
令和２年度 人を対象とする研究に関する倫理審査　承認一覧

所属 職名 氏名

20-1 人文社会科学部 教授 白井　千晶
現代中国・上海市における35歳以上の"非婚"男女の
結婚意識について

20-2 人文社会科学部 教授 橋本　剛 援助要請規範と援助要請傾向の関連

20-3 教育学部 教授 村上　陽子 和菓子の嗜好に関する研究

20-4 教育学部 教授 村上　陽子 被服教材に関する研究

20-5 教育学部 教授 村上　陽子 学校給食指導に関する研究

20-6 情報学部 講師 秋元　菜摘
多極ネットワーク型コンパクトシティ政策の評価に関
する地理学的研究

20-7 情報学部 准教授 大本　義正 同調認知による没入的体験効果の向上

20-8 情報学部 准教授 藤岡　伸明 浜松市在住外国人の定住意向に関する調査研究

20-9 情報学部 准教授 森田　純哉 忘却するWeb情報提示機構の認知的情動的評価

20-10 工学部 准教授 伊藤　友孝
転倒防止を意図した高齢者の歩行計測と分析・見守
りのための技術開発

20-11 電子工学研究所 教授 香川　景一郎
光投影に対する反射画像からの生体の散乱・吸収・
血流の2次元分布を可視化する研究

20-12 電子工学研究所 教授 香川　景一郎 自家蛍光寿命計測に基づく腫瘍イメージング

20-13 大学教育センター 准教授 須藤　智
人と人工物の相互作用を支える人間の認知的制御機
能の特性とその加齢変化の解明

20-14 教育学部 教授 小林　朋子
小中高生のレジリエンススキルと不登校傾向に関す
る縦断的研究

20-15 国際連携推進機構 教授 白井　靖人
静岡大学アジアブリッジプログラムの総括と見直しの
ための基礎調査
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20-16 農学部 教授 森田　達也
ヒト腸内細菌叢による消化管ムチンおよび食物繊維
の資化性および代謝産物の研究

20-17 教育学部 教授 杉山　康司
ノルディックウォーキングとスポーツトレーニング用
チューブを用いたウォーキングの新たな運動処方の
提案に関する研究

20-18 人文社会科学部 教授 江口　昌克
独語を手がかりに進める認知症高齢者
 ―介護スタッフの「場」と「意味」の解釈―

20-19 教育学部 教授 村上　陽子 米と麦に関する研究

20-20 教育学部 教授 村上　陽子 和食に関する研究

20-21 工学部 講師 沖田　善光
抗ストレス効果を高める最適な呼吸リズムに関する研
究

20-22 工学部 特任
准教授 小杉　素子
新型コロナおよび自然災害リスクに対する人々の意
識と行動に関する調査

20-23 国際連携推進機構 教授 松田　紀子
静岡大学アジアブリッジプログラム留学生の満足度を
検証するための調査

20-24 国際連携推進機構 准教授 ライアン　優子
留学生のキャリアに関する意思決定と就職活動の研
究

20-25 情報学部 助教 遠山　紗矢香
小学校でのプログラミング教育の実現とその効果の
分析

20-26 情報学部 准教授 狩野　芳伸
心理状態評価のためのマルチモーダル処理技術の
研究とデータセット整備

20-27 情報学部 教授 西村　雅史
咽喉マイクを用いた乳児の母子間コミュニケーション
行動分析

20-28 情報学部 教授 西村　雅史 嚥下機能自動評価に関する研究

20-29 情報学部 助教 板口　典弘
認知症初期診断における神経心理学的・画像診断的
研究

20-30 情報学部 准教授 大本　義正
社会感情的意図の交互推定を用いた協調問題解決
への積極性誘発
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20-31 工学部 准教授 酒井　克彦
経皮的内視鏡下椎間板摘出術における骨削除時のド
リル先端の並進力とトルク値の測定

20-32 人文社会科学部 教授 白井　千晶
アジアにおける出生前検査と障害をめぐる実証的研
究①インターネット調査

20-33 人文社会科学部 教授 田辺　肇
社会規定的完全主義と解離の関連における認知的感
情制御方略の調整効果
―甘えられない環境の影響に着目して―

20-34 人文社会科学部 教授 橋本　剛
シャイネスと援助要請傾向による心理社会的適応―
社会生態学的要因を含めた検討―

20-35 教育学部 教授 大塚　玲
特別支援学級に在籍する外国人児童生徒の現状と
支援システムに関する研究

20-36 教育学部 教授 鎌塚　優子
静岡県から発信する新しい医教連携教育プログラム
の構築

20-37 教育学部 教授 冬木　春子
幼児の養育環境における情報機器利用と親子の関わ
り

20-38 教育学部 准教授 矢野　潔子
看護領域における学生の理解を促す比喩的表現の
活用の実態に関する研究

20-39 教育学部 准教授 矢野　潔子
就学前の子どもをもつ保護者の子育て支援のニーズ
に関する調査

20-40 農学部 教授 西村　直道
ヒト腸内細菌叢のビタミンB12 要求性と大腸発酵産物
の関係性に関する研究

20-41 創造科学技術大学院 特任教授 小林　美亜 フレイル予防に向けた介入提案AIの開発

20-42 国際連携推進機構 特任准教授 佐々木良造
多読の実践を通じた日本語教師の言語教育観・言語
能力観の変容に関する研究

20-43 大学教育センター 講師 安冨　勇希
外国籍市民との共生社会の実現に向けた学際的・実
証的研究－外国籍市民の主体的社会参画をもたらす
要因に着目して－

20-44 情報学部 准教授 狩野　芳伸 カテゴリ別極性辞書の作成

20-45 人文社会科学部 教授 杉山　康司
富士山周辺地域を活用した準高所トレーニングの効
果に関する研究
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20-46 情報学部 准教授 西田　昌史 健康相談を対象とした音声対話システムの開発

20-47 工学部 教授 海老澤　嘉伸
近赤外光を用いたヒトの生理的変化の計測に関する
基礎研究

20-48 工学部 准教授 Tripathi Saroj
テラヘルツ波を利用した皮膚表面反射測定に関する
研究

20-49 国際連携推進機構 准教授 案野　香子
静岡大学のオンライン国際共修における異文化理解
能力向上の検証

20-50 教職センター 准教授 金子　泰之
保護者・教員における学校教育と子どもの発達に関
する意識調査

20-51 情報学部 教授 荒木　由布子
浜松ウエルネスプロジェクトによる健康ビックデータ分
析

20-52 情報学部 教授 荒木　由布子
人が物体に触れた時の挙動波形の分析手法の検討
を目的とした評価

20-53 情報学部 准教授 西田　昌史 複数話者の音声同時字幕提示手法に関する研究


