
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-2017-001 スポーツ健康科学部 異なるレジスタンス運動が腰部・下肢のキネティクスへ与える影響 通常審査 2017/5/18 ～ 2018/3/31 2017/5/15 条件付承認 2017/5/18

人医-2017-002 スポーツ健康科学部 スマートウェアを用いた終夜睡眠時の心電図計測 迅速審査 2017/4/7 ～ 2018/3/31 2017/4/7 承認 2017/4/7

人医-2017-003 スポーツ健康科学部 取下げ ―

人医-2017-004 スポーツ健康科学部
スプリント選手を対象としたハムストリングス筋挫傷受傷後の回復過程
における筋形態・機能的変化

通常審査 2017/7/7 ～ 2020/3/31 2017/6/16 条件付承認 2017/7/7

人医-2017-005 スポーツ健康科学部
長時間運動後の睡眠時間の短縮が翌日に実施する運動時の生理応答に及
ぼす影響

通常審査 2017/7/1 ～ 2019/3/31 2017/6/16 条件付承認 2017/6/28

人医-2017-006 スポーツ健康科学部
低酸素環境下における一過性の高強度運動が骨格筋内のグリコーゲン量
に及ぼす影響

通常審査 2017/6/16 ～ 2019/3/31 2017/6/16 承認 2017/6/16

人医-2017-007 スポーツ健康科学部 持久性トレーニング時における血流制限が筋適応に及ぼす影響 通常審査 2017/7/1 ～ 2019/3/31 2017/6/16 条件付承認 2017/6/30

人医-2017-008 スポーツ健康科学部 1日における3食のたんぱく質摂取割合と筋量および筋力との関連 迅速審査 2017/6/7 ～ 2020/3/31 2017/5/10 保留(継続審査) 2017/6/7

人医-2017-009 スポーツ健康科学部 乳由来成分含有食品の摂取が身体機能及び認知機能に及ぼす効果の検証 通常審査 2017/7/7 ～ 2019/3/31 2017/6/16 条件付承認 2017/7/7

人医-2017-010 スポーツ健康科学研究科 社会的スキルを獲得させる体育授業プログラムの効果検証 迅速審査 2017/6/1 ～ 2018/3/31 2017/5/26 条件付承認 2017/5/31

人医-2017-011 スポーツ健康科学研究科
ゴルフスイングにおける高いクラブヘッドスピードとショットの正確
性・再現性に関する身体動作の特徴の検討

迅速審査 2017/6/8 ～ 2020/3/31 2017/5/26 保留(継続審査) 2017/6/8

人医-2017-012 スポーツ健康科学研究科 ―

人医-2017-013 スポーツ健康科学部 足趾機能と運動パフォーマンスの関係（基礎的研究） 通常審査 2017/7/1 ～ 2019/3/31 2017/6/16 条件付承認 2017/6/28

人医-2017-014 スポーツ健康科学部 ストレッチ運動介入が冷え症および動脈硬化度に及ぼす影響 通常審査 2017/7/12 ～ 2020/6/30 2017/7/3 条件付承認 2017/7/12

人医-2017-015 スポーツ健康科学部
運動による身体的・精神的疲労を反映する新規コンディションマーカー
の探索

通常審査 2017/8/1 ～ 2020/7/31 2017/7/3 条件付承認 2017/7/12

人医-2017-016 スポーツ健康科学部
連日の高強度運動終了後におけるコンプレッションウェア着用が浮腫の
動態および運動パフォーマンスの回復に及ぼす効果

通常審査 2017/7/1 ～ 2019/3/31 2017/6/16 条件付承認 2017/6/30

人医-2017-017 スポーツ健康科学部
低酸素環境下における持久性運動の負荷特性―糖代謝およびカリウムの
動態に着目して―

通常審査 2017/7/12 ～ 2019/3/31 2017/7/3 条件付承認 2017/7/12

人医-2017-018 スポーツ健康科学部
低酸素環境下での持久性運動に対する糖代謝の応答：伸張性筋活動の影
響の検証

通常審査 2017/7/12 ～ 2019/3/31 2017/7/3 条件付承認 2017/7/12

人医-2017-019 スポーツ健康科学部 低酸素環境での運動時の糖利用動態：安定同位体呼気試験を用いた評価 通常審査 2017/7/3 ～ 2019/3/31 2017/7/3 承認 2017/7/3

