
受付番号 所属 課題名 審査方法 審査日 審査結果 承認日

人医-2018-001 薬学部 鎮痛薬トラマド―ルの薬理遺伝学的研究 迅速審査 2018/4/2 ～ 2021/3/31 2018/4/2 承認 2018/4/2

人医-2018-002 スポ―ツ健康科学部 寒冷・温熱療法およびコントラスト療法が筋・腱硬度に与える影響 通常審査 2018/5/15 ～ 2020/3/31 2018/5/9 条件付承認 2018/5/15

人医-2018-003 スポ―ツ健康科学部
低酸素環境下での運動時の糖代謝：
エネルギ―消費量，運動強度および走速度の相違の影響

通常審査 2018/5/15 ～ 2020/3/31 2018/5/9 条件付承認 2018/5/15

人医-2018-004 スポ―ツ健康科学部
高校生スポ―ツ選手の食生活におけるソ―シャルサポ―ト尺度の作成お
よび妥当性の検討

迅速審査 2018/4/20 ～ 2019/3/31 2018/4/9 条件付承認 2018/4/20

人医-2018-005 食マネジメント学部 青年期男女の体格・体脂肪と運動量・食事量・生活習慣との関連 迅速審査 2016/5/10 ～ 2019/3/31 2018/4/3 承認 2018/4/3

人医-2018-006 食マネジメント学部 中学生の食生活，身体組成と体力・運動能力，心理面に関する実態調査 迅速審査 2016/5/31 ～ 2019/3/31 2018/4/3 承認 2018/4/3

人医-2018-007 食マネジメント学部 アスリ―トの心理的特徴に着目した栄養教育支援の有用性に関する研究 迅速審査 2017/4/27 ～ 2020/3/31 2018/4/3 承認 2018/4/3

人医-2018-008 食マネジメント学部 アスリ―トの心理的特徴に着目した栄養教育支援内容に関する研究 迅速審査 2016/5/31 ～ 2019/3/31 2018/4/3 承認 2018/4/3

人医-2018-009 食マネジメント学部
スポ―ツにおけるハイパフオ―マンス追及時のメンタルサポ―トと食意
識・食習慣の検討

通常審査 2018/5/17 ～ 2021/3/31 2018/5/9 条件付承認 2018/5/17

人医-2018-010 スポ―ツ健康科学部 魚肉タンパク質の日常的な摂取が高齢者の骨格筋量に及ぼす影響の検討 通常審査 2018/6/25 ～ 2021/3/31 2018/6/13 条件付承認 2018/6/25

人医-2018-011 スポ―ツ健康科学部
オロト酸摂取が高強度・短時間・間欠的運動中の代謝に及ぼす影響に関
する研究

通常審査 2018/6/19 ～ 2020/3/31 2018/6/13
字句修正の上，承

認
2018/6/19

人医-2018-012 スポ―ツ健康科学部 ヒト試験によるカラハリスイカの機能性検証 通常審査 2018/7/1 ～ 2019/9/30 2018/6/13 条件付承認 2018/6/27

人医-2018-013 スポ―ツ健康科学研究科 小学生を対象とした長期高強度間欠的運動介入による認知機能への影響 通常審査 2018/6/25 ～ 2021/3/31 2018/6/13 条件付承認 2018/6/25

人医-2018-014 理工学部
AI（人工知能）によるグリオ―マ組織試料からの遺伝子，タンパク質発
現推定

迅速審査 2018/5/22 ～ 2021/3/31 2018/5/12 条件付承認 2018/5/22

人医-2018-015 スポ―ツ健康科学部
感覚運動システム機能の改善を目的とした
慢性足関節不安定症の包括的なリハビリテ―ションの開発

通常審査 2018/9/25 ～ 2020/3/31 2018/7/18 保留（継続審査） 2018/9/25

人医-2018-016 スポ―ツ健康科学部 WBGTに基づいた運動指針の有効性のパイロット調査 迅速審査 2018/7/9 ～ 2019/3/31 2018/6/7 保留（継続審査） 2018/7/9

人医-2018-017 スポ―ツ健康科学研究科 朝食におけるタンパク質摂取量不足が筋肥大に及ぼす影響 通常審査 2018/8/1 ～ 2021/3/31 2018/7/18 条件付承認 2018/7/26

人医-2018-018 スポ―ツ健康科学部
暑熱環境下での運動による脱水時の電解水素水または電解水素水＋ナト
リウムの摂取が
体液バランスおよび血中電解質の回復動態に及ぼす影響

