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2019 年度 第 6回 
大阪歯科大学医の倫理委員会 議事要旨 

 
開催日時：2020年 3月 11日（水） ９時 

場 所：楠葉学舎 5号館 3階 大会議室 

委  員：中嶋委員長 樫副委員長 岡崎委員 有田委員 辻林委員 

     沖永委員  要田委員  志水委員 本田委員 西堤外部委員 

 村上外部委員 

議事 

1．審査. 

※受付番号 63、68は申請取り下げのため空き番号。 

1）受付番号 64----＜承認＞  

申請者：北吉 麻理奈（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 1年生） 

課題名：口腔上皮性異形成および口腔上皮内癌の分類の統一化を目指した 

臨床病理学的研究 

【承認事由】 

研究申請者より本研究の概要について説明がなされた。研究実施の妥当性について審議

した結果、特に問題点が見受けられなかったため承認とした。 

【修 正 点】 

申請書類の文言を加筆修正 

 

2）受付番号 65----＜承認＞ 

申請者：鄧 文琪（歯学研究科 歯科矯正学専攻 大学院 1年生） 

課題名：脱分化脂肪細胞による歯周組織オルガノイドティッシュエンジニアリング 

【承認事由】 

研究申請者より本研究の概要について説明がなされた。研究実施の妥当性について審議

した結果、特に問題点が見受けられなかったため承認とした。ただし、委員より下記の通

り修正指導があった。 

【修 正 点】 

・申請書類の文言を加筆修正 

・研究課題名の修正 

 

3）受付番号 66----＜継続審議＞ 

申請者：松井 正格（歯学研究科 口腔衛生学専攻 大学院 1年生） 

課題名：小児における新しい口腔運動機能発達検査の開発 

【承認事由】 
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研究申請者より本研究の概要について説明がなされた。研究実施の妥当性について審議 

した結果、研究の手順・方法等をわかりやすく、具体的に記載すること、研究対象者数を 

現実的で統計的に問題ない人数に変更すること、また、子供を対象としているため、保護 

者へのわかりやすい説明文を提出するよう委員より指摘があった。 

指摘のあった箇所を修正し、次回以降の医の倫理委員会にて再提出することとなった。 

 

4）受付番号 67----＜承認＞ 

申請者：上中 清隆（薬剤科 薬剤師長） 

課題名：歯科医療における抗菌薬使用動向と薬剤耐性対策の現状と課題 

【承認事由】 

研究申請者より本研究の概要について説明がなされた。研究実施の妥当性について審議

した結果、特に問題点が見受けられなかったため承認とした。 

 

5）受付番号 69----＜承認＞ 

申請者：吉川 一志（歯科保存学講座 准教授） 

課題名：レジン添加型 MTA配合覆髄剤の有効性の検討 

【承認事由】 

研究申請者より本研究の概要について説明がなされた。研究実施の妥当性について審議

した結果、特に問題点が見受けられなかったため承認とした。ただし、委員より下記の通

り修正指導があった。 

【修 正 点】 

申請書類の文言を加筆修正 

 

6）受付番号 70----＜承認＞ 

申請者：尾形 祐己（医療保健学部 口腔保健学科 助手） 

課題名：病院勤務の歯科衛生士による周術期等口腔機能管理に関する食道がん患者 

の意識調査 

【承認事由】 

研究申請者より本研究の概要について説明がなされた。研究実施の妥当性について審議

した結果、特に問題点が見受けられなかったため承認とした。ただし、委員より下記の通

り修正指導があった。 

【修 正 点】 

・申請書類の文言を加筆修正 

・研究課題名の修正 
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7）受付番号 71---＜承認＞ 

申請者：松本 和浩（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：パミドロネートを用いた難治性のびまん性硬化性下顎骨骨髄炎の治療 

【承認事由】 

研究申請者より本研究の概要について説明がなされた。研究実施の妥当性について審議

した結果、特に問題点が見受けられなかったため承認とした。ただし、委員より下記の通

り修正指導があった。 

【修 正 点】 

申請書類の文言を加筆修正 

 

2．研究計画変更の申請について 

1) ≪承認≫ 

申請者：南部 隆之（細菌学講座 講師） 

課題名：口腔細菌叢に対する一酸化窒素の殺菌効果の検証 

許可番号：大歯医倫第111011号 

【変更後の内容】 

研究方法の変更、担当者の追加 

 

2) ≪承認≫ 

申請者：吉川 一志（歯科保存学講座 准教授） 

課題名：フットボールクラブチームに所属する選手の口腔内環境とスポーツ 

パフォーマンスとの関連について 

許可番号：大歯医倫第110849号 

【変更後の内容】 

研究期間の再延長、研究方法の変更、担当者の追加・削除、担当者の所属・役職変更、 

共同研究機関の担当者変更 

 

3．研究計画の変更について 
1) ≪承認≫ 

申請者：南部 隆之（細菌学講座 講師） 

課題名：インプラント周囲炎細菌叢変動と歯周組織病態における相関性に関する観察研究 

許可番号：大歯医倫 第 110966号 

【変更後の内容】 

担当者の追加・削除 
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2) ≪承認≫ 

申請者：川本 章代（高齢者歯科学講座 講師） 

課題名：唾液中のエクソソーム mRNAを用いた喫煙および受動喫煙リスクの調査 

許可番号：大歯医倫 第 110956号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長、担当者の変更・削除 

 

3) ≪承認≫ 

申請者：奥野 健太郎（高齢者歯科学講座 講師） 

課題名：高齢者の全身性サルコペニアと口腔サルコペニアとの関連性の検討 

許可番号：大歯医倫 第 110979号 

【変更後の内容】 

担当者の変更・削除、担当者の役職変更 

 

