
 2022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

２０２２－００１ 新規 薬学部 学部生
隅田　葵
指導教員　田中　雅幸

ソタロールによる薬剤性QT延長の危険因子の解析 2022/4/26 承認

２０２２－００２ 新規 看護学部 学部生
千葉　崇仁
指導教員　富永　真己

若年者の保清行動及び心理的側面と強迫症状－看護学生を対象した量的研
究－

2022/4/26 条件付承認

２０２２－００３ 新規 薬学部 准教授 首藤　誠 ゼリー剤による医薬品（プレドニゾロン）の苦味マスキング効果の評価 2022/4/26 条件付承認

２０２２－００４ 新規 薬学部 助教 三田村　しのぶ
小児用製剤（抗アレルギー薬）の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

2022/4/26 条件付承認

２０２１－０５２ 変更 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～

2022/4/26 承認

２０２０－０３３ 変更 看護学部 助教 安田　香
回復期リハビリテーション病棟に入院中の脳卒中患者が感じる疲労に関す
る看護師と療法士の認識と支援の内容

2022/4/26 承認

２０１６－０７０ 変更 薬学部 講師 岩﨑　綾乃 薬学部１年生の生命倫理に関する意識の大学入学後の学習による変化 2022/5/31 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 2022/5/31 条件付承認

２０２２－００５ 新規 看護学研究科 大学院生
東野　和馬
指導教員　眞野　祥子

精神科病棟看護師と精神科訪問看護師におけるコミュニケーションスキル
とストレングス志向の特徴とストレングス志向に関する要因

2022/5/31 条件付承認

２０２１－０７４ 変更 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

2022/5/31 承認

２０１９－０４６ 変更 薬学部 准教授 首藤　誠 薬剤師による統合失調症患者のアドヒアランス向上に向けた取り組み 2022/6/28 条件付承認

２０２２－００６ 新規 経済学部 学部生
白井　愛佳
指導教員　名方　佳寿子

家庭環境や携帯電話・スマートフォンの使用時間が子供の学力に及ぼす影
響について

2022/6/28 条件付承認

２０２２－００８ 新規 看護学部 学部生
畠山　歩美
指導教員　山本　十三代

COVID-19の感染拡大による自粛生活が高齢者の身体的、精神的、社会的活
動に与えた変化

2022/6/28 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

2022/6/28 承認

２０２２－００９ 新規 看護学部 学部生
樋口　輝
指導教員　田中　結華

新型コロナウイルス感染拡大による対面看護技術演習の減少が与えた学生
への影響～領域実習前後の不安の程度の比較～

2022/6/28 条件付承認

２０１９－００９ 変更 薬学部 准教授 首藤　誠 小児患者へのシロップ剤１回量包装調剤（One Dose Package）の有用性 2022/7/26 承認

２０２１－０２３ 変更 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

2022/7/26 条件付承認

２０２２－０１０ 新規 農学部 准教授 百木　和
オーラルフレイル発症を規定する要因および進展予防を目的とした栄養食
事指導の効果の検証

2022/7/26 条件付承認

２０２２－０１１ 新規 理工学部 准教授 西　恵理 乳児の吸啜時における舌運動の計測 2022/7/26 条件付承認

２０２２－０１２ 新規 理工学部 教授 樋口　祥明 集合住宅においてのSDGsへの取り組みに関する研究 2022/7/26 条件付承認

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 2022/7/26 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

