
　

 　2020年度　人を対象とする研究に関する倫理審査　審査結果の公表

　青山学院大学人を対象とする研究に関する倫理規則第18条に基づき、以下の通り審査結果の公表をいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山学院大学　人を対象とする研究に関する研究倫理審査委員

会

更新日：2021年4月

件数 承認番号 新規・変更 形式 研究責任者 研究責任者所属 承認日 審査結果

1 青20-1 新規 通常 小木曽　一之 教育人間科学部 2020年8月3日 条件付き承認

2 青20-2 新規 迅速 鈴木　宏昭 教育人間科学部 2020年6月26日 条件付き承認

3 青20-3 新規 迅速 髙木　亜希子 教育人間科学部 2020年6月16日 修正した上で承認

4 青20-4 新規 迅速 石川　叶絵 教育人間科学部 2020年7月8日 条件付き承認

5 青20-5 新規 迅速 米田　英嗣 教育人間科学部 2020年7月7日 修正した上で承認

6 青20-6 新規 迅速 長尾　茉珠 教育人間科学部 2020年7月10日 修正した上で承認

7 青20-３-変1 変更 迅速 髙木　亜希子 教育人間科学部 2020年7月30日 修正した上で承認

8 青20-7 新規 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2020年8月5日 修正した上で承認

9 青20-8 新規 迅速 稲垣　中 教育人間科学部 2020年8月11日 修正した上で承認

10 青20-9 新規 迅速 上田　琢哉 教育人間科学部 2020年8月26日 修正した上で承認

11 青20-10 新規 迅速 上田　琢哉 教育人間科学部 2020年9月14日 修正した上で承認

12 青20-11 新規 迅速 上田　琢哉 教育人間科学部 2020年10月3日 修正した上で承認

13 青20-12 新規 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2020年9月2日 修正した上で承認

14 青20-13 新規 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2020年9月18日 修正した上で承認

15 青20-14 新規 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2020年9月18日 修正した上で承認

16 青20-7-変1 軽微な変更 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2020年9月2日 承認

17 青20-16 新規 迅速 松田　いづみ 教育人間科学部 2020年9月18日 修正した上で承認

18 青20-17 新規 迅速 抱井　尚子 国際政治経済学部 2020年9月30日 修正した上で承認

19 青20-18 新規 迅速 坂上　裕子 教育人間科学部 2020年9月23日 修正した上で承認

20 青20-19 新規 迅速 井上　直子 教育人間科学部 2020年10月8日 修正した上で承認

21 青20-20 新規 迅速 吉嶺　加奈子
情報メディアセン

ター
2020年10月19日 修正した上で承認

23 青20-22 新規 迅速 吉嶺　加奈子
情報メディアセン

ター
2020年11月4日 条件付き承認

24 青20-23 新規 迅速 加治佐　敬 国際政治経済学部 2020年11月9日 条件付き承認

25 青20-24 新規 迅速 鈴木　宏昭 教育人間科学部 2020年11月5日 修正した上で承認

26 青20-10-変1 軽微な変更 迅速 上田　琢哉 教育人間科学部 2020年11月6日 承認

27 青20-11-変1 軽微な変更 迅速 上田　琢哉 教育人間科学部 2020年11月27日 承認

28 青20-25 新規 迅速 稲垣　中 教育人間科学部 2020年12月21日 修正した上で承認

29 青20-26 新規 迅速 田村　達也 教育人間科学部 2021年1月6日 修正した上で承認

30 青20-27 新規 通常 樋田　大二郎 教育人間科学部 2021年1月28日 修正した上で承認

31 青19-28-変1 軽微な変更 迅速 山下　典孝 経営学部 2021年1月19日 承認

32 青20-7-変2 軽微な変更 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2021年2月1日 承認

33 青20-28 新規 迅速 米田　英嗣 教育人間科学部 2021年3月8日 修正した上で承認

34 青20-29 新規 迅速 米田　英嗣 教育人間科学部 2021年2月24日 修正した上で承認

35 青20-30 新規 迅速 米田　英嗣 教育人間科学部 2021年3月8日 修正した上で承認

36 青20-3-変2 変更 迅速 髙木　亜希子 教育人間科学部 2021年3月9日 修正した上で承認

37 青18-22-変2 軽微な変更 迅速 杉田　穏子
女子短期大学　現代

教養学科
2021年3月12日 承認

38 青20-23-変1 軽微な変更 迅速 加治佐　敬 国際政治経済学部 2021年3月9日 承認

39 青20-2-変1 軽微な変更 迅速 鈴木　宏昭 教育人間科学部 2021年3月18日 承認

40 青19-21-変2 軽微な変更 迅速 小木曽　一之 教育人間科学部 2021年3月17日 承認
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41 青20-31 新規 迅速 米田　英嗣 教育人間科学部 2021年4月6日 修正した上で承認

42 相20-1 新規 迅速 苅宿　俊文 社会情報学部 2020年6月4日 承認

43 相20-2 新規 迅速 大林　真也 社会情報学部 2020年6月4日 修正した上で承認

44 相19-3-変2（17-11）変更 迅速 香川　秀太 社会情報学部 2020年6月27日 承認

45 相20-3 新規 迅速 田辺　弘子 理工学部 2020年6月16日 承認

46 相20-4 新規 迅速 高木　光太郎 社会情報学部 2020年6月18日 修正した上で承認

47 M13-17-変2 軽微な変更 迅速 野澤　昭雄 理工学部 2020年7月3日 承認

48 M18-17-変1 軽微な変更 迅速 水山　元 理工学部 2020年6月29日 承認

49 相19-7-変1 軽微な変更 迅速 野澤　昭雄 理工学部 2020年6月29日 承認

50 相20-5 新規 迅速 平田　普三 理工学部 2020年7月2日 修正した上で承認

51 相20-6 新規 迅速
ロペズ　ギヨー

ム
理工学部 2020年7月16日 修正した上で承認

52 17-9(M24)-変1 軽微な変更 迅速 大内　紀知 理工学部 2020年7月14日 承認

53 相19-7-変2 軽微な変更 迅速 野澤　昭雄 理工学部 2020年9月10日 承認

54 相20-7 新規 迅速 植月　美希
コミュニティ人間科

学部
2020年10月16日 修正した上で承認

55 相19-7-変3 軽微な変更 迅速 野澤　昭雄 理工学部 2020年10月22日 承認

56 相20-8 新規 迅速 清成　透子 社会情報学部 2020年11月5日 承認

57 相20-9 新規 迅速
ロペズ　ギヨー

ム
理工学部 2020年11月6日 承認

58 相20-10 新規 迅速
ロペズ　ギヨー

ム
理工学部 2020年11月10日 修正した上で承認

59 相20-11 新規 迅速 高木　光太郎 社会情報学部 2020年12月4日 修正した上で承認

60 相19-1-変2 軽微な変更 迅速
ロペズ　ギヨー

ム
理工学部 2021年2月1日 承認

61 相20-1-変1 軽微な変更 迅速 苅宿　俊文 社会情報学部 2021年3月3日 承認

62 相20-5-変1 軽微な変更 迅速 平田　普三 理工学部 2021年3月3日 承認

63 相19-2-変1 軽微な変更 迅速 寺尾　敦 社会情報学部 2021年3月15日 承認

64 相20-12 新規 迅速 伊丹　琢 理工学部 2021年3月30日 修正した上で承認

65 相20-13 新規 迅速 苅宿　俊文 社会情報学部 2021年3月26日 条件付き承認

以上
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