
 2021年度　人を対象とする研究倫理審査　結果一覧

受付番号 区分 所属 職階 申請者(研究責任者) 研究課題 開催日 審査結果

２０２１－００１ 新規 薬学部 学部生
古江　優羽里
指導教員　田中　雅幸

非弁膜症性心房細動患者に対する直接経口抗凝固薬の至適投与量における
有効性と安全性に関する後ろ向きコホート研究

2021/4/27 承認

２０２０－００７ 変更 薬学部 准教授 首藤　誠 ゼリー剤による苦味マスキング効果の評価 2021/4/27 条件付承認

２０１９－０４８ 変更 薬学部 助教 三田村　しのぶ 小児用製剤に先発医薬品および後発医薬品の服用性に関する比較評価 2021/4/27 条件付承認

２０１７－０６６ 変更 薬学部 准教授 中尾　晃幸 健康有害物質による人体汚染実態調査に関する研究 2021/4/27 条件付承認

２０２１－００３ 新規 理工学部 教授 堀江　昌朗 特殊形状パーティションに到達する呼気の測定 2021/4/27 条件付承認

２０２１－００４ 新規 農学部 教授 井上　亮
ラスクフロキサシン塩酸塩を反復投与した際の腸内細菌叢に対する影響を
評価する多施設共同臨床研究

2021/4/27 条件付承認

２０２１－００５ 新規 農学部 教授 井上　亮 機能性食品素材による学生アスリートの腸内環境改善効果の検証 2021/4/27 条件付承認

２０２１－００６ 新規 看護学部 学部生
鍛冶　真衣
指導教員　森谷　利香

治療開始初期にある青壮年期女性バセドウ病患者のセルフマネジメントに
関する質的研究

2021/4/27 条件付承認

２０２１－００７ 新規 看護学部 学部生
黄　開運
指導教員　松田　千登勢

回復期リハビリテーション病棟の看護師が行う認知症高齢者の転倒予防の
看護実践の実態と関連要因

2021/4/27 条件付承認

２０１４－０４８ 変更 薬学部 助手 栗尾　和佐子
キャリア形成教育プログラム：「キャリア形成ⅠおよびⅡ」科目の教育効
果と構築

2021/4/27 条件付承認

２０２１－００８ 新規 看護学部 教授 井田　歩美
妊娠を希望する女性および妊娠期から育児期にある女性の意思決定支援モ
デル構築に向けた基礎的研究
－ソーシャルメディアにおける投稿内容の分析－

2021/4/27 条件付承認

２０２１－００９ 新規 看護学部 学部生
西田　知代
指導教員　田中　結華

在宅終末期がん療養者に対する訪問看護師のケアリング行動 2021/4/27 条件付承認

２０２１－０１０ 新規
教育イノベーション
センター

講師 水野　武
学部横断型アクティブラーニング科目がもたらす学生のパーソナルネット
ワークに関する研究

2021/4/27 条件付承認

２０２１－０１１ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏 効果的な熱中症予防の啓発方法の探索 2021/4/27 条件付承認

２０１９－０５１ 変更 薬学部 講師 吉田　侑矢
地域薬局を拠点とした健康サポートによる生活習慣病予備軍のヘルスリテ
ラシー向上効果

2021/4/27 条件付承認

２０１８－０４０ 変更 看護学部 教授 小堀　栄子
住民地域活動の運営・実施が次世代にスムーズに移行されるために必要な
条件に関する探索的研究

2021/4/27 条件付承認

２０２１－０１２ 新規 理工学部 准教授 西　恵理 嚥下時および発話時における舌力の計測 2021/5/25 条件付承認

２０１８－００５ 変更 薬学部 講師 岩﨑　綾乃
薬学部、看護学部の学生を対象とした「患者コミュニケーション」講義受
講前後の医療コミュニケーションに関する認識変化