通常審査 2018/8/1 ～ 2021/3/31 2018/7/18 条件付承認 2018/7/31

人医-2018-019 スポ―ツ健康科学部 低酸素環境下での高強度スプリント運動後における糖代謝の評価 通常審査 2018/8/1 ～ 2021/3/31 2018/7/18 条件付承認 2018/7/31

人医-2018-020 情報理工学部
ニュ―ラルネットワ―クによる機械学習を用いた
腹腔鏡下大腸切除術の手術成績に影響を与える指標の検討

迅速審査 2018/6/4 ～ 2021/5/31 2018/6/4 承認 2018/6/4

人医-2018-021 人間科学研究科 周産期喪失前後の心理状態の把握とサポ―トの実践 迅速審査 2018/8/1 ～ 2021/3/31 2018/7/18 条件付承認 2018/7/26
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受付番号 所属 課題名 審査方法 審査日 審査結果 承認日研究実施期間

人医-2018-022 薬学部 鼻副鼻腔粘膜炎症性疾患における鼻粘膜線毛運動障害の病態解明 迅速審査 2018/7/1 ～ 2021/3/31 2018/6/26 条件付承認 2018/6/28

人医-2018-023 薬学部 保険薬局の健康サポ―ト機能の見える化と県民の健康意識に関する調査 迅速審査 2018/7/11 ～ 2020/3/31 2018/7/11 承認 2018/7/11

人医-2018-024 情報理工学部
デ―タベ―ス化した患者の画像情報を用いた新規ナビゲ―ションシステ
ムの開発

迅速審査 2018/8/1 ～ 2021/3/31 2018/7/18 条件付承認 2018/7/30

人医-2018-025 情報理工学部 深層学習を用いた心外膜下脂肪の自動抽出 迅速審査 2018/8/1 ～ 2021/3/31 2018/7/18 条件付承認 2018/7/30

人医-2018-026 薬学部 抗不整脈薬アミオダロンと抗凝固薬の薬物相互作用に関する観察研究 迅速審査 2018/8/1 ～ 2021/3/31 2018/7/18 条件付承認 2018/7/31

人医-2018-027 理工学部
室内空気環境（温熱・空気質）が
人体の温冷感，快適性，生理，生産性に与える影響の研究

迅速審査 2018/9/27 ～ 2021/3/31 2018/7/30 保留（継続審査） 2018/9/27

人医-2018-028 総合心理学部
抑うつ症状を呈する大学生に対するコンピュ―タ型認知行動療法の効果
検証

通常審査 2018/9/25 ～ 2020/3/31 2018/9/11 承認 2018/9/25

人医-2018-029 スポ―ツ健康科学部 暑熱・低酸素環境での持久性運動に対する代謝・内分泌応答 通常審査 2018/9/26 ～ 2021/3/31 2018/9/11 条件付承認 2018/9/26

人医-2018-030 スポ―ツ健康科学部 運動誘発性の溶血がヘプシジンの分泌応答に及ぼす影響 通常審査 2018/9/26 ～ 2020/3/31 2018/9/11 条件付承認 2018/9/26

人医-2018-031 スポ―ツ健康科学部 異なる運動様式がマイオカイン動態に及ぼす影響 通常審査 2018/9/26 ～ 2021/3/31 2018/9/11 条件付承認 2018/9/26

人医-2018-032 理工学部
複合的非侵襲計測を利用した認知運動機能連関の解析および運動機能リ
ハビリテーション効果に対する評価

迅速審査 2018/8/27 ～ 2021/3/31 2018/7/23 保留（継続審査） 2018/8/27

人医-2018-033 情報理工学研究科 複合現実空間での前腕の半透明表現が痛覚に与える影響の分析 迅速審査 2018/10/4 ～ 2021/3/21 2018/9/26 条件付承認 2018/10/4

人医-2018-034 薬学部
直接作用型経口抗凝固薬内服患者における
内視鏡的切除術後出血に関する薬理学的予測因子の探索的研究

迅速審査 2018/8/27 ～ 2021/3/31 2018/8/9 条件付承認 2018/8/27

人医-2018-035 スポ―ツ健康科学部
運動後における筋での浮腫の推移：局所的な生体インピ―ダンスを利用
した評価

通常審査 2018/9/26 ～ 2020/3/31 2018/9/11 条件付承認 2018/9/26

人医-2018-036 薬学部
薬学的視点に基づいたプレシジョン・メディシンの国内基盤構築のため
の調査研究

迅速審査 2018/8/9 ～ 2020/3/31 2018/8/9 承認 2018/8/9

人医-2018-037 スポ―ツ健康科学部
女子バスケットボ―ル選手におけるスポ―ツ傷害の発生要因に関する検
証

通常審査 2018/11/1 ～ 2020/3/31 2018/10/23 条件付承認 2018/10/30

人医-2018-038 総合科学技術研究機構
女性球技アスリ―ト（バスケットボ―ル）のスポ―ツ傷害の実態調査
および指導者を対象にした傷害予防のためのプログラム・トレ―ニング
の認知度のヒアリング

