
受付番号 学部 課題名 審査方法 審査日 審査結果 承認日

人医-2016-001 スポーツ健康科学研究科 動的運動時における多点電極表面筋電図を用いた筋出力推定法 迅速 2016/5/25 ～ 2017/3/31 2016/4/14 条件付承認 2016/5/2

人医-2016-002 スポーツ健康科学部
異なる強度の高強度・短時間・間欠的運動が健常中年者の血圧に及ぼす
影響に関する研究

迅速 2016/6/2 ～ 2019/3/31 2016/5/25 条件付承認 2016/6/2

人医-2016-003 スポーツ健康科学部
高強度運動による腸へのダメージを軽減させるサプリメント開発に関す
る研究

通常 2016/6/22 ～ 2018/3/31 2016/6/13 条件付承認 2016/6/22

人医-2016-004 スポーツ健康科学部
高齢者における性ステロイドホルモン分泌増加法の開発-武道に着目した
検討

通常 2016/6/24 ～ 2019/3/31 2016/6/13 条件付承認 2016/6/24

人医-2016-005 スポーツ健康科学研究科
100m・110mを通した速度と加速度の分析に基づくハードル選手の競技能
力の考察

通常 2016/6/22 ～ 2017/3/31 2016/6/13 条件付承認 2016/6/22

人医-2016-006 スポーツ健康科学部 1日2回行う持久性運動における鉄代謝の動態 通常 2016/6/22 ～ 2018/3/31 2016/6/13 条件付承認 2016/6/22

人医-2016-007 スポーツ健康科学部
ヒト生体における筋線維の短縮・伸長が、その後の力発揮能力に与える
影響

通常 2016/6/13 ～ 2019/3/31 2016/6/13 承認 2016/6/13

人医-2016-008 スポーツ健康科学部
慢性足関節不安定症患者における中枢神経機能と日常生活動作と膝・足
関節軟骨の形態との関連性

通常 2016/8/1 ～ 2019/7/31 2016/7/11 条件付承認 2016/7/22

人医-2016-009 スポーツ健康科学部
超音波を用いた非侵襲皮質骨音速測定による骨質評価有効性に関する研
究

迅速 2016/6/6 ～ 2018/3/31 2016/6/1 条件付承認 2016/6/6

人医-2016-010 スポーツ健康科学部
運動パフォーマンスおよびスポーツ損傷・外傷の個人差を規定する遺伝
子多型の探索

通常 2016/7/1 ～ 2019/6/30 2016/6/13 条件付承認 2016/6/20

人医-2016-011 スポーツ健康科学研究科
一般市民ランナーの体力・形態・経験年数に基づくマラソンタイムの予
測

通常 2016/8/1 ～ 2017/3/31 2016/7/11 条件付承認 2016/7/22

人医-2016-012 理工学部 心拍変動がドライバーの運転挙動にもたらす影響分析 迅速 2016/7/1 ～ 2019/3/31 2016/6/16
保留

（継続審査）
2016/6/29

人医-2016-013 総合科学技術研究機構
低酸素環境における動脈血酸素飽和度を指標とした運動時および運動後
の代謝・内分泌応答の個人差の検証

通常 2016/8/1 ～ 2018/3/31 2016/7/11 条件付承認 2016/7/22

人医-2016-014 スポーツ健康科学研究科
ゴルフスウィングパフォーマンスにおよぼす筋疲労と精神的疲労の影響
の検討

通常 2016/7/18 ～ 2018/3/31 2016/7/11 条件付承認 2016/7/18

人医-2016-015
立命館グローバル・イノ
ベーション研究機構

音楽演奏の健康効果：心理的・生理的アプローチ 通常 2016/10/1 ～ 2018/3/31 2016/7/11 条件付承認 2016/7/13

人医-2016-016 スポーツ健康科学部
テーピングによる足関節安定性および運動制御機能に及ぼす影響に関す
る研究

通常 2016/8/1 ～ 2019/7/31 2016/7/11 条件付承認 2016/7/22

人医-2016-017 スポーツ健康科学部 一過性の運動が感情・心理的応答に及ぼす影響 通常 2016/7/19 ～ 2018/3/31 2016/7/11
字句修正の
上、承認

2016/7/11

人医-2016-018 スポーツ健康科学部
長時間運動中のコンプレッションウェア着用が筋の振動および浮腫に及
ぼす影響

通常 2016/8/1 ～ 2019/3/31 2016/7/11 条件付承認 2016/7/22

人医-2016-019 スポーツ健康科学部 スポーツ選手におけるスポーツ傷害の発生要因に関する検証 通常 2016/11/1 ～ 2019/10/31 2016/9/28 条件付承認 2016/10/7

人医-2016-020 スポーツ健康科学部
継続的なポリフェノール配合食品摂取と運動の組み合わせによる作用確
認予備試験

通常 2016/7/15 ～ 2018/3/31 2016/7/11
字句修正の
上、承認

2016/7/11
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受付番号 学部 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-2016-021 理工学研究科 粘弾性を併せ持つ足底腱膜炎用サポータの開発と検証 迅速 2016/7/15 ～ 2017/3/31 2016/7/5 条件付承認 2016/7/15

