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2021 年度 第 1 回 
大阪歯科大学医の倫理委員会 議事要旨 

 
開催日時：2021年 5 月 12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 辻林委員 

     沖永委員  井関委員  志水委員 濱島委員 本田委員 

 村上外部委員 赤瀬外部委員 

 

〔報告事項〕 

１．2021年度の医の倫理委員会委員について 

2021年 3月 31日をもって、医の倫理委員会委員であった小児歯科学講座主任教授 

有田 憲司 氏、口腔保健学科 教授 要田 洋江 氏が定年退職により、欠員となった。 

2021年 4月 14日の歯学部主任教授会において口腔外科学第一講座主任教授 井関 

富雄氏、2021年 4月 21日の医療保健学部教授会において口腔保健学科 教授 濱島 

淑惠 氏が承認され、今回から医の倫理委員会委員として参加。 

 

２．2020年度 第 6回医の倫理委員会にて承認となった研究の差戻しについて 

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－ 

  状 況：  研究申請者より本研究の概要について説明がなされ、研究実施の妥当性に

ついて審議した結果、承認としたため、研究実施許可証の発行の決裁伺書

を提出したが、研究申請者が 2020年度末日で退職のため、差し戻された。 

結 果： 研究実施許可証の発行をせず、研究の承認についても取消すこととした。 

 

〔協議事項〕 

1．審査 

1）受付番号 1----＜承認＞ 

申請者：真岡 謙介（歯科矯正学講座 研修医（非常勤）） 

課題名：骨格性上顎前突症例における顎矯正手術前後の咽頭気道形態の変化 

（オトガイ形成術併用の有無による比較） 

【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 
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2）受付番号 2----＜条件付き承認＞ 

申請者：井上 博（生理学講座 准教授） 

課題名：RNAリプログラミング法を用いた臨床応用可能な乳歯歯髄由来 iPS細胞の 

樹立について 

【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、共同研究期間である、株式会社リプロセルから資金の提供を受けるため、利益

相反について問題は無いのかと指摘が委員よりあった。委員長が契約書の内容に問題が

無いことを確認した後、承認する事を条件とする承認とする。また、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 

 

3）受付番号 3----＜承認＞ 

申請者：大下 修弘（歯科麻酔学講座 講師） 

課題名：日本歯科麻酔学指導施設における歯科麻酔管理症例データベース構築に関する研究  

【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。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 

 

4）受付番号 4----＜承認＞ 

申請者：閔 理泓（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 4年生） 

課題名：当科における 27年間の顎矯正手術の臨床統計的検討（申請時） 

：当科における 26年間の顎矯正手術の臨床統計的検討（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「27年間」を「26年間」に訂正 
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5）受付番号 5----＜承認＞ 

申請者：本橋 具和（口腔外科学第二講座 講師） 

課題名：顎枝矢状分割術術後における下唇知覚障害の出現に影響する因子の検討 

【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 6----＜条件付き承認＞ ※後日、委員長より継続審議とされ、承認されず。 

申請者：吉田 博昭（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：習慣性顎関節脱臼患者に対する自己血注入療法の有用性に関する臨床研究 

【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、研究計画書の「9.方法」に記載されている研究対象の選定基準について、対象

をもう少し限定し明確に記載するように委員より指摘があった。指摘のあった箇所を修

正し、委員長が承認する事を条件とする承認とする。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 

 

7）受付番号 7----＜継続審議＞ 

申請者：吉田 博昭（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：ヒト顎関節の手術摘出標本における光学顕微鏡ならびに電子顕微鏡による免疫組

織化学的検討 

【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、研究計画書の「9.方法」に記載されているデザイン・手順等について、対象を

もっと具体的にしぼるように委員より指摘があった。指摘のあった箇所を修正し、次回の

医の倫理委員会にて再提出することとなった。 

 

8）受付番号 8----＜条件付き承認＞ 

申請者：小野 圭昭（障がい者歯科 専任教授） 

課題名：歯科治療が介護負担感に及ぼす影響 

【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、研究計画書の「9.方法」に記載されている研究対象の選定基準について、対象