2022/9/13 条件付承認

２０２２－０１３ 新規 理工学部 准教授 榊　愛 児童いきいき放課後事業の児童の遊びについての調査と提案 2022/9/13 条件付承認

２０２２－０１４ 新規 理工学部 准教授 榊　愛 まちあるきを促進する環境要因と可視化手法に関する調査 2022/9/13 条件付承認

２０２２－０１５ 新規 理工学部 教授 樋口　祥明 居心地の良い温浴施設の空間構成についての研究 2022/9/13 条件付承認

２０２２－０１６ 新規 理工学部 教授 樋口　祥明 オフィス空調における許容温度と省エネルギーに関する研究 2022/9/13 条件付承認

２０２２－０１７ 新規 理工学部 教授 樋口　祥明 作業環境が作業の集中度に与える影響に関する研究 2022/9/13 条件付承認

２０２２－０１８ 新規 理工学部 教授 樋口　祥明 都市における夜間の光環境評価に関する研究 2022/9/13 条件付承認

２０２２－０１９ 新規 農学部 教授 小川　俊夫
社会構造の変化を踏まえた保健医療にかかる施策立案に資する国際疾病分
類の国内導入のための研究

2022/9/13 条件付承認

２０２２－０２０ 新規 農学部 教授 黒川　通典 皮膚カロテノイド測定を活用した野菜摂取レベルの評価と関連要因の検討 2022/9/13 承認

２０２２－０２１ 新規 看護学部 講師 足立　安正 乳児をもつ父親の親性を高めるためのオンラインプログラムの開発と評価 2022/9/13 承認

２０２２－０２７ 新規 看護学部 学部生
吉田　乃愛
指導教員　飯田　恵子

医療学生の新型出生前診断（NIPT）の認識 2022/9/13 条件付承認

２０２２－０２８ 新規 看護学部 学部生
山川　美空
指導教員　西頭　知子

看護系女子大学生の子宮頸がんおよびHPVワクチンに関する知識とワクチン
接種行動に関するアンケート調査

2022/9/13 条件付承認

２０２２－０２９ 新規 理工学部 学部生
野上　遥加
指導教員　竹村　明久

香水のにおい評価における視覚感覚語の透明感に関する研究 2022/11/15 承認

２０２２－０３０ 新規 理工学部 学部生
木野元　俊介
指導教員　竹村　明久

ペアリング消臭の活用に関する基礎的研究 2022/11/15 承認

２０２２－０３１ 新規 理工学部 学部生
西山　芹菜
指導教員　竹村　明久

楽しさ感情のにおい表現手法に関する研究 2022/11/15 承認

２０２２－０３２ 新規 理工学部 学部生
貞光　成紀
指導教員　竹村　明久

においの快・不快と嗜好評価の差異に思い出が及ぼす影響 2022/11/15 承認

２０２２－０３３ 新規 理工学部 学部生  山崎　悠真指導教員　竹村　明久 形とかおりとかおりの教示間のギャップが印象評価に及ぼす影響 2022/11/15 承認

２０２２－０３４ 新規 理工学部 学部生
辻野　大輝
指導教員　竹村　明久

においの言語化が購買意欲に及ぼす影響 2022/11/15 承認

２０２２－０３５ 新規 理工学部 学部生
岡田　寛隆
指導教員　竹村　明久

生活悪臭のマスキング予測に関する研究 2022/11/15 承認

２０２２－０３６ 新規 看護学部 准教授 山本　智津子 精神障害者ピアサポーターの地域生活支援に関する研究 2022/11/15 条件付承認

２０２２－０３７ 新規 看護学研究科 大学院生
津曲　由美
指導教員　松田　千登勢

介護老人保健施設の看護師の役割と看護実践に関する認識の相違-病院と介
護老人保健施設の看護師間の比較-

2022/11/15 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

2022/11/15 条件付承認

２０２２－０３８ 新規 農学部 助教 中田　恵理子 男子大学ラグビー選手における習慣的な食塩摂取量と不眠症との関連 2022/11/15 条件付承認

２０２２－０３９ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏
薬剤師に求められるコンピテンシーへの到達に関する大学横断的な測定に
向けた大学教員が共有する概念の抽出と評価系の策定

2022/11/15 承認

２０２２－０４０ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏
薬局経営を対象とした業務継続計画書（BCP）策定支援ワークショップ参加
者を対象とした調査研究

2022/11/15 承認

２０２２－０４１ 新規 農学部 教授 藤林　真美 大学生におけるレジスタンス運動が睡眠に及ぼす急性効果 2022/11/15 条件付承認

２０２２－０４２ 新規 農学部 教授 藤林　真美 大学生における運動と社会的時差に関する横断的研究 2022/11/15 条件付承認
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２０２２－０４３ 新規 農学部 助教 中田　恵理子 高齢アスリートの健康状態と食習慣に関する実態調査 2022/11/15 条件付承認

