
平成２８年度研究倫理審査承認（条件付き承認を含む）一覧

２８－１ 看護学部･助教 山田 貴代
妊婦健診の思考・判断力に関する評価課題と評価基準表（ルーブリック）の開発お
よび有用性

２８－２ 薬学部･教授 賀川 義之 抗てんかん薬の薬物相互作用定量的評価法の確立

２８－３ 薬学部･講師 川崎 洋平 ファーマカレッジにおける緑茶の抗ストレス作用に関する実験実習

２８－４
薬食研究推進センター・
センター長

山田 静雄 慢性膀胱炎の再発予防効果に関するクロレラの臨床研究

２８－５ 看護学部･講師 今福 恵子 軽度要介護者に対する訪問看護活動評価と支援要素の検討

２８－６ 食品栄養科学部・教授 桑野 稔子 咀嚼及びヒスチジン摂取における客観的ストレス評価

２８－７ 食品栄養科学部・教授 桑野 稔子 咀嚼能力と客観的ストレス評価に関する多角的調査研究

２８－８ 短期大学部 木林美由紀 食品の咀嚼が運動能力に及ぼす効果に関する研究

２８－９ 薬学部･教授 賀川 義之
関節リウマチ患者のメトトレキサート（ＭＴＸ）の治療によるReduced folate carrier-
1(RFC-1)の変動に関する研究

２８－１０ 薬学部･教授 賀川 義之
関節リウマチおよび変形性関節症におけるReduced folate carrier-1(RFC-1)の変
動に関する断面研究

２８－１１ 看護学部・講師 佐藤 瑠美
コミュニティの連帯の概念-静岡市在来作物農家のライフストーリーとコミュニティ
の歴史的文脈から-

２８－１２ 薬学部・講師 石井 康子 健常成人における尿中大豆由来成分に関する研究

２８－１３ 薬学部･教授 森本 達也 山吹撫子（発酵緑茶）の空腹時血糖値改善効果の検討

２８－１４ 国際関係学部・教授 石川　准
JST　RISTEX「多世代共創による視覚障害者移動支援システムの開発」における
ゲームイベント型実証実験

２８－１５ 食品栄養科学部・教授 大橋 典男 小麦ふすまサプリメントの機能性に関する研究
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２８－１６ 看護学部・講師 濱井 妙子
外国人患者・医療者・通訳者間におけるリスク・コミュニケーションに関する実証研
究　その１－医療機関に雇用（または派遣）されている通訳者介在による臨床結
果への影響の可能性ー

２８－１７ 薬学部･教授 山田　浩
カテキン誘導体含浸布搭載マスクによるインフルエンザ感染症予防に関する探索
的臨床研究-ランダム化比較試験-

２８－１８ 食品栄養科学部・教授 合田 敏尚
内臓脂肪に着目した日本型食生活推進モデル事業における地域住民の食生活
状況調査

２８－１９ 食品栄養科学部・教授 合田 敏尚
内臓脂肪減少に着目した日本型食生活推進モデル事業の健診機関における普
及基盤の整備

２８－２０ 食品栄養科学部・准教授 市川 陽子
災害時における健康維持に関する研究ー非定常時の作業量のモデル化、備蓄食
料の評価と災害時対応メニューの立案ー

２８－２１ 看護学部・講師 前野真由美 在住外国人が抱える頭痛の原因と対処方法

２８－２２ 薬学部・教授 森本 達也
「ＤＤＳクルクミンによる新規心不全治療法」－健康食品クルクミン摂取時の血中
濃度比較－

２８－２３ 薬学部・教授 森本 達也
「ＤＤＳクルクミンによる新規心不全治療法」－クルクミンの作用発現と薬物動態に
関わる遺伝子多型に関する研究－

２８－２４ 薬学部・講師 石井 康子 抗てんかん薬の使用状況と副作用の調査

２８－２５ 看護学部・助教 鈴木和歌子 特別支援学校の医療的ケア実施者への教育方法の検討

２８－２６ 看護学部・講師 前野真由美
医療通訳への入り口としてのお話しボランティア-外国人入院患者のストレス緩和
を目指して

２８－２７ 看護学部・助教 倉本 直樹
末梢静脈留置型中心静脈カテーテル（ＰＩＣＣ）の輸液看護の技術教育におけるミ
ニマム・エッセンシャルズ

２８－２８ 薬学部・教授 賀川 義之 ナノ粒子アルブミン結合パクリタキセルの薬物体内動態と有害事象に関する研究

２８－２９ 短期大学部・准教授 野口 有紀 静岡県「お達者度」上位地域の森町在住健康高齢者の健康要因に関する調査

２８－３０ 短期大学部・准教授 野口 有紀
老衰での死亡が少ない地域高齢者における健康の社会的決定要因中間的要素
に関する研究

２８－３１ 看護学部・助教 鈴木　恵 災害時の母子支援に備えるための磐田地区助産師会の取り組み

２８－３２ 国際関係学部・教授 園田 明人 児童のストレス・マネジメント教育とストレス適応の調査



２８－３３ 食品栄養科学部・准教授 三好 規之
長野県およびサンパウロ州における２つの症例対照研究の既提供試料を用いた
乳がんの分子疫学研究

２８－３４ 食品栄養科学部・准教授 三好 規之
「長野県の低がん死亡率と農作物との関連についての疫学研究」における胃がん
大腸がんのリスク要因に関連する遺伝子環境相互作用などに関する研究