を明確に記載するように委員より指摘があった。指摘のあった箇所を修正し、委員長が承

認する事を条件とする承認とする。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 

 

9）受付番号 9----＜条件付き承認＞ 

申請者：河村 佳穂里（口腔衛生学講座 講師） 

課題名：診療報酬請求情報データベースを用いた歯科疾患に関する疫学研究 

【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、研究計画書の「9.方法」に記載されているデザイン・手順等について、ビッグ

データをどのように利用し解析するかを明確に記載するように委員より指摘があった。

指摘のあった箇所を修正し、委員長が承認する事を条件とする承認とする。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 

 

10）受付番号 10----＜承認＞ 

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：歯科衛生過程（DHP）普及と歯科栄養管理過程（NCPD）確立のための試み 

【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．研究計画の変更の申請について 

1)≪承認≫ 

申請者：柿本 和俊（医療保健学部 口腔工学科 学科長） 

課題名：デンタルフロスの糸の本数が歯間清掃に与える影響 

承認番号：大歯医倫第 111081号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長、研究方法の変更 
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2)≪承認≫ 

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：歯科医療人の社会人基礎力はいつ培われるのか 

承認番号：大歯医倫第 110951号 

【変更後の内容】 

研究期間の 2年延長、担当者の役職変更 

 

3)≪承認≫ 

申請者：安井 由香（有歯補綴咬合学講座 助教） 

課題名：食形態の違いによる食行動と視線との関連 

承認番号：大歯医倫第 110885号 

【変更後の内容】 

研究期間の 2年延長、所属長・研究責任者の変更 

 

4)≪承認≫ 

申請者：川本 章代（高齢者歯科学講座 准教授） 

課題名：義歯のクラスプが鉤歯の歯肉溝滲出液中のサイトカイン産生に与える影響 

承認番号：大歯医倫第 110959号 

【変更後の内容】 

研究期間の 4年延長、担当者の追加 

 

5)≪承認≫ 

申請者：保尾 謙三（歯科保存学講座 講師） 

課題名：各種知覚過敏抑制材の象牙細管封鎖性について 

承認番号：大歯医倫第 110767号 

【変更後の内容】 

研究期間の 2年延長、研究方法の変更、担当者の削除 

 

6)≪承認≫ 

申請者：吉川 一志（歯科保存学講座 准教授） 

課題名：歯の硬組織再生を促す極薄アパタイトシートの開発 

承認番号：大歯医倫第 100501号 

【変更後の内容】 

研究期間の 2年延長、研究方法の変更 

 



 6 / 17 

 

7)≪承認≫ 

申請者：吉川 一志（歯科保存学講座 准教授） 

課題名：レーザー高吸収体配合う蝕検知液を用いたう蝕の選択的除去 

承認番号：大歯医倫第 100502号 

【変更後の内容】 

研究期間の 2年延長、研究方法の変更 

 

8)≪承認≫ 

申請者：吉川 一志（歯科保存学講座 准教授） 

課題名：各種歯質接着システムによるヒト歯に対する接着性能の検討 

承認番号：大歯医倫第 110766号 

【変更後の内容】 

研究期間の 5年延長、研究方法の変更 

 

9)≪承認≫ 

申請者：濱田 翔央（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 2年生） 

課題名：薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）発症予防のための歯槽骨判定基準値設定に関する研究 

承認番号：大歯医倫第 111020号 

【変更後の内容】 

研究期間の 3年延長、担当者の追加・削除 

 

10)≪承認≫ 

申請者：山田 耕治（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：習慣性顎関節脱臼に対する Sterilized Facial Plate System® の応用 

承認番号：大歯医倫第 110880号 

【変更後の内容】 

研究期間の 5年延長、研究方法の変更、所属長の変更 

 

3．研究計画の変更について 
1) ≪承認≫ 

申請者：松本 恭子（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：口腔扁平苔癬の臨床病理学的特徴と歯科衛生士の役割 

許可番号：大歯医倫 第 111065号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長 
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2) ≪承認≫ 