迅速審査 2018/9/13 ～ 2020/3/31 2018/8/21 保留（継続審査） 2018/9/25

人医-2018-039 総合科学技術研究機構
高強度運動のセッション間における吸気酸素濃度の相違が
発揮パワ―および生理的応答に及ぼす影響

通常審査 2018/11/1 ～ 2019/3/31 2018/10/17 承認 2018/10/17

人医-2018-040 スポ―ツ健康科学部 足関節不安定症における主観評価と機能評価の関連性の検討 通常審査 2018/11/1 ～ 2021/3/31 2018/10/23 条件付承認 2018/10/30

人医-2018-041 薬学部
実務実習事前学習における治療薬物モニタリング（TDM）教育の学生満足
度調査研究

迅速審査 2018/9/7 ～ 2020/3/31 2018/9/5 条件付承認 2018/9/7

人医-2018-042 総合心理学部 規程第1068号第24条により不記載 取下げ ―

人医-2018-043 生命科学部 低強度運動および栄養素の食後血糖値調節効果 通常審査 2018/11/1 ～ 2021/10/31 2018/10/23 条件付承認 2018/10/30



受付番号 所属 課題名 審査方法 審査日 審査結果 承認日研究実施期間

人医-2018-044 情報理工学部 2型糖尿病患者における心血管危険因子管理状態の肥満度別検討 迅速審査 2018/9/21 ～ 2019/9/30 2018/9/12 条件付承認 2018/9/25

人医-2018-045 総合心理学部 トラウマに対するTFTの科学的実証性のパイロット研究 通常審査 2018/12/1 ～ 2019/3/31 2018/11/13 条件付承認 2018/11/20

人医-2018-046 スポ―ツ健康科学部 イミダゾ―ルジペプチド摂取の効果に関する研究 通常審査 2018/11/28 ～ 2020/3/31 2018/11/13 条件付承認 2018/11/28

人医-2018-047 薬学部
免疫チェックポイント阻害剤投与がん患者における
腸内細菌叢の臨床的意義に関するパイロット研究

迅速審査 2018/10/17 ～ 2020/10/31 2018/10/5 条件付承認 2018/10/17

人医-2018-048 情報理工学部 ドライバ―が認知する車両関連性の研究 迅速審査 2018/10/11 ～ 2021/3/31 2018/10/9 保留（継続審査） 2018/10/11

人医-2018-049 情報理工学部 車両リ―ンの動揺病低減効果 通常審査 2018/12/14 ～ 2019/3/31 2018/12/6 条件付承認 2018/12/14

人医-2018-050 薬学部 臨床上有用な薬物代謝関連酵素等の遺伝子多型の受託測定 迅速審査 2018/11/1 ～ 2021/10/31 2018/10/16 条件付承認 2018/10/17

人医-2018-051 スポ―ツ健康科学部 110mハ―ドル選手の形態的・機能的特徴の解明 迅速審査 2018/11/15 ～ 2020/3/31 2018/11/9 条件付承認 2018/11/15

人医-2018-052 スポ―ツ健康科学部 経頭蓋磁気刺激を用いたPNFストレッチの神経生理学的機序解明 迅速審査 2018/11/21 ～ 2020/3/31 2018/11/13 条件付承認 2018/11/21

人医-2018-053 理工学研究科 ランニング動作における膝サポ―タの影響の検証と評価 通常審査 2019/1/21 ～ 2019/3/31 2019/1/21
字句修正の上，承

認
2019/1/21

人医-2018-054 情報理工学部
実車実験を通した後退駐車における操舵開始位置分布の調査とそのモデ
ル化

迅速審査 2018/12/6 ～ 2019/12/31 2018/11/30 条件付承認 2018/12/6

人医-2018-055 スポ―ツ健康科学部
長時間ペダリング運動中のコンプレッションウェアの着用が筋血流，
糖・脂質代謝， および運動パフォ―マンスに及ぼす影響

通常審査 2019/1/31 ～ 2020/3/31 2019/1/22 条件付承認 2019/1/31

人医-2018-056 スポ―ツ健康科学部
レジスタンス運動とエアロビック運動を交互に繰り返す短時間トレ―ニ
ングの効果

通常審査 2019/1/31 ～ 2021/3/31 2019/1/22 条件付承認 2019/1/31

人医-2018-057 情報理工学部 自動車運転中のディストラクションが反射眼球運動に及ぼす影響の調査 迅速審査 2019/4/1 ～ 2020/3/31 2018/12/17 条件付承認 2019/4/1