人医-2016-022 理工学研究科 膝関節のテーピングが大腿四頭筋力に及ぼす影響の検証 迅速 2016/10/1 ～ 2017/3/31 2016/8/4
保留

（継続審査）
2016/9/26

人医-2016-023 スポーツ健康科学研究科
中学生のlow energy availability発生状況の調査及びその予防のために
効果的な栄養教育法の検討

通常 2016/10/7 ～ 2018/3/31 2016/9/28 条件付承認 2016/10/7

人医-2016-024 スポーツ健康科学部 食事由来の高血糖が脳循環の自己調節機能および認知機能に及ぼす影響 通常 2016/10/3 ～ 2019/7/31 2016/9/28 条件付承認 2016/10/3

人医-2016-025 薬学部 日本とアメリカの薬局実務の実態に関する研究 迅速 2016/9/1 ～ 2018/3/31 2016/8/24 条件付承認 2016/8/25

人医-2016-026 スポーツ健康科学部
持久性運動終了後における全身冷却療法が筋疲労や筋損傷・炎症反応に
及ぼす効果　―浸水との効果の比較―

通常 2016/10/12 ～ 2019/3/31 2016/9/28 条件付承認 2016/10/12

人医-2016-027 スポーツ健康科学部 運動後における身体の冷却が食欲に及ぼす影響 通常 2016/10/12 ～ 2018/3/31 2016/9/28 条件付承認 2016/10/12

人医-2016-028 スポーツ健康科学研究科 運動イメージ想起能力に関する調査研究 迅速 2016/9/1 ～ 2017/3/31 2016/8/22 条件付承認 2016/8/25

人医-2016-029 スポーツ健康科学部 運動中のパフォーマンスに対するアミノ酸摂取の効果検証 通常 2016/10/1 ～ 2017/8/31 2016/9/28
字句修正の
上、承認

2016/9/28

人医-2016-030 スポーツ健康科学部 魚肉タンパク質の習慣的な摂取が高齢者の筋量および筋力に及ぼす影響 通常 2016/10/14 ～ 2019/3/31 2016/9/28 条件付承認 2016/10/15

人医-2016-031 スポーツ健康科学部 骨盤回旋トレーニングがランニングパフォーマンスに及ぼす影響の検証 通常 2016/12/1 ～ 2018/3/31 2016/10/3
保留

（継続審査）
2016/11/28

人医-2016-032 スポーツ健康科学部
高強度運動終了後における浸水およびコンプレッションウェアの着用が
筋機能や筋損傷・炎症反応に及ぼす効果

通常 2016/10/12 ～ 2019/3/31 2016/9/28 条件付承認 2016/10/12

人医-2016-033 スポーツ健康科学部 成長期女性アスリートにおける口腔ケアの検討 通常 2016/10/20 ～ 2017/8/31 2016/9/28 条件付承認 2016/10/20

人医-2016-034 スポーツ健康科学研究科
高校女子バトントワリング選手における栄養学的知識獲得が心理状態に
及ぼす影響

通常 2016/10/1 ～ 2018/3/31 2016/9/28 承認 2016/9/28

人医-2016-035
立命館グローバル・イノ
ベーション研究機構

スマートウェアを用いた高強度運動中の心電図計測 迅速 2016/10/1 ～ 2017/3/31 2016/9/12 条件付承認 2016/9/21

人医-2016-036 スポーツ健康科学部
高強度トレーニング時におけるエネルギーバランスの違いが筋エネル
ギー基質量、運動パフォーマンスおよび内分泌応答に及ぼす影響

通常 2016/11/1 ～ 2018/3/31 2016/10/17 条件付承認 2016/10/28

人医-2016-037 スポーツ健康科学部
常圧低酸素環境下における高強度持久性運動の負荷特性
―乳酸代謝・酸‐塩基平衡およびカリウムの動態に着目して―

通常 2016/11/1 ～ 2018/3/31 2016/10/17 条件付承認 2016/10/28

人医-2016-038 共通教育推進機構
瞬発的筋力発揮トレーニングとスロートレーニングを組み合わせた筋力
トレーニングの効果

通常 2016/11/1 ～ 2018/3/31 2016/10/17 条件付承認 2016/10/26

人医-2016-039 経済学部
生活習慣病予防と医療費の関連：レセプトデータおよび特定健診データ
分析

迅速 2016/10/11 ～ 2019/9/30 2016/10/3 条件付承認 2016/10/11

人医-2016-040 薬学部 リチウム製剤の適正使用に関する検討 迅速 2016/10/12 ～ 2019/9/30 2016/10/3 条件付承認 2016/10/11

人医-2016-041 情報理工学部 臨床脳波データを利用した脳疾患の病態および生理的脳機能の解明 迅速 2016/10/17 ～ 2019/3/31 2016/10/11 条件付承認 2016/10/17



