
所属 職名 氏名

17-1 情報学部 准教授 狩野　芳伸

電子カルテ情報をセマンティクス（意味・内

容）の標準化により分析可能なデータに変換

するための研究

17-2 情報学部 准教授 狩野　芳伸

自然言語処理を用いた精神疾患の定量的評

価技術の開発：（パイロット試験）

17-3 人文社会科学部 教授 白井　千晶

児童養護施設における性的マイノリティ（ＬＧ

ＢＴ）児童およびその対応に関する調査

17-4 人文社会科学部 教授 白井　千晶

現代アジアのリプロダクションに関する国際

比較研究

17-5 人文社会科学部 教授 笠井　仁

高齢者における回想のモダリティと構造化が

回想内容と心理的適応に与える影響

17-6 人文社会科学部 教授 江口　昌克

非行少年の更生に影響する要因　－少年非

行の質的変化と保護司の関わりに焦点をあ

てて－

17-7 人文社会科学部 教授 幸田　るみ子

青年の意思決定過程における時間的展望お

よび遂行機能との関連

17-8 工学部 准教授 伊藤　友孝

高齢者の健康な自立歩行を包括的に支援す

るためのシステム開発

17-9 工学部

特任

准教授

小杉　素子

情報の非対称が存在する二者関係における

相互信頼と監視の効果に関する研究

17-10 工学部 助教 清水　昌幸 人体ねじり振動特性に関する研究

17-11 工学部 講師 沖田　善光

機能性食品の匂い吸引・摂取前後での生理

計測・解析法の開発及び評価

17-12 工学部 講師 沖田　善光

ブレイン・コンピュータ・インターフェースの開

発

17-13 工学部 教授 鈴木　康之

「未来のアスリートを価値化する食育アプリ

の研究開発」と、それにともなう使用感のア

ンケート調査

17-14 工学部 教授 鈴木　康之 勤務情報と心情による労働環境分析
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17-15 情報学部 准教授 森田　純哉

コミュニケーションプロトコルの形成実験にお

けるメッセージ送信履歴と自閉症スペクトラ

ム傾向の関連

17-16 情報学部 教授 高橋　晃

グループワークにおける公平感を調整する

方法

17-17 情報学部 教授 高橋　晃

PC上におけるWebシステムのユーザビリティ

測定手法

17-18 情報学部 教授 高橋　晃

新項目処理を取り入れた包括的再認判断理

論の構築

17-19 情報学部 教授 高橋　晃

コンピュータ教育における個人の特性に合わ

せた動機付け支援

17-20 グローバル企画推進室

特任

助教

梶野　早希子浜松方言についての研究

17-22 工学部 教授 鈴木　康之

日孟コラボレーションによる新たな価値創造

とその効果について

17-23 工学部 教授 鈴木　康之 データ分析による労働意欲の研究

17-24 教育学部 教授 村上　陽子 人生儀礼および年中行事に関する研究

17-25 教育学部 教授 村上　陽子 和菓子の嗜好に関する研究

17-26 教育学部 教授 冬木　春子

親の社会経済的環境からみる幼児の生活習

慣に関する調査研究

17-27 教育学部 教授 村越　真

フィールド安全教育プログラムの開発に向け

たリスク対応の実践知の把握

17-28 教育学部 教授 小林　朋子

小中高校生の「精神的回復力（レジリエン

ス）」と不登校傾向との関連について

17-29 教育学部 教授 原田　唯司

特別な支援を要する児童生徒に対する包括

的支援体制づくりを促す要因の分析



所属 職名 氏名

登録

番号

申請者(研究責任者)

研究題目

平成29年度 人を対象とする研究に関する倫理審査　承認一覧

17-30 教育学部 教授 大塚　玲

自閉症スペクトラム障害のある児童のパーソ

ナルスペース

17-31 教育学部 准教授 矢野　潔子

幼保連携型認定こども園における子育て支

援の現状について

17-32 教育学部 准教授 石川　慶和

肢体不自由児に対するタブレット式端末を活

用した読み学習の効果

17-33 情報学部 講師 藤岡　伸明

海外滞在経験がキャリアに及ぼす影響：ワー

キングホリデー経験者に対するインターネッ

トモニター調査の分析

17-34 情報学部 助教 石川　翔吾

認知症の人のケア高度化に向けたマルチ

モーダル感情行動コーパスの構築に関する

研究

17-35 情報学部 准教授 狩野　芳伸

SNS入力テキストに対する自然言語処理を

用いた精神疾患の特徴量抽出技術の開発：

パイロット試験

17-36 国際連携推進機構

特任教

授

名塩　征史

特定場面（接客場面・教授場面）における会

話・相互行為の観察と分析

17-37 人文社会科学部 教授 荻野　達史

障害者指定相談支援事業の諸問題：職務の

概念規定から運営体制まで

17-38 人文社会科学部 教授 白井　千晶

現代アジアのリプロダクションに関する国際

比較研究

17-39 教育学部 教授 大塚　玲

優れた能力と発達障害の特性を併せ持つ子

どもの支援に関する調査

17-40 教育学部 准教授 石川　慶和

入院中の高校生に対する学習支援ボラン

ティア導入の検討

17-42 情報学部 教授 宮崎　真

情動応答と主観的時間の関係：心理生理学

的検討

17-43 情報学部 教授 高橋　晃

情報教育における課題の性質に合わせた動

機付け支援方法の検討

17-44 農学部 准教授 茶山　和敏

ヒト母乳中のサイトカイン・ケモカイン類の含

有量と母乳を提供した母親およびそれを飲

んだ子供のアレルギー疾患発症との相関の

解析
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17-45 情報学部 准教授 福田　直樹

ミニパブリスクを利用した合意形成支援の研

究

17-46 教育学部 講師 村井　大介

社会的な課題を教材化する教師の授業実践

に関するライフストーリー研究

17-47 情報学部 教授 青木　徹

Ｘ線スペクトロメトリーによる関節円板描出の

試み

17-48 工学部 教授 桑原　義彦 マイクロ波マンモグラフィ