4．研究終了報告書について 

1)  

申請者：南部 隆之（細菌学講座 講師） 

課題名：食餌由来硝酸塩の口腔菌叢への影響 

許可番号：大歯医倫 第 110838号 

2)  

申請者：南部 隆之（細菌学講座 講師） 

課題名：インプラント治療予後判定のための口腔環境検査システムの構築 

許可番号：大歯医倫 第 110854号 

3)  

申請者：梶野 晃佑（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：顎骨および歯周組織における骨補填材の影響 

許可番号：大歯医倫 第 110962号 

4)  

申請者：寺本 賢史（歯学研究科 歯内治療学専攻 大学院 4年生） 

課題名：日本人における感染根管内の Rothia属分布状態と細菌叢の解析 

許可番号：大歯医倫 第 110972号 

5)  

申請者：木村 一貴（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：口腔扁平上皮癌における c-Metの発現と転移の相関について 

許可番号：大歯医倫 第 110985号 
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6)  

申請者：平田 裕也（歯学研究科 歯科麻酔学専攻 大学院 4年生） 

課題名：静脈内鎮静法および全身麻酔法における高感度マノメトリーによる咽頭内圧変動 

の解析 

許可番号：大歯医倫 第 110958号 

7)  

申請者：澤井 健司郎（歯学研究科 歯科保存学専攻 大学院 4年生） 

課題名：各種バイオガラス配合覆髄剤の有効性の検討 

許可番号：大歯医倫 第 111023号 

8)  

申請者：吉江 啓（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 4年生） 

課題名：歯冠部象牙質と接着性レジンセメントの接着強さに低温大気圧プラズマが 

与える影響 

許可番号：大歯医倫 第 110927号 

9)  

申請者：宮 由紀子（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：マイクロアレイとタンパク質アレイを用いたエナメル上皮腫とエナメル上皮癌 

の分子解析 

許可番号：大歯医倫 第 110943号 

10)  

申請者：神田 龍平（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 4年生） 

課題名：健常有歯顎者における咬合面側刺激による歯根膜触・圧覚閾値の基準範囲の設定 

許可番号：大歯医倫 第 110894号 

 

5．研究成果報告書について 

1)  

申請者：南部 隆之（細菌学講座 講師） 

課題名：食餌由来硝酸塩の口腔菌叢への影響 

許可番号：大歯医倫 第 110838号 

2)  

申請者：南部 隆之（細菌学講座 講師） 

課題名：インプラント治療予後判定のための口腔環境検査システムの構築 

許可番号：大歯医倫 第 110854号 

3)  

申請者：梶野 晃佑（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：顎骨および歯周組織における骨補填材の影響 

許可番号：大歯医倫 第 110962号 
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4)  

申請者：寺本 賢史（歯学研究科 歯内治療学専攻 大学院 4年生） 

課題名：日本人における感染根管内の Rothia属分布状態と細菌叢の解析 

許可番号：大歯医倫 第 110972号 

5)  

申請者：木村 一貴（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：口腔扁平上皮癌における c-Metの発現と転移の相関について 

許可番号：大歯医倫 第 110985号 

6)  

申請者：平田 裕也（歯学研究科 歯科麻酔学専攻 大学院 4年生） 

課題名：静脈内鎮静法および全身麻酔法における高感度マノメトリーによる咽頭内圧変動 

の解析 

許可番号：大歯医倫 第 110958号 

7)  

申請者：澤井 健司郎（歯学研究科 歯科保存学専攻 大学院 4年生） 

課題名：各種バイオガラス配合覆髄剤の有効性の検討 

許可番号：大歯医倫 第 111023号 

8)  

申請者：吉江 啓（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 4年生） 

課題名：歯冠部象牙質と接着性レジンセメントの接着強さに低温大気圧プラズマが 

与える影響 

許可番号：大歯医倫 第 110927号 

9)  

申請者：宮 由紀子（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：マイクロアレイとタンパク質アレイを用いたエナメル上皮腫とエナメル上皮癌 

の分子解析 

許可番号：大歯医倫 第 110943号 

10)  

申請者：神田 龍平（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 4年生） 

課題名：健常有歯顎者における咬合面側刺激による歯根膜触・圧覚閾値の基準範囲の設定 

許可番号：大歯医倫 第 110894号 

 

6．研究中止報告書について 

1)  

申請者：宮園 将也（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 4年生） 

課題名：歯の色調が顔貌に対する注視点に及ぼす影響 

許可番号：大歯医倫 第 110891号 
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7．2020 年度の外部委員について 

現在、外部委員である村上 よし子氏、西堤 京子氏が委員の任期を 2020年 3月 31日 

をもって満了される。次期外部委員として村上 よし子氏を継続、新規として 2017年 

3月末で本学を退職された赤瀬 裕子氏を提案し、各委員より承認いただいた。 

 

8．医の倫理委員会学内HPレイアウト変更および手順書等の作成について 

研究者が医の倫理委員会の申請をよりスムーズに行えるよう、医の倫理委員会の申請 

フローチャートや申請時の必要書類一覧表、申請書類への所属・役職等の記載方法に 

係わる資料を作成した。 

また、学内HPの申請様式がアップロードされている部分についても、今までは申請書 

の説明が書かれておらず、申請者からすると分かりづらかったため、申請書類ごとに 

説明文を追記した。 

上記の学内HPへ掲載する資料を各委員に確認し、承認いただいた。 

 

9．薬剤適応外使用（症例報告）に係わる医の倫理委員会申請手順について 

薬剤適応外使用（症例報告）に係わる申請手順を文書化していなかったため、作成 

した。資料を各委員に確認し、承認いただいた。 

 

10．その他確認事項 

次回委員会は2020年5月13日(水)に開催することとなった。 