２０２２－０４４ 新規 経営学部 准教授 山本　圭三
「主体的・対話的・深い学び」のための授業スキルに関する実態調査およ
びその研修の効果検証

2022/11/15 条件付承認

２０２２－０４５ 新規 薬学部 学部生
奥井　莉奈
指導教員　小森　浩二

認知症関連イベント参加者に対する薬剤師による介入の在り方を検討する
ためのニーズ調査

2022/11/15 条件付承認

２０２２－０４６ 新規 看護学部 教授 稲垣　美紀 冠動脈血行再建術後のセルフケアとヘルスリテラシーに関する実態調査 2022/11/15 条件付承認

２０２２－０４７ 新規 理工学部 学部生
山口　大翔
指導教員　木多　彩子

立地の特徴からみたAirbnbとホテルの違い－周辺環境との関係に着目して
－

2022/11/15 承認

２０２２－０４８ 新規 理工学部 学部生
尾崎　剛
指導教員　樋口　祥明

温度分布を有するオフィスの省エネルギー効果に関する研究 2022/11/15 承認

２０２２－０４９ 新規 理工学部 学部生
中村　礼生
指導教員　樋口　祥明

作業環境が作業の集中後に与える影響に関する実験的研究 2022/11/15 承認

２０２２－０５０ 新規 理工学部 学部生
松本　怜
指導教員　樋口　祥明

都市における夜間の光環境に関する実験的研究 2022/11/15 承認

２０２２－０５１ 新規 理工学部 学部生
藤原　勇輝
指導教員　樋口　祥明

空間・個人特性とコミュニケーションの関係に関する実験的研究 2022/11/15 承認

２０２２－０１０ 変更 農学部 准教授 百木　和
オーラルフレイル発症を規定する要因および進展予防を目的とした栄養食
事指導の効果の検証

2023/1/24 承認

２０２２－０５２ 新規 国際学部 教授 門脇　薫
東南アジアにおける日本語教師の統合型協働モデルの構築と新しい教師研
修の開発

2023/1/24 条件付承認

２０２２－０５３ 新規 薬学部 学部生
竹岡　尚音
指導教員　河田　興

統合失調症薬内服母体より出生した新生児の検討 2023/1/24 条件付承認

２０２２－０５４ 新規 薬学部 学部生
田中　優輝
指導教員　河田　興

極低体重出生児における漢方製剤の使用実態調査 2023/1/24 条件付承認

２０２２－０５５ 新規 薬学部 学部生
田中　穂乃花
指導教員　河田　興

産科施設におけるビタミンK2シロップ内服指導への薬剤師の役割 2023/1/24 条件付承認

２０２２－０５６ 新規 薬学部 学部生
川村　優香
指導教員　小森　浩二

審美系スポーツ（アーティスティックスイミング）における若年アスリー
トが抱え、薬剤師がアプローチ可能な問題の抽出

2023/1/24 条件付承認

２０２２－０５７ 新規 薬学部 助教 小西　麗子 腎機能推算式から得られるカルボプラチンの投与量と実投与量の実態調査 2023/1/24 条件付承認

２０２２－０４４ 変更 経営学部 准教授 山本　圭三
「主体的・対話的・深い学び」のための授業スキルに関する実態調査およ
びその研修の効果検証

2023/1/24 承認

２０２２－０５８ 新規 農学部 助教 中田　恵理子 マスターズスポーツ大会参加者の健康状態と食習慣に関する実態調査 2023/1/24 条件付承認

２０２２－０５９ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏
学生の自己評価を用いたディプロマ・ポリシーへの到達と学修成果に関す
る検証

2023/1/24 条件付承認

２０２２－０６０ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏
濫用等のおそれのある医薬品の適正販売に関する薬剤師・登録販売者を対
象とした実態調査研究

2023/1/24 承認

２０２２－０６１ 新規 薬学部 助教 上田　昌宏 学校薬剤師の教育的活動に関する調査研究 2023/1/24 承認

２０２２－０６３ 新規 理工学部 学部生
大島　竜成
指導教員　畠中　惠司

カメラ映像からバイタルデータを取得するための研究 2023/1/24 承認

２０２２－０１０ 変更 農学部 准教授 百木　和
オーラルフレイル発症を規定する要因および進展予防を目的とした栄養食
事指導の効果の検証

2023/3/7 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

2023/3/7 条件付承認

２０２２－０６４ 新規 農学部 教授 山田　徳広 添加食材がアイスクリーム摂食後の血糖上昇に及ぼす影響に関する研究 2023/3/7 条件付承認

２０２２－０６５ 新規 看護学部 教授 森谷　利香
エキスパート神経難病看護師のALS患者の体位変換における暗黙知について
の研究

2023/3/7 条件付承認

２０２０－００３ 変更 農学部 教授 藤林　真美 オメガ-3脂肪酸の摂取がヘプシジンおよび貧血に与える影響 2023/3/7 条件付承認

２０２２－０６６ 新規 農学部 講師 藤井　毅
枚方キャンパスにおける「大学教養入門」の初年次教育科目としての学習
効果の可視化

2023/3/7 条件付承認

２０２２－０６２ 新規 農学部 准教授 岸本　良美
大学生における毛細血管像・皮膚カロテノイドスコアと生活習慣との関連
の検討

2023/3/7 条件付承認