申請者：三宅 晃子（医療保健学部 口腔工学科 助教） 

課題名：高齢者の QOL の向上を期待した齲蝕低誘発性クッキーの開発 

許可番号：大歯医倫 第 110977号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長 

 

3) ≪承認≫ 

申請者：柿本 和俊（医療保健学部 口腔工学科 学科長） 

課題名：デンタルフロスによる歯間清掃が隣接面歯頸部の細菌叢に与える影響 

許可番号：大歯医倫 第 111082号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長 

 

4) ≪承認≫ 

申請者：姫嶋 皓大（口腔外科学第一講座 助教） 

課題名：顎矯正手術の術後呼吸状態に及ぼす影響について 

許可番号：大歯医倫 第 111038号 

【変更後の内容】 

試料・情報の提供記録の作成方法の変更 

 

5) ≪承認≫ 

申請者：河原 茂仁（歯学研究科 高齢者歯科学専攻 大学院 2年生） 

課題名：睡眠時ブラキシズムマネジメントデバイスの臨床応用 

許可番号：大歯医倫 第 111015号 

【変更後の内容】 

研究責任者の変更、研究担当者の役職変更 

 

6) ≪承認≫ 

申請者：神 光一郎（医療保健学部 口腔保健学科 教授） 

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 

許可番号：大歯医倫 第 111094号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長 
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7) ≪承認≫ 

申請者：林 浩基（歯学研究科 高齢者歯科学専攻 大学院 2年生） 

課題名：進行性神経変性疾患における QOL向上型口腔機能評価法の開発 

許可番号：大歯医倫 第 111146号 

【変更後の内容】 

研究責任者の変更、研究担当者の役職変更、共同研究機関の追加 

 

8) ≪承認≫ 

申請者：南部 隆之（細菌学講座 講師） 

課題名：アミノレブリン酸と LED 光を用いた口腔細菌叢に対する光線力学的殺菌効果の検証  

許可番号：大歯医倫 第 111002号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長 

 

9) ≪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】 

研究期間の 1年延長 

 

10) ≪承認≫ 

申請者：久保田 順子（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：デュアルキュア型支台築造用レジンへの光照射の有無が、根管象牙質との適合性

に与える影響 

許可番号：大歯医倫 第 111025号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長 

 

11) ≪承認≫ 

申請者：近田 紀子（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：介護施設の歯科の関わりの現状と新型コロナウィルス感染症 

（COVID-19）予防対策の実態調査 

許可番号：大歯医倫 第 111122号 

【変更後の内容】 

研究期間の 1年延長 
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4．研究終了報告書について 

1)  

申請者：川本 章代（高齢者歯科学講座 准教授） 

課題名：歯肉溝滲出液中の miRNAを用いた歯周病と全身疾患の関連性調査 

許可番号：大歯医倫 第 110938号 

2)  

申請者：福本 貴宏（有歯補綴咬合学講座 助教） 

課題名：マルチセンサーリサーチによる日中覚醒時ブラキシズムの診断基準確立 

許可番号：大歯医倫 第 110955号 

3)  

申請者：佐藤 正樹（有歯補綴咬合学講座 講師） 

課題名：咬合圧の適正な分散を目的とした三次元咬合圧の時系列測定 

許可番号：大歯医倫 第 110926号 

4)  

申請者：辻 要（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：舌がん術後における食事の摂取状況に関する研究 

許可番号：大歯医倫 第 110926号 

5)  

申請者：明田 泰江（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：高齢者の口腔衛生管理に対する電動歯ブラシの有効性 

許可番号：大歯医倫 第 111060号 

6)  

申請者：大下 修弘（歯科麻酔学講座 講師） 

課題名：当院における栄養剤投与目的に行われた胃管挿入についての後向き研究 

許可番号：大歯医倫 第 111057号 

7)  

申請者：大下 修弘（歯科麻酔学講座 講師） 

課題名：当院における日帰り全身麻酔管理症例の 3年間の実態調査 

許可番号：大歯医倫 第 111121号 

8)  

申請者：黄地 智子（歯科保存学講座 助教） 

課題名：新規 LED 光照射器についての研究－コンポジットレジンの窩壁適合性に与える影響－  

許可番号：大歯医倫 第 110883号 

9)  

