
令和元年度 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

19-1 人文社会科学部 教授 田辺　肇
甘えられない環境が解離に及ぼす影響－自己の育た
なさに着目して－

19-2 人文社会科学部 教授 笠井　仁
筆記表出法による情動コンピテンスの向上－三人称
の視点から距離を置いて書く意義－

19-3 人文社会科学部 教授 幸田　るみ子
大学生における抑うつと反すう傾向・感情表出抑制傾
向との関連

19-4 人文社会科学部 教授 幸田　るみ子
がん患者遺族の悲嘆に対するミーニング・センタード・
サイコセラピーの有効性の検証

19-5 人文社会科学部 教授 江口　昌克 被虐待経験に関するナラティヴの変容

19-6 人文社会科学部 助教 高岡　しの ユーモアを用いたポジティブ心理学的介入の検討

19-7 人文社会科学部 教授 白井　千晶
中国における第２子以降の出産意欲に影響する要因
に関する研究－河北省を中心として－

19-8 情報学部 講師 金　鎭赫
日常生活下の多次元健康情報の計測・介入を統合す
るモバイルヘルスシステムの構築とその運用に関す
る研究

19-9 情報学部 准教授 森田　純哉
人あるいは人工エージェントとのインタラクションに影
響する個人特性の検討

19-10 情報学部 教授 高橋　晃 NASA-TLXを応用したユーザビリティ指標の開発

19-11 情報学部 教授 高橋　晃 VR避難訓練システムの研究・開発

19-12 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

19-13 情報学部 講師 梶原　千里
災害時医療継続マネジメントシステムの実現に向けた
教育方法と実証方法の開発

19-14 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

19-15 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の資化性および
代謝産物の研究
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19-16 教育学部 教授 杉﨑　哲子
グローバル社会における国語力育成のための「手書
き」を生かしたICT教材の検討

19-17 教育学部 講師 古見　文一 相手の同質性が他者の心の理解に及ぼす影響

19-18 教育学部 教授 村上　陽子 甘味料の嗜好に関する研究

19-19 教育学部 教授 村上　陽子 和菓子の嗜好に関する研究

19-20 教育学部 教授 村上　陽子 家事に関する研究

19-21 教育学部 教授 杉山　康司
呼吸運動を利用したアクティブリカバリーが運動後の
生理応答に及ぼす効果

19-22 教育学部 准教授 町　岳
単元統合型の共同的探求学習が小学校社会科に於
ける児童の概念的理解に与える効果

19-23 教育学部 教授 村越　真
主体的・内省的なランニングが個人固有の人生課題
に及ぼす影響

19-24 農学部 准教授 茶山　和敏
ヒト腸管内のケモカインおよびサイトカイン類の産生
量と免疫機能に関する年齢別調査

19-25
国際連携推進機
構

特任
准教授

佐々木 良造 ライティング指導にかかる研究

19-26 教育学部 講師 古見　文一 日本の幼児・児童の感情理解の発達プロセスの解明

19-27 情報学部 教授 西村　雅史
在宅ALS患者を対象とした咳嗽モニタリングシステム
の開発

19-28 情報学部 教授 西村　雅史 嚥下機能自動評価に関する研究

19-29
創造科学技術大
学院

特任教授 小林　美亜
急性期病院におけるせん妄予防管理の標準化に向
けたクリニカルパスの開発及び効果検証

19-30 農学部 教授 高坂　哲也 ヒト塗抹精子標本を用いたリラキシン機能の解明
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19-31 教育学部 准教授 矢野　潔子
未就園児をもつ保護者の子育て支援サービスの利用
状況とニーズ

19-32 情報学部 助教 板口　典弘
脳損傷患者における認知と運動機能の相互作用の検
討

19-33 工学部 准教授 一ノ瀬　元喜

高校生における食生活の実態調査および食教育によ
る定着度を分析する食育推進事業「自分の食事バラ
ンスについて考えよう－賢い食生活の楽しみ方」を通
して

19-34
創造科学技術大
学院

特任教授 小林　美亜
介護保険施設及び居宅系介護事業所の看護職員の
勤務実態等に関する調査

19-35
創造科学技術大
学院

特任教授 小林　美亜
クロスメディア活用による認知症に対するスティグマ
の解消効果の検討

19-36 工学部 准教授 酒井　克彦
手術の数値化：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

19-37
国際連携推進機
構

特任
准教授

佐々木良造
日本社会による外国人排除・包摂要因としての認知
的言語能力の縦断的大規模調査

19-38 工学部 准教授 鳴海　哲夫
伝播性タウ分子種の評価系構築を指向したアミロイド
イメージング

19-39 人文社会科学部 教授 橋本　剛
身近な他者からの援助要請推奨に対する心理的反
応とその関連要因

19-40 人文社会科学部 教授 堂囿　俊彦 認知症ケアにおける演劇手法の効果に関する研究

19-41 教育学部 准教授 矢野　潔子
看護師・養護教諭の専門性を生かした幼保連携型認
定こども園における子育て支援

19-42 教育学部 教授 小林　朋子 中学生の学力とレジリエンスとの関連について

19-43
男女共同参画推
進室

助教 跡部　千慧
教員育成スタンダード化政策における女性管理職育
成に関する調査研究－先進的な取組を中心に

19-44 情報学部 教授 西村　雅史 咀嚼音に基づく咀嚼機能の分析と自動評価

19-45 情報学部 助教 板口　典弘
現実空間とVR空間における身体知覚および運動特
性の解明
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19-46 人文社会科学部 教授 堂囿　俊彦
地域で医療・ケアに携わる専門職は、どのような倫理
的問題に直面し、どのような論路支援を望んでいるの
か

19-47 人文社会科学部 教授 堂囿　俊彦 在宅医療・ケア現場における尊厳概念の解明

19-48 情報学部 教授 西村　雅史 生体音に基づく服薬検知の可能性検証

19-49
創造科学技術大
学院（工学領域）

准教授 一ノ瀬　元喜
スポーツ栄養学とデータ分析によるアスリートの食育
活動の価値化

19-50 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教育の効果検証

19-51 教育学部 教授 原田　唯司
児童用「こころの健康チェック票」の開発と学校教育現
場への適用

19-52 教育学部 准教授 石川　慶和 入院を経験した慢性疾患児のPTG

19-53 教育学部 准教授 石川　慶和 自己調整学習を用いた病気療養児への学習支援

19-54 情報学部 准教授 狩野 芳伸 てんかん治療前後の言語変化の検討