人医-2017-020 スポーツ健康科学部
超音波を用いた皮質骨音速測定による骨質評価有効性に関する研究―骨
障害、骨密度との関連性、経時的変化の観察―

通常審査 2017/7/7 ～ 2020/3/31 2017/7/3 条件付承認 2017/7/7

人医-2017-021 スポーツ健康科学研究科
歩行動作時に歩幅を周期的に変化させる新しい歩行様式「i-Walk」の生
理学的・バイオメカニクス的一過性効果検証

迅速審査 2017/7/1 ～ 2019/3/31 2017/6/13 保留(継続審査) 2017/6/30

規定第1068号第24条により不記載

立命館大学における人を対象とする研究倫理審査委員会（衣笠）に審査を依頼したため、欠番

2017年度 立命館大学 人を対象とする医学系研究倫理審査委員会　研究計画審査状況一覧

研究実施期間



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-2017-022 スポーツ健康科学研究科 ゴルフパッティングの精度に関係する要因の検討 迅速審査 2017/7/1 ～ 2018/3/31 2017/6/19 条件付承認 2017/6/26

人医-2017-023 総合科学技術研究機構 ドラムセッションによる多人数インタラクションの解明 迅速審査 2017/7/1 ～ 2020/3/31 2017/6/20 条件付承認 2017/6/23

人医-2017-024 共通教育推進機構 走運動中のパワー発揮能力の評価に関する研究 迅速審査 2017/8/8 ～ 2020/3/31 2017/7/20 条件付承認 2017/8/8

人医-2017-025 総合科学技術研究機構 大学生の気分ならびに健康に音楽活動が及ぼす影響 迅速審査 2017/8/1 ～ 2019/3/31 2017/7/20 条件付承認 2017/7/28

人医-2017-026 共通教育推進機構
短距離走におけるスタート方法の違いと加速局面の地面反力に関する研
究

迅速審査 2017/9/1 ～ 2020/3/31 2017/7/18 条件付承認 2017/8/24

人医-2017-027 スポーツ健康科学研究科 高等学校運動部選手に対する自己管理能力尺度の開発に関する研究 通常審査 2017/10/4 ～ 2018/9/30 2017/9/27 条件付承認 2017/10/4

人医-2017-028 薬学部 遺伝性疾患、希少難病あるいは精神遅滞を有する患者さんのゲノム解析 迅速審査 2017/10/1 ～ 2020/9/30 2017/9/11 承認 2017/9/11

人医-2017-029 スポーツ健康科学部
朝食と単回のレジスタンス運動が概日リズムのホルモン動態と筋合成・
分解に及ぼす影響

通常審査 2017/10/1 ～ 2019/12/31 2017/9/27 条件付承認 2017/9/29

人医-2017-030 スポーツ健康科学部 加齢による筋のたるみと筋の形態および機能変化の検討 通常審査 2017/10/4 ～ 2018/7/31 2017/9/25 条件付承認 2017/10/4

人医-2017-031 スポーツ健康科学部
疲労困憊に至らない高強度・短時間・間欠的運動及びスポーツ活動が血
中SPARC濃度に及ぼす影響に関する研究

通常審査 2017/10/4 ～ 2019/3/31 2017/9/27 条件付承認 2017/10/4

人医-2017-032 スポーツ健康科学部
自走式トレッドミルによる高強度・短時間・間欠的運動トレーニングが
最大酸素摂取量及び酸素借、筋量に与える影響に関する研究

通常審査 2017/10/4 ～ 2019/3/31 2017/9/27 条件付承認 2017/10/4

人医-2017-033 共通教育推進機構
短距離ハードル走における加速特性の解明　―疾走速度，力，パワーの
変化に着目して―

迅速審査 2017/9/1 ～ 2020/3/31 2017/8/9 条件付承認 2017/8/28

人医-2017-034 スポーツ健康科学研究科 虚血プレコンディショニング介入が筋持久力におよぼす効果の検討 通常審査 2017/10/11 ～ 2020/3/31 2017/9/27 条件付承認 2017/10/11

人医-2017-035 スポーツ健康科学研究科 空気圧人工筋肉駆動アシストロボットの装着による抗疲労効果の検証 迅速審査 2017/9/13 ～ 2018/3/31 2017/8/8 条件付承認 2017/9/13

