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2020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：2021年 3月 10日(水) 9時 

場 所：楠葉学舎 5号館 3階 小会議室 2 

委  員：中嶋委員長 樫副委員長 岡崎委員 梅田委員 有田委員 

     辻林委員  沖永委員  要田委員 志水委員 本田委員 

 村上外部委員 赤瀬外部委員 

 

〔報告事項〕 

１．2020年度 第 5回医の倫理委員会にて条件付承認となった研究の承認状況について 

1）筧 恵子の研究「心理的疲労が原因と推測される口腔症状と社会的背景の関連性

の検討」について、「心理的疲労」という言葉が妥当か検討し、変更も含めて再考す

るよう委員より指摘があった。 

指摘事項を修正し、委員長に確認・許可されることを条件とする承認としていた。 

研究課題名を「心理的ストレスの訴えと共にみられた口腔症状と社会的背景との関 

連性の検討」に変更。 

⇒修正後の研究内容を中嶋委員長が確認を行い、1月 21日に承認済。 

 

2）辻 要の研究「歯学部第１学年における環境問題を理解するためのアクティブ・

ラーニングの検証」について、研究計画書の「9.方法」に記載されている内容・表

現において、アンケートを実習の前後に 2回行うことを、わかりやすく記載するよ

うに委員より指摘があった。 

指摘事項を修正し、委員長が確認することを条件とし、承認とした。 

⇒修正後の研究内容を中嶋委員長が確認を行い、1月 15日に承認済。 

 

２．2021年度 医の倫理委員会のスケジュールについて【資料 1】 

2021年度医の倫理委員会の年間スケジュールを作成し、学内 HPと学内掲示板に掲

載している。 

 

３．「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」について【資料 2】 

樫副委員長より、近々指針が出される予定である旨の報告があった。 

 

４．「個人情報保護法」の改正について 

樫副委員長より、個人情報保護法についても法改正が行われる予定である旨の報告

があった。 
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〔検討事項〕 

１．「医の倫理委員会」の英語名称について ※前回より継続 【資料 3】 

中嶋委員長より、現在本学において「医の倫理委員会」の名称については、日本語

表記のみとなっており、英語表記するための名称が決まっていないとの意見があっ

た。海外の論文などに表記する場合に必要なため、英語名称を決定し、大阪歯科大学

医の倫理委員会規程に表記したいとの意見があった。 

⇒【資料 3】を参考に各委員で検討した結果、 

Osaka Dental University Ethics Committee 

に決定することとなった。 

 

〔協議事項〕 

1．審査 

1）受付番号 58----＜承認＞ 

申請者：米谷 裕之（口腔診断・総合診療科 准教授） 

課題名：口腔診査記録の音声入力の試み－臨床での使用－ 

【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、研究申請者が 2020年度末日で退職することを危惧する意見があったが、研究

申請者より、2021年 4月に研究責任者を変更するとの説明があったため、承認とした。 

【修 正 点】 

・なし 

※受付番号 58は差戻しにて研究実施許可が出ないため、欠番。 

 

2）受付番号 59----＜承認＞ 

申請者：佐久間 泰司（歯科麻酔学講座 専任教授） 

課題名：医療コミュニケーション教育における主体的な学び（申請時） 

：医療コミュニケーション教育における主体的な学びの調査（修正後） 

【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 

・研究課題名に「調査」を追加 
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3）受付番号 60----＜承認＞ 

申請者：篠崎 百合絵（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 1年生） 

課題名：患者説明における診断用 3次元デジタルデザインの有用性（申請時） 

：患者説明における診断用ワックスアップと診断用デジタルデザインとの比較（修正後） 

【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「有用性」を削除し「比較」を追加 

 

4）受付番号 61----＜承認＞ 

申請者：辻 要（口腔外科学第一講座 助教） 

課題名：自家歯牙移植の満足度に関するアンケート調査 

【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。 

【修 正 点】 

・なし 

 

5）受付番号 62----＜承認＞ 

申請者：飯田 拓二（歯科矯正学講座 助教） 

課題名：骨格性下顎前突症患者の咬合平面に対する上下顎中切歯歯軸の特徴について 

【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．研究計画の変更について 

1)≪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 
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承認番号：大歯医倫第 110849号 

【変更後の内容】 

共同研究機関の追加、共同研究機関の担当者の追加 

 

2)≪承認≫ 

申請者：中西 ひとみ（歯科矯正学講座 病院医員） 

課題名：成長期における 6歯以上の非症候性部分性無歯症が前歯部被蓋に及ぼす影響 

承認番号：大歯医倫第 111042号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長、研究担当者の追加 

 

3．研究終了報告書について 

1)  