2021/5/25 条件付承認

２０２１－００２ 新規 農学部 講師 森　美奈子 ヘルスプロモーションの共創の場における行動変容促進因子の検証 2021/5/25 条件付承認

２０２１－０１３ 新規 看護学部 学部生
松川　ひより
指導教員　泉川　孝子

月経困難症に有効である低用量ピルを内服している女子学生の体験 2021/5/25 条件付承認

２０１９－０５５ 変更 看護学部 教授 富永　真己
介護保険施設の介護職の定着促進を目指した職場支援プログラムの開発と
有効性の検証

2021/6/29 承認

２０１９－０２３ 変更 理工学部 教授 宮本　征一 居住空間における風質評価に関する実験的研究 2021/6/29 承認

２０２１－０１５ 新規 看護学部 教授 森谷　利香
看護基礎教育における地域住民の模擬患者養成プログラムへの参加による
効果の検討

2021/6/29 条件付承認

２０２１－０１６ 新規 看護学部 教授 森谷　利香
神経難病患者のケアに携わるエキスパート看護師の感情体験に関する質的
研究

2021/6/29 条件付承認

２０２０－０４０ 変更 看護学部 教授 池田　友美 重症心身障害児者における皮膚温による情動反応の評価法開発 2021/6/29 承認

２０２１－０１７ 新規 経済学部 准教授 名方　佳寿子 家庭における環境が子供の学力に及ぼす影響について 2021/6/29 条件付承認

２０２０－００５ 変更
教育イノベーション
センター

講師 水野　武
対顧客折衝業務従事者の一般性自己効力感と人的ネットワークがパフォー
マンスに与える影響

2021/6/29 承認

２０２１－０１８ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏 オンラインによる学習方法の最適化を目指した調査研究 2021/6/29 承認

２０２１－０１９ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏 在宅医療に関わる薬剤師の現状に関するアンケート調査 2021/6/29 承認

２０２０－０５１ 変更 薬学部 教授 山下　伸二 舌下投与型ゼリー剤投与後の口腔内薬物濃度推移の評価に関する試験 2021/6/29 承認

２０２１－０２０ 新規 看護学部 学部生
村瀬　里帆
指導教員　青野　美里

新型コロナウイルス感染症拡大の影響下にあった看護学生の臨地実習にお
ける困難と対処

2021/6/29 承認



受付番号 区分 所属 職階 申請者(研究責任者) 研究課題 開催日 審査結果

２０２１－０１４ 新規 薬学部 講師 岩﨑　綾乃 農学部学生の「いのちと食」の倫理意識に対する生命倫理教育の影響評価 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２１ 新規 薬学部 学部生
藤田　知亜紀
指導教員　田中　雅幸

下肢整形外科手術施行患者の静脈血栓塞栓症の発生抑制に対するエドキサ
バンの至適投与量における有効性と安全性に関する後ろ向きコホート研究

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２２ 新規 看護学部 講師 名草　みどり
青年期女性に対するプレコンセプションケア啓発のためのリ―フレットと
DVDの評価

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２３ 新規 理工学部 教授 樋口　祥明
「ＡＢＷオフィス」におけるワーカーの場所選択特性と情報提供による行
動変容の評価

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２４ 新規
教育イノベーション
センター

特任講師 上野山　裕士 居場所づくりと地域づくりの連動性の向上に関する質的研究 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２５ 新規 看護学研究科 大学院生
喜多　千惠
指導教員　稲垣　美紀

慢性心不全患者のセルフケアを支える家族のサポート－実践しているサ
ポート内容及びサポート上の困難－

2021/9/14 条件付承認

２０２０－０３５ 変更 経営学部 准教授 山本　圭三 大学生の社会生活と職業意識 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２６ 新規 理工学部 教授 奥野　竜平 電子福祉楽器演奏時における生体信号計測に関する研究 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２７ 新規 理工学部 教授 奥野　竜平 呼吸気を用いた電子福祉楽器演奏システムの構築 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２８ 新規 理工学部 教授 奥野　竜平 上肢運動機能評価を目指したセンサペグボードの開発 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０２９ 新規 農学部 教授 井上　亮
長期的な機能性食品素材摂取による男子学生アスリートの腸内環境への影
響

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３０ 新規 理工学部 学部生
和田　月
指導教員　山根　聡子

居住地類型別にみる高齢者世帯と地域の関わりに関する研究 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３１ 新規 理工学部 学部生
中島　さくら
指導教員　山根　聡子

分譲マンションと周辺居住者のコミュニティ形成についての研究 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３２ 新規 理工学部 学部生
中森　明日香
指導教員　山根　聡子

戸建住宅団地の高経年化及び高齢化に対応する住みやすいまちづくりに関
する研究
―三重県名張市を事例として―

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３３ 新規 理工学部 学部生
出島　逸平
指導教員　山根　聡子

マンション管理の専門職能に関する研究－マンション管理士調査結果を基
に－

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３４ 新規 理工学部 学部生
酒井　友裕
指導教員　山根　聡子

大阪市の木造長屋住宅におけるリノベーションに関する研究 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３５ 新規 理工学部 学部生
吉川　日菜
指導教員　山根　聡子

高経年マンションの管理組合と居住者を対象とした再生の将来意向につい
ての研究～都心部と郊外部におけるマンションを比較して～

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３６ 新規 理工学部 学部生
高松　大成
指導教員　山根　聡子