人医-2017-036 スポーツ健康科学研究科
高強度間欠的トレーニングにおけるセット間の休息の違いが生理的応答
に及ぼす影響

通常審査 2017/10/4 ～ 2019/3/31 2017/9/25 条件付承認 2017/10/4

人医-2017-037 スポーツ健康科学研究科
暑熱環境下での電解還元水の摂取が体液バランスおよび運動パフォーマ
ンスに及ぼす影響

通常審査 2017/10/11 ～ 2019/3/31 2017/9/25 条件付承認 2017/10/11

人医-2017-038 スポーツ健康科学研究科
暑熱・低酸素環境での持久性運動が赤血球産生や血漿量の増加に及ぼす
影響

通常審査 2017/10/4 ～ 2019/3/31 2017/9/25 条件付承認 2017/10/4

人医-2017-039 スポーツ健康科学研究科
負のエネルギーバランスが糖代謝、運動パフォーマンスおよび運動誘発
性の筋損傷・炎症反応に及ぼす影響

通常審査 2017/10/4 ～ 2019/3/31 2017/9/25 条件付承認 2017/10/4

人医-2017-040
立命館グローバル・イノ
ベーション研究機構

対人間協調がランニングのパフォーマンスに及ぼす効果の検討 迅速審査 2017/9/1 ～ 2020/3/31 2017/8/23 条件付承認 2017/9/1

人医-2017-041 スポーツ健康科学部 不承認 ―

人医-2017-042 スポーツ健康科学部 足関節／膝関節テーピングが日常／スポーツ動作に与える影響 迅速審査 2017/8/23 ～ 2018/3/31 2017/8/23 承認 2017/8/23

人医-2017-043 スポーツ健康科学部
慢性的な運動によるサルコペニアおよび生活習慣病リスクの予防・改善
効果に新規ペプチドホルモン分泌が及ぼす影響

通常審査 2017/10/1 ～ 2020/9/30 2017/9/25 条件付承認 2017/9/29

規定第1068号第24条により不記載



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-2017-044 スポーツ健康科学部
低酸素環境と血流制限を組み合わせた持久性運動に対する代謝・内分泌
動態の検証

通常審査 2017/10/11 ～ 2019/10/31 2017/9/25 条件付承認 2017/10/11

人医-2017-045 スポーツ健康科学部
長時間のペダリング運動中のコンプレッションウエア着用が筋酸素動
態、糖代謝および運動パフォーマンスに及ぼす影響

通常審査 2017/10/11 ～ 2019/3/31 2017/9/27 条件付承認 2017/10/11

人医-2017-046 スポーツ健康科学部 不承認 ―

人医-2017-047 スポーツ健康科学部 ダイナミックな身体動作に関する体幹部の力学的貢献の解明 迅速審査 2017/10/10 ～ 2018/3/31 2017/9/26 条件付承認 2017/10/10

人医-2017-048 スポーツ健康科学研究科 大学男子バスケットボール選手のドリブル技術の検討 迅速審査 2017/11/2 ～ 2018/3/31 2017/10/23 条件付承認 2017/11/2

人医-2017-049 スポーツ健康科学部 シューズの材料特性が下肢の粘弾性に及ぼす影響 迅速審査 2017/10/19 ～ 2019/12/31 2017/10/11 保留(継続審査) 2017/10/19

人医-2017-050 スポーツ健康科学研究科 女子体操競技選手のボディイメージと食行動に関する調査 迅速審査 2017/11/1 ～ 2019/3/31 2017/10/16 条件付承認 2017/10/30

人医-2017-051 スポーツ健康科学研究科
高校硬式野球部選手に対する増量を目的とした食生活、生活習慣及び活
動量の現状調査

迅速審査 2017/11/1 ～ 2019/3/31 2017/10/10 保留(継続審査) 2017/10/30

人医-2017-052 スポーツ健康科学部 高校硬式野球部選手における口腔ケアの検討 迅速審査 2017/11/10 ～ 2018/8/31 2017/10/23 条件付承認 2017/11/10

人医-2017-053 スポーツ健康科学部 小型光学センサーKinectを用いた動作解析システムの研究開発 迅速審査 2017/10/24 ～ 2018/3/31 2017/10/11 条件付承認 2017/10/24

