
　

 　2021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

2022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 H20-A08-1 軽微な変更 迅速 稲垣　中 教育人間科学部 2021年4月8日 承認

2 H18-S04-1 軽微な変更 迅速 太田　礼穂 社会情報学部 2021年4月7日 承認

3 H19-S01-3 軽微な変更 迅速 ロペズ　ギヨーム 理工学部 2021年4月6日 承認

4 H17-M13-3 軽微な変更 迅速 野澤　昭雄 理工学部 2021年4月7日 承認

5 H21-001 新規 迅速 石川　叶絵 教育人間科学部 2021年5月14日 修正した上で承認

6 H18-A01-1 軽微な変更 迅速 薬師神　玲子 教育人間科学部 2021年4月20日 承認

7 H21-002 新規 迅速 大岩　孝輔 理工学部 2021年4月9日 修正した上で承認

8 H18-A18-1 軽微な変更 迅速 近藤　泰弘
アカデミックライティ

ングセンター
2021年4月15日 承認

9 H20-A05-1 軽微な変更 迅速 米田　英嗣 教育人間科学部 2021年5月6日 承認

10 H21-003 新規 迅速 野澤　昭雄 理工学部 2021年4月20日 修正した上で承認

11 H21-004 新規 迅速 浜田　百合 理工学部 2021年4月22日 承認

12 H21-005 新規 迅速 田村　達也 教育人間科学部 2021年5月10日 修正した上で承認

13 H21-006 新規 迅速 高木　光太郎 社会情報学部 2021年5月14日 承認

14 H21-007 新規 迅速 佐竹　由帆 経済学部 2021年5月10日 修正した上で承認

15 H19-S03-3 変更 迅速 香川　秀太 社会情報学部 2021年5月20日 修正した上で承認

16 H20-A27-1 軽微な変更 迅速 樋田　大二郎 教育人間科学部 2021年5月28日 修正した上で承認

17 H21-008 新規 迅速 高木　光太郎 社会情報学部 2021年6月2日 修正した上で承認

18 H21-009 新規 迅速 ロペズ　ギヨーム 理工学部 2021年5月27日 承認

19 H21-010 新規 迅速 飯島　渉 文学部 2021年6月23日 修正した上で承認

20 H20-S05-2 軽微な変更 迅速 平田　普三 理工学部 2021年6月5日 承認

21 H21-011 新規 迅速 大道寺　隆也 法学部 2021年6月19日 修正した上で承認

22 H19-S03-4 軽微な変更 迅速 香川　秀太 社会情報学部 2021年6月16日 承認

23 H21-012 新規 迅速 松田　いづみ 教育人間科学部 2021年7月6日 修正した上で承認

24 H21-013 新規 迅速 松田　いづみ 教育人間科学部 2021年7月3日 修正した上で承認

25 H21-014 新規 迅速 小薗　康範 法学部 2021年6月24日 修正した上で承認

26 H21-015 新規 迅速 髙木　亜希子 教育人間科学部 2021年7月6日 修正した上で承認

27 H21-016 新規 迅速 清成　透子 社会情報学部 2021年7月1日 承認

28 H21-017 新規 迅速 高櫻　綾子 教育人間科学部 2021年8月13日 修正した上で承認

29 H21-018 新規 迅速 黒岩　健一郎
国際マネジメント研究

科
2021年7月30日 修正した上で承認

30 H21-019 新規 迅速 高木　光太郎 社会情報学部 2021年8月20日 修正した上で承認

31 H21-020 新規 迅速 小林　瑞乃
コミュニティ人間科学

部
2021年7月30日 修正した上で承認

32 H21-021 新規 迅速 上田　琢哉 教育人間科学部 2021年9月7日 承認

33 H21-022 新規 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2021年8月16日 修正した上で承認

34 H21-023 新規 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2021年8月16日 修正した上で承認

35 H21-024 新規 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2021年8月16日 修正した上で承認

36 H21-025 新規 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2021年11月24日 修正した上で承認

37 H21-026 新規 迅速 上田　琢哉 教育人間科学部 2021年9月15日 修正した上で承認

38 H20-17-1 軽微な変更 迅速 抱井　尚子 国際政治経済学部 2021年9月24日 承認
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39 H21-027 新規 迅速 山村　公恵
アカデミックライティ