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：歯科衛生学学習課程における各種方略が学生の学習意欲向上に及ぼす効果 

許可番号：大歯医倫 第 110925号 
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10)  

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：歯科診療所での歯科衛生過程の周知・定着のための試み 

許可番号：大歯医倫 第 110950号 

11)  

申請者：谷本 啓彰（歯科保存学講座 講師） 

課題名：歯石探知・歯石除去実習における人工歯石付き模型歯の使用について 

許可番号：大歯医倫 第 110973号 

12)  

申請者：真下 千穂（細菌学講座 講師） 

課題名：大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科学生に対する ICT（情報通信技術）を利活

用したアクティブラーニングによる細菌学実習の効果 

許可番号：大歯医倫 第 110942号 

13)  

申請者：吉田 博昭（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：ヒト顎関節の手術摘出標本における光学顕微鏡ならびに電子顕微鏡による免疫組

織化学的検討 

許可番号：大歯医倫 第 100917号 

14)  

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：矯正治療における正常咬合者の評価（Arnett分析による評価） 

許可番号：大歯医倫 第 111097号 

15)  

申請者：松本 尚之（歯科矯正学講座 主任教授） 

課題名：独自考案した CT撮影マーカー及びその特定方法におけるマーカー座標系特定精

度について 

許可番号：大歯医倫 第 111106号 

16)  

申請者：川本 章代（高齢者歯科学講座 准教授） 

課題名：高齢者の口腔ケアに関する実習の教育効果について 

許可番号：大歯医倫 第 111024号 

17)  

申請者：川本 章代（高齢者歯科学講座 准教授） 

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 
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18)  

申請者：竹内 摂（歯科保存学講座 講師） 

課題名：MMPs解析における象牙質・歯髄複合体組織破壊抑制と新規接着システムの開発 

許可番号：大歯医倫 第 110974号 

19)  

申請者：西浦 亜紀（歯科矯正学講座 准教授） 

課題名：下顎小臼歯抜去が下顎第三大臼歯の歯軸変化に及ぼす影響 

許可番号：大歯医倫 第 110881号 

20)  

申請者：梶野 沙紀（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：歯科衛生士及び歯科技工士の介入による老人デイサービスセンター利用者の歯科

通院行動の変容 

許可番号：大歯医倫 第 111076号 

21)  

申請者：新井 由紀子（歯科麻酔学講座 助教） 

課題名：大学病院におけるインプラント治療に対する静脈内鎮静法管理症例の検討 

許可番号：大歯医倫 第 111116号 

22)  

申請者：保尾 謙三（歯科保存学講座 講師） 

課題名：新規イオン放出性従来型グラスアイオノマーセメントの窩壁適合性に関する研究 

許可番号：大歯医倫 第 111085号 

23)  

申請者：円山 由郷（細菌学講座 助教） 

課題名：口腔バイオフィルム形成にかかわる古細菌同定のための基礎研究 

許可番号：大歯医倫 第 110710号 

24)  

申請者：神 光一郎（医療保健学部 口腔保健学科 准教授） 

課題名：4年制大学で 2018年度入学の歯科衛生士・歯科技工士を目指す学生に対する早期

臨床体験学習の効果について 

許可番号：大歯医倫 第 111030号 

25)  

申請者：前田 尚子（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：歯科衛生士養成課程における歯科衛生理論教育の現状について 

許可番号：大歯医倫 第 111089号 

26)  

申請者：益野 一哉（歯科医学教育開発センター 主任教授） 

課題名：歯学英語教育についてのアンケート調査 
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許可番号：大歯医倫 第 110814号 

27)  

申請者：益野 一哉（歯科医学教育開発センター 主任教授） 

課題名：歯学英語教育についてのアンケート調査 

許可番号：大歯医倫 第 110865号 

28)  

申請者：河合 咲希（小児歯科学講座 助教） 

課題名：乳歯歯髄由来線維芽細胞における未分化能の特性の検討 

許可番号：大歯医倫 第 110713号 

29)  