人医-2018-058 スポ―ツ健康科学部 レジスタンス運動前後のアミノ酸食品摂取が骨格筋に与える影響の検証 通常審査 2019/2/15 ～ 2019/12/31 2019/1/29 条件付承認 2019/2/15

人医-2018-059 情報理工学部
介護技術の定量的評価のための要介護者模擬ロボットの開発とそれを用
いた学習支援

迅速審査 2019/2/21 ～ 2021/12/31 2018/12/10 保留(継続審査) 2019/2/21

人医-2018-060 スポ―ツ健康科学部
食肉の摂取とレジスタンス運動の組み合わせがサルコペニアおよびメタ
ボリックシンドロ―ムリスクに与える影響

通常審査 2019/2/1 ～ 2022/1/31 2019/1/22 条件付承認 2019/2/1

人医-2018-061 情報理工学部 建機の操作性に関する調査 迅速審査 2019/2/25 ～ 2021/3/31 2018/12/17 保留（継続審査） 2019/2/25

人医-2018-062 スポ―ツ健康科学部 超音波断層法を用いた新しい筋内脂肪量の測定方法の定量化 迅速審査 2019/1/7 ～ 2020/3/31 2018/12/21 条件付承認 2019/1/7

人医-2018-063 情報理工学部 規程第1068号第24条により不記載 取下げ ―

人医-2018-064 情報理工学部 規程第1068号第24条により不記載 取下げ ―

人医-2018-065 情報理工学部 高速道路合流部における合流運転支援手法の確立 迅速審査 2019/1/11 ～ 2019/3/31 2018/12/21 条件付承認 2019/1/11



受付番号 所属 課題名 審査方法 審査日 審査結果 承認日研究実施期間

人医-2018-066 情報理工学部 障害物回避軌道の嗜好性を学習する個人適合型自動運転 迅速審査 2019/1/11 ～ 2019/3/31 2018/12/26 条件付承認 2019/1/11

人医-2018-067 薬学部 プラダ―ウィ―リ―症候群の原因タンパク質の機能解明 迅速審査 2019/1/24 ～ 2021/12/31 2019/1/11 条件付承認 2019/1/24

人医-2018-068 情報理工学部 歩き方の違いに着目した歩行者の内部状態推定と行動予測 迅速審査 2019/4/2 ～ 2021/12/31 2019/2/27 保留（継続審査） 2018/4/2

人医-2018-069 スポ―ツ健康科学部
暑熱・低酸素環境下での運動に対する筋血流量および筋酸素消費量の検
討

通常審査 2019/3/18 ～ 2021/3/31 2019/3/18
字句修正の上，承

認
2019/3/18

人医-2018-070 薬学部
実務実習前後における薬学生の簡易懸濁法に対する認識の変化に関する
調査研究

迅速審査 2019/1/21 ～ 2021/3/31 2019/1/18 保留（継続審査） 2019/1/21

人医-2018-071 スポ―ツ健康科学部 アミノ酸混合物の摂取が間欠的な運動能力に及ぼす影響 通常審査 2019/5/24 ～ 2019/12/31 2019/6/3 承認 2019/5/24

人医-2018-072 スポ―ツ健康科学研究科
クラシックバレエダンサ―のドゥミ・ポアントにおけるバランス能力と
足趾外転運動との関係

迅速審査 2019/2/12 ～ 2020/3/31 2019/2/6 条件付承認 2019/2/12

人医-2018-073 スポ―ツ健康科学部 健康増進型保険が健康行動変容に及ぼす影響 通常審査 2019/4/1 ～ 2022/3/31 2019/3/18 条件付承認 2019/3/26

人医-2018-074 スポ―ツ健康科学部
ロコモティブシンドロ―ムおよびサルコペニアを有する高齢者における
身体活動量の増加が転倒リスクおよびADL能力におよぼす影響の検討

通常審査 2019/4/1 ～ 2022/3/31 2019/3/18 条件付承認 2019/3/29

人医-2018-075 情報理工学部 前庭動眼反射と動揺病の関係性の研究 通常審査 2019/3/26 ～ 2021/3/31 2019/3/18 条件付承認 2019/3/26