ングセンター
2021年10月1日 修正した上で承認

40 H21-028 新規 迅速 山村　公恵
アカデミックライティ

ングセンター
2021年9月28日 修正した上で承認

41 H21-029 新規 迅速 髙木　亜希子 教育人間科学部 2021年10月7日 修正した上で承認

42 H21-030 新規 迅速 伊丹　琢 理工学部 2021年10月5日 修正した上で承認

43 H19-A33-1 軽微な変更 迅速 田崎　勝也 国際政治経済学部 2021年10月21日 承認

44 H19-S03-5 変更 迅速 香川　秀太 社会情報学部 2021年11月24日 修正した上で承認

45 H21-023-1 軽微な変更 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2021年10月28日 承認

46 H19-A27-1 軽微な変更 迅速 中鉢　路子 教育人間科学部 2021年12月6日 承認

47 H19-A31-1 軽微な変更 迅速 中鉢　路子 教育人間科学部 2021年11月15日 承認

48 H21-031 新規 迅速 中鉢　路子 教育人間科学部 2021年12月13日 修正した上で承認

49 H21-024-1 軽微な変更 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2021年11月8日 承認

50 H21-032 新規 迅速 坂上　裕子 教育人間科学部 2021年11月15日 修正した上で承認

51 H21-033 新規 迅速 清成　透子 社会情報学部 2021年11月22日 修正した上で承認

52 H21-013-1 軽微な変更 迅速 松田　いづみ 教育人間科学部 2021年11月17日 承認

53 H21-024-2 軽微な変更 迅速 小俣　和義 教育人間科学部 2021年11月17日 承認

54 H21-034 新規 迅速 高木　光太郎 社会情報学部 2021年11月19日 修正した上で承認

55 H21-026-1 軽微な変更 迅速 上田　琢哉 教育人間科学部 2021年11月22日 承認

56 H19-S03-6 軽微な変更 迅速 香川　秀太 社会情報学部 2021年12月1日 承認

57 H21-035 新規 迅速 田崎　良佑 理工学部 2022年1月12日 保留

58 H21-036 新規 迅速 佐藤　敏彦 社会情報学部 2021年12月9日 修正した上で承認

59 H21-037 新規 迅速 田村　達也 教育人間科学部 2022年1月22日 修正した上で承認

60 H21-038 新規 迅速 繁桝　江里 教育人間科学部 2022年1月13日 承認

61 H21-039 新規 迅速 田村　達也 教育人間科学部 2022年1月6日 条件付き承認

62 H21-040 新規 迅速 黒岩　健一郎
国際マネジメント研究

科
2022年2月7日 修正した上で承認

63 H21-041 新規 迅速 末田　清子 国際政治経済学部 2022年2月16日 修正した上で承認

64 H18-S12-1 軽微な変更 迅速 寺尾　敦 社会情報学部 2022年2月4日 承認

65 H20-A17-2 軽微な変更 迅速 抱井　尚子 国際政治経済学部 2022年2月15日 承認

66 H21-042 新規 迅速
シャザディグリ

シャウティ
総合文化政策学部 2022年2月21日 修正した上で承認

67 H21-043 新規 迅速 大岩　孝輔 理工学部 2022年2月15日 修正した上で承認

68 H18-A22-3 軽微な変更 迅速 杉田　穏子
コミュニティ人間科学

部
2022年2月18日 承認

69 H21-044 新規 迅速 猿橋　順子 国際政治経済学部 2022年3月22日 修正した上で承認

70 H21-045 新規 迅速 坂上　裕子 教育人間科学部 2022年3月9日 修正した上で承認

71 H21-007-1 軽微な変更 迅速 佐竹　由帆 経済学部 2022年3月12日 承認

72 H21-011-1 軽微な変更 迅速 大道寺　隆也 法学部 2022年3月22日 承認

73 H20-A08-2 軽微な変更 迅速 稲垣　中 教育人間科学部 2022年3月28日 承認

74 H21-004-1 軽微な変更 迅速 浜田　百合 理工学部 2022年4月1日 承認

75 H20-S01-2 軽微な変更 迅速 苅宿　俊文 社会情報学部 2022年4月4日 承認

76 H20-S13-1 軽微な変更 迅速 苅宿　俊文 社会情報学部 2022年3月31日 承認
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