人医-2017-054
医療法人社団シロアム会
こたけ整形外科クリニック

加齢による筋のたるみと筋の形態および機能変化の検討 迅速審査 2017/10/25 ～ 2018/7/31 2017/10/23 条件付承認 2017/10/25

人医-2017-055 情報理工学部 ロコモティブシンドローム予防・啓発のシステムの開発・実証 通常審査 2017/12/13 ～ 2020/3/31 2017/11/27 条件付承認 2017/12/13

人医-2017-056 総合科学技術研究機構
低酸素環境下における運動時の血中および筋内の酸素化動態の個人差が
代謝，内分泌応答に及ぼす影響

通常審査 2017/12/1 ～ 2019/3/31 2017/11/27
字句修正の上、

承認
2017/11/30

人医-2017-057 スポーツ健康科学部 全身に対するストレッチ運動が動脈硬化度に及ぼす影響 通常審査 2017/12/8 ～ 2019/11/30 2017/11/27 条件付承認 2017/12/8

人医-2017-058 生命科学部 低強度運動が食後血中グルコース濃度に及ぼす影響について 通常審査 2017/12/1 ～ 2018/3/31 2017/11/27
字句修正の上、

承認
2017/11/30

人医-2017-059 薬学部 抗凝固薬アピキサバンの臨床薬理学研究 迅速審査 2017/11/1 ～ 2019/10/31 2017/11/20 条件付承認 2017/12/8

人医-2017-060 情報理工学部 機械操作の能動受動の差が前庭動眼反射に及ぼす影響 迅速審査 2017/12/1 ～ 2019/3/31 2017/11/14 条件付承認 2017/11/24

人医-2017-061 スポーツ健康科学研究科
ランニング愛好家の競技経験・体力の評価にもとづいたトレーニング指
導法の考察

迅速審査 2017/12/11 ～ 2020/11/30 2017/11/27 保留(継続審査) 2017/12/11

人医-2017-062 スポーツ健康科学研究科
GABA含有チョコレート摂取による運動時の精神的および身体的コンディ
ションの向上効果に対する検証

通常審査 2018/2/6 ～ 2019/1/31 2018/1/24 条件付承認 2018/2/6

人医-2017-063 スポーツ健康科学部
筋形状の変化がpostactivation potentiationによる筋力増大に与える影
響

通常審査 2018/4/1 ～ 2020/3/31 2018/1/24 条件付承認 2018/2/1

人医-2017-064 スポーツ健康科学部 核磁気共鳴画像装置を用いた筋内の局所的収縮機構の解明 通常審査 2018/4/1 ～ 2021/3/31 2018/1/24
字句修正の上、

承認
2018/1/24

人医-2017-065 理工学部
目の疾患が運動イメージによる運動関連脳波の出現に与える影響度合い
についての研究

迅速審査 2018/1/12 ～ 2018/2/28 2017/12/19 保留(継続審査) 2018/1/12

規定第1068号第24条により不記載



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-2017-066 薬学部
難水溶性塩基性薬物の過飽和現象におけるin vitro－in vivo相関に関す
る臨床研究

迅速審査 2018/5/1 ～ 2018/9/30 2018/1/9 条件付承認 2018/4/28

人医-2017-067 情報理工学部
光学シースルー型映像提示装置における減光機序に依拠しない影表現手
法

迅速審査 2018/1/15 ～ 2020/3/31 2018/1/9 保留(継続審査) 2018/1/15

人医-2017-068 スポーツ健康科学部 短期間の食事制限が鉄代謝に及ぼす影響 通常審査 2018/2/6 ～ 2019/3/31 2018/1/24 条件付承認 2018/2/6

人医-2017-069 情報理工学部 事象関連電位を用いた香りと色の相互作用効果評価系の確立 迅速審査 2018/2/6 ～ 2016/3/31 2018/2/1 条件付承認 2018/2/6

人医-2017-070 生命科学研究科
保険償還意思決定における多基準意思決定を用いたリツキシマブ抵抗性
低悪性度非ホジキンリンパ腫に対するオビヌツズマブの評価に関する研
究