重要伝統的建造物群保存地区における住まい（住宅）の管理と活用・保存
に関する研究
－伊根町伊根浦重要伝統的建造物群保存地区を対象として－

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３７ 新規 理工学部 学部生
佐藤　光優
指導教員　竹村　明久

スメルスケープ評価を想定した低濃度臭気の表現方法に関する研究 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３８ 新規 理工学部 学部生
山田　大輔
指導教員　竹村　明久

自動車運転を想定した作業ににおいが及ぼす影響 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０３９ 新規 理工学部 学部生
泉　奈緒子
指導教員　竹村　明久

評価者の経験や記憶がにおいの印象評価の個人差に及ぼす影響 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０４０ 新規 理工学部 学部生
片岡　祥輝
指導教員　竹村　明久

画像へのにおい付加が購買意欲に及ぼす影響 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０４１ 新規 理工学部 学部生
吉田　空
指導教員　竹村　明久

類似景観空間におけるにおい目印である鼻印の活用可能性 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０４２ 新規 理工学部 学部生
前谷　優介
指導教員　竹村　明久

マスキングによる不快感軽減臭気と時間評価の関係 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０４３ 新規 理工学部 学部生
田中　海都
指導教員　竹村　明久

オフィス空間におけるカビ臭のマスキングに関する基礎的研究 2021/9/14 条件付承認

２０２１－０４４ 新規 理工学部 学部生
石田　祥太郎
指導教員　宮本　征一

摂南大学寝屋川キャンパス内の休息スペースにおける空間評価に関する研
究

2021/9/14 条件付承認

２０２１－０４５ 新規 理工学部 学部生
岸本　翔馬
指導教員　宮本　征一

緑視率が公開空地における景観評価に及ぼす影響に関する研究 2021/9/14 承認

２０２１－０４６ 新規 理工学部 学部生
鈴木　涼平
指導教員　奥野　竜平

手・肘関節筋を対象とした筋運動制御機構の力学特性に関する研究 2021/9/14 承認

２０２１－０４７ 新規 理工学部 学部生
赤葉　亮太
指導教員　鹿間　信介

ハンドトラッキング機能搭載HMDを用いた手話学習支援システム 2021/9/14 条件付承認

２０１９－０３４ 変更 農学部 教授 藤林　真美
女性アスリートの貧血に及ぼす要因の解明とオメガ3脂肪酸が貧血とヘプシ
ジンに与える影響

2021/11/16 条件付承認

２０２１－０４８ 新規 薬学部 学部生
岡田　汰一
指導教員　田中　雅幸

免疫グロブリン大量点滴静注療法による血圧上昇の危険因子の解析 2021/11/16 承認

２０２１－０４９ 新規 農学部 教授 井上　亮
水溶性食物繊維含有食品の摂取による腸内環境改善効果に関するプラセボ
対照二重盲検ランダム化並行群間比較試験

2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５０ 新規 看護学部 教授 池田　友美 特別養子縁組で親・家族になる－インタビューによる語りから－ 2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５１ 新規 看護学研究科 大学院生
岸良　佳代子
指導教員　池田　友美

児童発達支援センターに勤務する看護師の就業実態とその役割についての
研究

2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５２ 新規 薬学部 助教 小西　麗子
薬剤師はがん患者の「望ましい死」に対する認識を把握しがん治療を支援
できているか
～薬剤師とがん患者および他職種との認識の違い～

2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５３ 新規 理工学部 学部生
竹中　まこ
指導教員　樋口　祥明

在宅勤務環境に関する研究 2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５４ 新規 理工学部 学部生
橋谷　昌幸
指導教員　樋口　祥明

在宅学習環境に関する研究 2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５５ 新規 理工学部 学部生
竹中　まこ
指導教員　樋口　祥明

在宅勤務環境に関する実験的研究 2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５６ 新規 理工学部 学部生
橋谷　昌幸
指導教員　樋口　祥明

在宅学習環境に関する研究 2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５７ 新規 理工学部 学部生
須鑓　諒太
指導教員　樋口　祥明

