
令和３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

21-1 創造科学技術大学院 教授 三浦　憲二郎
カプセル内視鏡で撮影した動画を用いたVisual SLAM
による病変と疑われる部分の抽出

21-2 人文社会科学部 教授 田辺　肇
保育施設における乳幼児に対するメンタライジングの
効果

21-3 人文社会科学部 准教授 畠垣　智恵
ASD 当事者は社会的多数派のルールや仕組みをど
のようにみているか

21-4 教育学部 准教授 山元　薫
アダプティッドサッカー体験による障害観にもたらす影
響について

21-5 教育学部 准教授 山元　薫 知的障害教育における授業力を高めるツールの開発

21-6 教育学部 准教授 山元　薫 自閉症児における情動調整プロセスの解明

21-7 教育学部 准教授 石川　慶和
知的障害者テニスの普及モデルの作成とその効果の
検討

21-8 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示す比喩的表現の
活用に関する調査

21-9 工学部
特任

准教授
小杉　素子 放射線の健康影響に関するインタビュー調査

21-10 工学部
特任

准教授
小杉　素子

新型コロナのリスクに対する人々の意識と行動に関
する調査

21-11 国際連携推進機構 准教授 ライアン　優子
日本の高等教育の留学生の就職と定着の促進・阻害
要因に関する研究

21-12 国際連携推進機構
特任

准教授
比留間　洋一

日本のベトナム人介護留学生の国家試験学習経験に
関する研究

21-13 全学入試センター 准教授 前東　晃礼
他者、ロボット、コンピュータエージェントに対する信頼
評価の比較

21-14 大学教育センター 准教授 須藤　智
超高齢社会における高齢者にとっての人工物の使い
やすさ向上に関する認知工学的研究

21-15 教職センター 講師 金子　泰之 いじめ実態把握といじめの変化についての縦断研究
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21-16 教育学部 准教授 町　　　岳

授業実践型相互教授における社会的に共有された調
整がグループ内対話の質に及ぼす
効果　〜中学校理科のキーワードに注目した考察指
導を通して〜

21-17 情報学部 助教 石川　翔吾
Evidence-based care システムにおける認知症ケアの
情報学的評価と学習支援

21-18 工学部 講師 沖田　善光
糖による食欲と自律・中枢神経活動の関係に関する
研究

21-19 創造科学技術大学院 教授 三浦　憲二郎
カプセル内視鏡で撮影した動画を用いたVisual SLAM
による病変と疑われる部分の抽出

21-20 人文社会科学部 教授 田辺　肇 問題行動をする同胞をもつきょうだいの葛藤

21-21 教育学部 准教授 石川慶和
入院児に対する遠隔教育における自律的・継続的な
学びの支援

21-22 教育学部 教授 香野　毅 発達障害児のキャラ自認と満足度について

21-23 教育学部 教授 香野　毅 障害のある児童の就学先変更について

21-24 教育学部 教授 香野　毅
静岡市内における児童発達支援施設に対するニーズ
と提供サービスの関係について

21-40 創造科学技術大学院 教授 竹内　勇剛
介現現場における出身国が異なるスタッフ間のコミュ
ニケーション活動の実態調査

21-25 グリーン科学技術研究所 教授 朴　龍洙 新型コロナウイルスの高感度・迅速検出技術の開発

21-26 人文社会科学部 教授 田辺　肇
認知症高齢者の家族介護者における「つながり再確
認」の影響

21-27 教育学部 教授 香野　毅
知的障害特別支援学校生徒への月経に関する指導
について

21-28 教育学部 准教授 Clements Peter ショート・ストリー分析と言語教師養成

21-29 教育学部 教授 小林　朋子
中学生を対象としたレジリエンススキルに関するイン
タビュー調査
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21-30 教育学部 准教授 塩田　真吾 スポーツ・インテグリティ基礎力に関する研究

21-31 教育学部 講師 古見　文一
SNS 上の子育てに関するネガティブ情報からの影響
と批判的思考態度との関連

21-32 教育学部 講師 古見　文一
幼児期における過剰模倣に内集団バイアスが及ぼす
影響

21-33 教育学部 講師 古見　文一 幼児期における表情理解に及ぼすマスク着用の影響

21-34 教育学部 講師 村上　広美
対面授業とオンライン授業における定型発達児・発達
障害児の教育的効果

21-35 教育学部 准教授 山元　薫
知的障害教育を対象とした防災教育プログラムの開
発

21-36 教育学部 准教授 山元　薫 知的障害教育における教材開発の視点

21-37 教職センター 特任助教 上地　香杜
幼児・保育実習を通した高校生の防災意識の育成・
変化に関する研究

21-38 人文社会科学部 教授 堂囿　俊彦
都道府県医師会・看護協会における倫理関連活動に
関する調査研究

21-39 情報学部 講師 遠山　紗矢香
ジェンダーによる学びづらさを解消するプログラミング
教材の開発

21-40 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②インタビュー調査

21-41 人文社会科学部 教授 白井　千晶 帝王切開で出産した女性の体験にみる女性の意識

21-42 情報学部 教授 西村　雅史 音による咀嚼・嚥下機能の分析と自動評価

21-43 創造科学技術大学院 教授 原　正和
食物アレルギーにおける原因アレルゲンの多角的分
析

21-44 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

21-45 人文社会科学部 教授 橋本　剛 相談行動と価値観に関する心理学的調査
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21-46 教育学部 教授 冬木　春子 子育て家庭の生活と子育て支援についての調査

21-47 教育学部 准教授 山元　薫
日本における外国人児童生徒の特別支援教育の実
際と就学支援に関する調査

21-48 情報学部 准教授 森田　純哉
ヒトとシステムの協調によるホメオスタシス実現の研
究

21-49 情報学部 准教授 大本　義正
時間発展的な相互他者モデル推定を伴うインタラク
ションモデルの開発と評価

21-50 全学入試センター 准教授 前東　晃礼
他者、ロボット、コンピュータエージェントに対する信頼
評価の比較

21-51 人文社会科学部 教授 白井　千晶
出生前検査と障害・疾病をめぐる相談支援に関する
研究

21-52 人文社会科学部 教授 白井　千晶 がん経験者の里親・養子縁組に関する調査

21-53 電子工学研究所 教授 川人　祥二
光を用いた人の情動・活動計測を目的とした生体組
織の光学特性計測

21-54 農学部 准教授 松本　和浩 農福連携の多面的効果に関する研究

21-55 国際連携推進機構
機構長
教授

近藤　真 静岡大学の留学派遣に関する意識調査