迅速審査 2018/2/9 ～ 2019/3/31 2018/2/8 条件付承認 2018/2/19

人医-2017-071
テクノロジー・マネジメ

ント研究科
建設現場におけるスマートウェアを用いた安心・安全及び生産性向上の
IoTシステムによる検証

迅速審査 2018/3/1 ～ 2019/3/31 2018/2/13 保留(継続審査) 2018/3/1

人医-2017-072 スポーツ健康科学研究科
高校硬式野球部選手にライフスキル獲得が望ましい食習慣の形成に与え
る影響

通常審査 2018/4/1 ～ 2021/3/31 2018/3/15 条件付承認 2018/3/19

人医-2017-073 文学部 福島県における甲状腺がんの地理的集積性に関する空間疫学分析 迅速審査 2018/2/7 ～ 2018/3/31 2018/2/7 承認 2018/2/7

人医-2017-074 スポーツ健康科学部
運動による身体的・精神的疲労を反映する新規コンディションマーカー
の探索および運動環境の検討

通常審査 2018/4/1 ～ 2021/3/31 2018/3/15 条件付承認 2018/3/27

人医-2017-075 衣笠総合研究機構 非侵襲的脳刺激が認知運動課題時の脳活動に及ぼす影響 通常審査 2018/4/1 ～ 2021/3/31 2018/3/15 条件付承認 2018/3/19

人医-2017-076 衣笠総合研究機構
脳血管疾患患者に対する経頭蓋的静磁場刺激が脳機能および運動機能に
及ぼす影響

迅速審査 2018/3/5 ～ 2021/2/28 2018/2/23 条件付承認 2018/3/5

人医-2017-077 総合科学技術研究機構 マルチメディア・コンテンツ鑑賞と視線に関する研究 迅速審査 2018/3/1 ～ 2019/3/31 2018/2/20 条件付承認 2018/3/1

人医-2017-078 総合科学技術研究機構 ブレインヘルスケアに最適な運動プログラムの確立 通常審査 2018/4/20 ～ 2021/3/31 2018/4/11 条件付承認 2018/4/20

人医-2017-079 スポーツ健康科学部 暑熱・低酸素環境下における高強度運動に対する生理的応答 通常審査 2018/4/18 ～ 2021/3/31 2018/4/11 条件付承認 2018/4/18

人医-2017-080 スポーツ健康科学部
ウエアラブルセンサーによる心拍数モニター下の自体重を用いた高強
度・短時間・間欠的トレーニングが最大酸素摂取量に及ぼす影響に関す
る研究

通常審査 2018/4/18 ～ 2021/3/31 2018/4/11 条件付承認 2018/4/18

人医-2017-081 スポーツ健康科学部
高強度・短時間・間欠的クロス水泳トレーニングが最大酸素摂取量に与
える影響に関する研究

通常審査 2018/4/20 ～ 2021/3/31 2018/4/11 条件付承認 2018/4/20

人医-2017-082 情報理工学部 マイクロCT画像を用いた臨床用CT画像の高解像化に関する研究 迅速審査 2018/4/1 ～ 2021/3/31 2018/3/12 承認 2018/3/12

人医-2017-083 スポーツ健康科学研究科
疾走速度変化からみた陸上競技短距離疾走能力に及ぼす要因の検討～小
学生からマスターズを対象として～

通常審査 2018/4/18 ～ 2021/3/31 2018/4/11 条件付承認 2018/4/18

人医-2017-084 スポーツ健康科学部 加齢あるいは運動介入が筋機能に及ぼす影響の確認試験 迅速審査 2018/4/4 ～ 2019/3/31 2018/3/22 条件付承認 2018/4/4

人医-2017-085 衣笠総合研究機構
てんかん患者に対する経頭蓋的静磁場刺激（tSMS）が異常脳波に及ぼす
影響の検討（非ランダム化群間比較試験）

迅速審査 2018/4/4 ～ 2019/12/31 2018/3/29 条件付承認 2018/4/4

人医-2017-086 スポーツ健康科学研究科 高校硬式野球部選手に対する口腔内環境と食生活に関する検討 迅速審査 2018/4/1 ～ 2018/8/31 2018/3/23 条件付承認 2018/3/30



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-2017-087 薬学部 吸入粉末剤吸入時の局所性副作用発現に与える吸入流量の影響解析 通常審査 2018/4/18 ～ 2021/3/31 2018/4/11 条件付承認 2018/4/18