人医-2018-076 スポ―ツ健康科学部
高強度間欠的スプリント運動中の休息中における血流制限が筋酸素動
態，生理応答および運動パフォ―マンスに及ぼす影響

通常審査 2019/3/18 ～ 2021/3/31 2019/3/18 承認 2019/3/18

人医-2018-077 スポ―ツ健康科学研究科
大学ラグビ―選手における頭部への衝撃の既往が脳機能評価に及ぼす影
響

迅速審査 2019/2/18 ～ 2021/3/31 2019/2/4 保留（継続審査） 2019/2/18

人医-2018-078 生命科学研究科
保険償還意思決定におけるEVIDEM（Evidence and Value：Impact on
Decision Making）の利用可能性に関する調査

迅速審査 2019/2/18 ～ 2020/3/31 2019/2/18 承認 2019/2/18

人医-2018-079 スポ―ツ健康科学部 スプリント走・ハ―ドル走における視覚行動 迅速審査 2019/2/27 ～ 2020/3/31 2019/2/18 条件付承認 2019/2/27

人医-2018-080 理工学部 規程第1068号第24条により不記載 取下げ ―

人医-2018-081
立命館グロ―バル・イノ
ベ―ション研究機構

集団におけるリズム協調のダイナミクス：その創発過程の科学的解明 迅速審査 2019/4/3 ～ 2022/3/31 2019/3/18 条件付承認 2019/4/3

人医-2018-082 スポーツ健康科学部
二関節筋を対象とした，遠位側もしくは近位側の関節運動を行った時の
筋収縮レベル制御動態の解明

迅速審査 2019/3/12 ～ 2021/3/31 2019/3/6 条件付承認 2019/3/12

人医-2018-083 総合科学技術研究機構
足部アーチ構造を維持するための足部内・外在筋の役割　発達・加齢に
よる筋量の変化

通常審査 2019/8/20 ～ 2022/3/31 2019/5/15 保留（継続審査） 2019/8/20

人医-2018-084 総合科学技術研究機構
足部アーチ構造を維持するための足部内・外在筋の役割　トレーニング
による足部機能の改善

通常審査 2019/8/20 ～ 2022/3/31 2019/5/15 保留（継続審査） 2019/8/20

人医-2018-085 スポーツ健康科学研究科
上りおよび下り坂歩行が筋機能，バランス能力，および認知機能に及ぼ
す一過性の影響

通常審査 2019/7/22 ～ 2020/3/31 2019/5/30 条件付承認 2019/7/22



受付番号 所属 課題名 審査方法 審査日 審査結果 承認日研究実施期間

人医-2018-086 薬学部
薬学生と保険調剤薬局薬剤師との間における簡易懸濁法に対する認識の
差に関する調査研究

迅速審査 2019/3/12 ～ 2021/3/31 2019/3/12 承認 2019/3/12

人医-2018-087 総合科学技術研究機構
運動時の筋長の違いがトレーニングにより生じる筋肥大および筋損傷予
防効果に及ぼす影響

通常審査 2019/6/11 ～ 2021/3/31 2019/6/5 条件付承認 2019/6/11

人医-2018-088 スポーツ健康科学部 規程第1068号第24条により不記載 取下げ ―

人医-2018-089 薬学部 ロクロニウム血中濃度と筋弛緩モニタT0f-Cuff®との関連性に関する研究 迅速審査 2019/3/25 ～ 2019/12/31 2019/3/19 保留（継続審査） 2019/3/25

人医-2018-090 スポーツ健康科学部
慢性足関節不安定症における静脈還流とヒラメ筋の中枢神経機能の関連
性の検討

通常審査 2019/6/17 ～ 2020/3/31 2019/5/30 条件付承認 2019/6/17

人医-2018-091 スポーツ健康科学部
大学生アスリートにおける脊髄反射興奮性を用いた急性足関節捻挫の予
測と経時的変化

通常審査 2019/7/22 ～ 2022/3/31 2019/6/26 条件付承認 2019/7/22

人医-2018-092 スポーツ健康科学研究科 大学ラグビー選手における脳振盪の回復過程についての症例報告 迅速審査 2019/5/13 ～ 2021/3/31 2019/4/18 条件付承認 2019/5/13

人医-2018-093 スポーツ健康科学部
短期間の低酸素環境下での持久性トレーニングがコンディション関連指
標に及ぼす影響

通常審査 2019/6/12 ～ 2020/3/31 2019/5/30 条件付承認 2019/6/12