２８－３５ 短期大学部・准教授 野口 有紀 静岡県「お達者度」下位地域在住者における健康要因に関する横断調査

２８－３６ 薬学部・教授 鈴木  隆 新規蛍光素材を利用した子宮頚癌の高感度検出

２８－３７ 薬学部・教授 鈴木  隆 希少糖分子の老化に伴う脳内蓄積および認知症発症との関連解明

２８－３９ 薬学部・教授 山田　浩 高齢者を対象とした茶カテキン免疫機能への影響：探索的臨床研究

２８－４０ 短期大学部・講師 山本　学
「子どもの健康な生活向上を目指す子育て支援」に関する地域ニーズへの対応：
ワークシートを用いた子育て支援方法の構築と保育実践事業

２８－４１ 薬学部・講師 内野 智信 健常人の角層構造の解析に関する研究

２８－４２ 薬学部・准教授 内田 信也 薬局窓口における患者血糖日内変動を把握した服薬指導の影響の調査

２８－４３ 薬学部・教授 並木 徳之
錠剤の服用性および飲水必要量の調査-２薬物を配合したＯＤ錠の服用性検討の
ためのプラセボ試験ー

２８－４４ 薬学部・教授 並木 徳之 グミ製剤の服用性に及ぼす処方の影響

２８－４５
薬食研究推進センター・
センター長

山田 静雄 乳由来ペプチド含有食品による高齢者の認知機能への影響に関する臨床研究

２８－４７ 食品栄養科学部・准教授 市川 陽子
イソマルチュロスを単回摂取後の糖代謝および炎症性マーカーの検討（追加試
験）

２８－４８ 食品栄養科学部・准教授 市川 陽子 災害時における望ましい非常用食事メニューの検討

２８－４９ 薬学部・教授 渡辺 賢二 腸内細菌由来新規大腸発がんリスク因子を制御する食事要因の解明

２８ー５０ 看護学部・教授 青木 和惠 ストーマ造設患者における“Simpleケア”に関する実態調査

２８－５１ 食品栄養科学部・教授 桑野 稔子 不登校児童生徒の食・生活習慣と身体・精神状況および環境要因の実態調査

２８－５２ 看護学部・教授 冨安 眞理
チームSTEPPSを活用した研修受講者の地域連携活動の実態と関連する要因の
検討



２８－５３ 薬学部・講師 内野 智信
尋常性または関節症性乾癬患者における生物学的製剤投与前後の角層構造の
評価

２８－５４ 看護学部・准教授 杉山 眞澄 育児休業中の行政保健師へのキャリア形成支援に関する研究

２８－５５ 食品栄養科学部・教授 桑野稔子 不登校児童生徒における支援方法の検討

２８－５６ 薬学部・教授 渡辺 賢二
遺伝性大腸がん高リスク患者群におけるコリバクチン産生制御に関わる食事要因
の解明

２８－５７ 薬学部･教授 賀川 義之 抗てんかん薬の薬物相互作用定量的評価法の確立ー遺伝的要因の追加検討ー

２８－５８ 短期大学部・講師 森野智子 健常者における訓練飴の口腔機能向上に関する効果の検証

２８－５９ 食品栄養科学部・助教 吉田卓矢 血液透析患者の栄養評価に用いる簡便な体組成測定法の検討

２８－６０ 薬学部･准教授 海野けい子 抹茶による学生のストレス軽減に関する検討

２８－６１ 看護学部・准教授 安田真美 認知症介護職員研修の検討ー介護保険入所施設職員の視点からの検討ー

２８－６２ 看護学部・助教 石垣範子
介護老人保健施設での看取りケアとその課題　看護職・介護職の看取り経験の語
りから

２８－６３ 薬学部・教授 並木 徳之 錠剤の新規包装容器（服薬支援容器）の操作性の検討に関する調査

２８－６４ 薬学部・教授 並木 徳之
ＥＧＦＲチロシンキナーゼ阻害薬とプロトンポンプ阻害薬の併用有無による臨床効
果の差異に関する調査

２８－６５ 薬学部・教授 並木 徳之
ＯＤ錠のヒトにおける口腔内崩壊時間と服用感の評価ーミチグリニド・ボグリボー
ス配合ＯＤ錠の口腔内崩壊時間および服用感ー

２８－６６ 薬学部・准教授 内田 信也 肺高血圧症治療薬の治療的薬物濃度モニタリングの確立

２８－６７ 薬学部・准教授 内田 信也
肺動脈性肺高血圧症患者におけるベラプロストをセレキシパグに変更した場合の
治療効果、忍容性および安全性の検討

２８－６９ 看護学部・助教 石川　真 看護・介護職が経験する認知症高齢者の倫理的問題