申請者：佐久間 泰司（歯科麻酔学講座 専任教授） 

課題名：医療安全学教育における「学習する組織」の応用 

許可番号：大歯医倫 第 111115号 

2)  

申請者：森本 伊視（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：下顎枝矢状分割術による下顎前方移動時の骨接合に関する力学的検討 

許可番号：大歯医倫 第 110975号 

3)  

申請者：趙 建鑫（歯学研究科 歯科矯正学専攻 大学院 4年生） 

課題名：メカニカルストレスが多能性前駆細胞の骨・軟骨分化に及ぼす影響の解明

許可番号：大歯医倫 第 110991号 

4)  

申請者：細山 智加子（歯学研究科 歯科矯正学専攻 大学院 4年生） 

課題名：上顎埋伏犬歯と成長発育との関係について 

許可番号：大歯医倫 第 110961号 

5)  

申請者：中野 宏祐（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：ヒト頬脂肪由来脱分化脂肪細胞・PRP複合体による顎骨再生 

許可番号：大歯医倫 第 110932号 

6)  

申請者：岡田 佳子（歯学研究科 歯科矯正学専攻 大学院 4年生） 

課題名：不正咬合を有する成人矯正患者の軟組織についての評価 

許可番号：大歯医倫 第 110963号 
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7)  

申請者：大塚 佳代子（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 4年生） 

課題名：脳血管疾患により嚥下障害を呈した患者の咀嚼時下顎運動の様相 

～３軸加速度センサを用いて～ 

許可番号：大歯医倫 第 111054号 

8)  

申請者：中山 聖之（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：歯原性腫瘍・嚢胞に施行した開窓術後における骨増生の定量的画像評価 

許可番号：大歯医倫 第 110967号 

9)  

申請者：中山 聖之（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：当科で観血処置を施行または予定した患者における疫学的研究 

許可番号：大歯医倫 第 111053号 

10)  

申請者：青木 翔（歯学研究科 小児歯科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：ヒト乳歯歯髄由来 Muse細胞における炎症応答の解明 

許可番号：大歯医倫 第 110954号 

11)  

申請者：山本 慎（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：唾液および口腔粘膜擦過組織を用いた mRNA発現解析の開発 

許可番号：大歯医倫 第 110952号 

 

4．研究成果報告書について 

1)  

申請者：森本 伊視（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：下顎枝矢状分割術による下顎前方移動時の骨接合に関する力学的検討 

許可番号：大歯医倫 第 110975号 

2)  

申請者：趙 建鑫（歯学研究科 歯科矯正学専攻 大学院 4年生） 

課題名：メカニカルストレスが多能性前駆細胞の骨・軟骨分化に及ぼす影響の解明

許可番号：大歯医倫 第 110991号 

3)  

申請者：細山 智加子（歯学研究科 歯科矯正学専攻 大学院 4年生） 

課題名：上顎埋伏犬歯と成長発育との関係について 

許可番号：大歯医倫 第 110961号 

4)  

申請者：中野 宏祐（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：ヒト頬脂肪由来脱分化脂肪細胞・PRP複合体による顎骨再生 
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許可番号：大歯医倫 第 110932号 

5)  

申請者：岡田 佳子（歯学研究科 歯科矯正学専攻 大学院 4年生） 

課題名：不正咬合を有する成人矯正患者の軟組織についての評価 

許可番号：大歯医倫 第 110963号 

6) 

申請者：大塚 佳代子（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 4年生） 

課題名：脳血管疾患により嚥下障害を呈した患者の咀嚼時下顎運動の様相 

～３軸加速度センサを用いて～ 

許可番号：大歯医倫 第 111054号 

7)  

申請者：中山 聖之（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：歯原性腫瘍・嚢胞に施行した開窓術後における骨増生の定量的画像評価 

許可番号：大歯医倫 第 110967号 

8)  

申請者：中山 聖之（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：当科で観血処置を施行または予定した患者における疫学的研究 

許可番号：大歯医倫 第 111053号 

9)  

申請者：青木 翔（歯学研究科 小児歯科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：ヒト乳歯歯髄由来 Muse細胞における炎症応答の解明 

許可番号：大歯医倫 第 110954号 

10)  

申請者：山本 慎（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：唾液および口腔粘膜擦過組織を用いた mRNA発現解析の開発 

許可番号：大歯医倫 第 110952号 

 

5．研究中止報告書について 

1)  

申請者：疋田 光波（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：ヒト顎関節軟骨細胞および滑膜細胞のメカニカルストレスにおける細胞応答 

許可番号：大歯医倫 第 110948号 

 

6．その他確認事項 

次回委員会は2021年5月12(水)に開催することとなった。 

 

 