オフィスでの休憩の仕方に関する研究 2021/11/16 条件付承認

２０２１－０５８ 新規 理工学部 学部生
御城　俊祐
指導教員　樋口　祥明

タスクアンビエント空調の温熱エネルギー評価と覚醒度に関する研究 2021/11/16 条件付承認



受付番号 区分 所属 職階 申請者(研究責任者) 研究課題 開催日 審査結果

２０２１－０５９ 新規 薬学部 学部生
田邉　実香
指導教員　河田　興

早産児における薬剤添加剤のプロピレングリコール摂取量の検討 2022/1/25 条件付承認

２０１７－０２６ 変更 看護学部 准教授 山本　智津子 統合失調症者の生活のしづらさに関する研究 2022/1/25 条件付承認

２０２１－０１５ 変更 看護学部 教授 森谷　利香
看護基礎教育における地域住民の模擬患者養成プログラムへの参加による
効果の検討

2022/1/25 条件付承認

２０２１－０６０ 新規 看護学部 教授 泉川　孝子 看護職者におけるDV被害者との遭遇および支援状況 2022/1/25 条件付承認

２０２１－０６１ 新規 理工学部 教授 宮本　征一
温熱環境の履歴が温熱環境の嗜好形成に及ぼす影響に関するアンケート調
査

2022/1/25 条件付承認

２０２１－０６２ 新規 薬学部 学部生
伊藤　彩乃
指導教員　河田　興

薬剤耐性（AMR）からみた乳幼児発熱患者の抗菌薬の適正使用実態調査 2022/1/25 条件付承認

２０２１－０６３ 新規 薬学部 学部生
伊藤　彩乃
指導教員　河田　興

乳幼児の保護者における薬剤耐性（AMR）の意識調査 2022/1/25 条件付承認

２０２１－０６４ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏 薬学実務実習がもたらす薬学部生の意識変容に関する調査研究 2022/1/25 条件付承認

２０１９－０３４ 変更 農学部 教授 藤林　真美
女性アスリートの貧血に及ぼす要因の解明とオメガ3脂肪酸が貧血とヘプシ
ジンに与える影響

2022/3/8 条件付承認

２０２１－０６５ 新規 農学部 教授 井上　亮
ベドリズマブ点滴静注治療を受ける潰瘍性大腸炎患者での画像強調内視鏡
を用いた大腸粘膜の変化および腸内環境の変化の観察

2022/3/8 条件付承認

２０２０－０３４ 変更 外国語学部 教授 門脇　薫
海外の初等教育の日本語教育におけるバイリンガル/イマージョン教育に関
する研究

2022/3/8 承認

２０２１－０６６ 新規 薬学部 教授 河田　興
小児医療情報収集システムを使用した新生児処方の実態（新生児けいれ
ん・鎮静）調査

2022/3/8 条件付承認

２０２１－０１５ 変更 看護学部 教授 森谷　利香
看護基礎教育における地域住民の模擬患者養成プログラムへの参加による
効果の検討

2022/3/8 条件付承認

２０２１－０６７ 新規 看護学部 講師 村瀬　由貴 ホフステード6次元モデルを活用した日越看護大学における文化認識の差異 2022/3/8 承認

２０２１－０６８ 新規 理工学部 教授 川野　常夫 水素吸入による人体の生理学的効果に関する研究 2022/3/8 条件付承認

２０２１－０６９ 新規 理工学部 教授 川野　常夫 生体計測に基づいたインソールの身体学的・生理学的効果の検証 2022/3/8 条件付承認

２０２１－０７０ 新規 看護学部 助教 吉永　愛香 入院が長期化しつつある統合失調症圏の患者の家族支援に関する調査研究 2022/3/8 条件付承認

２０２１－０７１ 新規 看護学部 助教 田中　真佐恵
本人中心のケアに向けた多職種協働の深化を評価する生活支援記録法を活
用した実証研究

2022/3/8 条件付承認

２０１８－０１３ 変更 看護学部 教授 小堀　栄子 日本在住外国人の生活習慣および生活習慣病リスクに関する研究 2022/3/8 条件付承認

２０２１－０７２ 新規 薬学部 准教授 首藤　誠 ゼリー剤による医薬品の苦味マスキング効果の評価 2022/3/8 条件付承認

２０２１－０７３ 新規 薬学部 学部生
山田　寛子
指導教員　河田　興

小児における錠剤処方開始年齢の検討 2022/3/8 条件付承認

２０２０－０５１ 変更 薬学部 教授 山下　伸二 舌下投与型ゼリー剤投与後の口腔内薬物濃度推移の評価に関する試験 2022/3/8 承認

２０２１－０７４ 新規 看護学研究科 大学院生
矢野　寛
指導教員　富永　真己

男性看護師の離職理由及び離職意向の要因と緩衝要因：混合研究による検
討

2022/3/8 条件付承認

２０２１－０７５ 新規 看護学研究科 大学院生
劉　文文
指導教員　鎌田　佳奈美

小児の危険場面の観察における眼球運動データを用いた看護学生に対する
教育の効果

2022/3/8 条件付承認