受付番号 学部 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-2016-042 生命科学部
前立腺癌に係る健康関連QOLの横断的評価研究及び新規骨転移治療法の経
済評価

迅速 2016/11/1 ～ 2019/3/31 2016/10/24 条件付承認 2016/10/28

人医-2016-043 スポーツ健康科学研究科
スマートウェアへの適用を目指した運動中の心拍変動を用いた身体状態
の評価

迅速 2016/11/1 ～ 2017/3/31 2016/10/17 条件付承認 2016/10/25

人医-2016-044 スポーツ健康科学部 ミルクプロテイン飲料が食欲及び食欲関連血中成分に与える影響の検討 通常 2016/12/1 ～ 2017/9/30 2016/11/14
字句修正の
上、承認

2016/11/29

人医-2016-045 情報理工学部 脳波信号を用いた香りと視覚情報のマッチ度の定量的評価系の確立 迅速 2016/11/18 ～ 2017/3/31 2016/11/8
保留

（継続審査）
2016/11/18

人医-2016-046 理工学部
脳波・運動の同時測定による脳-身体ループのタイミングメカニズムの解
明と評価

迅速 2016/12/1 ～ 2017/2/28 2016/11/25 条件付承認 2016/11/25

人医-2016-047 スポーツ健康科学部
短距離選手と長距離選手における競技特性に特化した最適な身体形状の
解明

通常 2017/1/1 ～ 2018/3/31 2016/12/12 条件付承認 2016/12/20

人医-2016-048 スポーツ健康科学部
二足歩行運動における運動効率と上下半身の協調関係の定量的評価のた
めの研究

通常 2017/1/1 ～ 2018/3/31 2016/12/12
字句修正の
上、承認

2016/12/20

人医-2016-049 情報理工学部 ロボットとのインタラクションを通じた人の状態推定・行動変容の研究 迅速 2017/1/1 ～ 2019/12/31 2016/12/14 条件付承認 2016/12/19

人医-2016-050 スポーツ健康科学部
日本人における視覚的美脚評価法の開発とその妥当性の検証に関する研
究

迅速 2017/1/1 ～ 2018/3/31 2016/12/15
保留

（継続審査）
2016/12/22

人医-2016-051 理工学部 装着型アシストロボットアームを用いた可動訓練の実現 迅速 2017/1/1 ～ 2019/9/30 2016/12/12 条件付承認 2016/12/19

人医-2016-052 スポーツ健康科学部 ホッピング動作における両側性機能低下 迅速 2017/1/10 ～ 2018/3/31 2016/12/21 条件付承認 2017/1/10

人医-2016-053 スポーツ健康科学部
400mハードル走において大幅自己新記録更新時のレースペースを推定す
ることができるか

迅速 2017/1/11 ～ 2018/3/31 2016/12/20 条件付承認 2017/1/11

人医-2016-054 スポーツ健康科学研究科 女子大学生アスリートにおける過去の食生活と競技力との関係 迅速 2017/2/1 ～ 2018/3/31 2017/1/16 条件付承認 2017/1/27

人医-2016-055 薬学部 経口抗凝固薬の臨床薬理学的研究 迅速 2017/1/23 ～ 2019/12/31 2017/1/10 条件付承認 2017/1/23

人医-2016-056 スポーツ健康科学部 遠心性運動後の筋損傷に由来する諸症状にTMSが与える効果について 通常 2017/4/1 ～ 2019/12/31 2017/2/8
保留

（継続審査）
2017/3/22

人医-2016-057 スポーツ健康科学研究科
スポーツにおける傷害発生に対する心理学的介入法の検討―Andersen &
Williamsのストレス―スポーツ傷害モデルの検討と応用―

通常 2017/2/17 ～ 2018/3/31 2017/2/8 条件付承認 2017/2/17

人医-2016-058 スポーツ健康科学研究科 罰則が葛藤の検出と間違いの認識に及ぼす影響について 迅速 2017/2/1 ～ 2018/3/31 2017/1/23 条件付承認 2017/1/31

人医-2016-059 情報理工学部 自動車乗員の運転有無と乗員行動の関係の調査 迅速 2017/4/1 ～ 2019/3/31 2017/2/2 条件付承認 2017/2/13

人医-2016-060 スポーツ健康科学部
重量挙げ動作における体幹傾斜角の違いが下肢関節トルクに及ぼ
す影響

迅速 2017/2/8 ～ 2018/12/31 2017/1/30 条件付承認 2017/2/8

人医-2016-061
テクノロジー・マネジメン

ト研究科
スマートウェアを使った睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の検討 迅速 2017/4/1 ～ 2018/3/31 2017/3/3 条件付承認 2017/3/15

人医-2016-062 生命科学研究科
医薬品の保険償還に係る意思決定で考慮すべき評価基準の選定と
それらの相対的重要性に関する予備調査

迅速 2017/3/3 ～ 2018/3/31 2017/2/27 条件付承認 2017/3/2