申請者：松本 和浩（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス－歯科・口腔外科領域感染症 

許可番号：大歯医倫 第 110997号 

30)  

申請者：阿部 洋子（小児歯科学講座 講師） 

課題名：摂食指導を行ったダウン症児とその母親の不安についての調査 

許可番号：大歯医倫 第 111009号 

31)  

申請者：田中 昭男（病理学室 主任教授） 

課題名：歯科衛生学教育に取り入れるべき教育内容を検討する研究 

―介護保険施設での活動に向けて― 

許可番号：大歯医倫 第 110978号 

32)  

申請者：園本 美惠（小児歯科学講座 講師） 

課題名：パノラマエックス線写真を用いた小児低ホスファターゼ症における歯科症状の 

定量評価 

許可番号：大歯医倫 第 110969号 

33)  

申請者：園本 美惠（小児歯科学講座 講師） 

課題名：日本における医療的ケア児の実態調査 

許可番号：大歯医倫 第 111075号 

34)  

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：生化学関連の学修課程における各種方略が学生の学修意欲向上に及ぼす効果 

許可番号：大歯医倫 第 110936号 

35)  

申請者：池田 千浦子（口腔病理学講座 助教） 
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課題名：口腔カンジダ症と補綴物や口腔清掃器具のカンジダ汚染率についての組織学的評

価に関する基礎的研究 

許可番号：大歯医倫 第 110984号 

36)  

申請者：織田 千恵（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：効果的な国際歯科保健医療教育のあり方 

許可番号：大歯医倫 第 111059号 

37)  

申請者：納富 拓也（薬理学講座 講師） 

課題名：炎症性骨疾患におけるヒストンの役割 

許可番号：大歯医倫 第 110802号 

38)  

申請者：田中 昭男（病理学室 主任教授） 

課題名：診療参加型臨床実習を行った実習生に対する患者からの評価と教育効果について 

許可番号：大歯医倫 第 110971号 

 

5．研究成果報告書について 

1)  

申請者：川本 章代（高齢者歯科学講座 准教授） 

課題名：歯肉溝滲出液中の miRNAを用いた歯周病と全身疾患の関連性調査 

許可番号：大歯医倫 第 110938号 

2)  

申請者：福本 貴宏（有歯補綴咬合学講座 助教） 

課題名：マルチセンサーリサーチによる日中覚醒時ブラキシズムの診断基準確立 

許可番号：大歯医倫 第 110955号 

3)  

申請者：佐藤 正樹（有歯補綴咬合学講座 講師） 

課題名：咬合圧の適正な分散を目的とした三次元咬合圧の時系列測定 

許可番号：大歯医倫 第 110926号 

4)  

申請者：辻 要（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：舌がん術後における食事の摂取状況に関する研究 

許可番号：大歯医倫 第 110926号 

5)  

申請者：明田 泰江（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：高齢者の口腔衛生管理に対する電動歯ブラシの有効性 

許可番号：大歯医倫 第 111060号 
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6)  

申請者：大下 修弘（歯科麻酔学講座 講師） 

課題名：当院における栄養剤投与目的に行われた胃管挿入についての後向き研究 

許可番号：大歯医倫 第 111057号 

7)  

申請者：大下 修弘（歯科麻酔学講座 講師） 

課題名：当院における日帰り全身麻酔管理症例の 3年間の実態調査 

許可番号：大歯医倫 第 111121号 

8)  

申請者：黄地 智子（歯科保存学講座 助教） 

課題名：新規 LED光照射器についての研究－コンポジットレジンの窩壁適合性に与える影

響－ 

許可番号：大歯医倫 第 110883号 

9)  

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：歯科衛生学学習課程における各種方略が学生の学習意欲向上に及ぼす効果 

許可番号：大歯医倫 第 110925号 

10)  

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：歯科診療所での歯科衛生過程の周知・定着のための試み 

許可番号：大歯医倫 第 110950号 

11)  

申請者：谷本 啓彰（歯科保存学講座 講師） 

課題名：歯石探知・歯石除去実習における人工歯石付き模型歯の使用について 

許可番号：大歯医倫 第 110973号 

12)  

申請者：真下 千穂（細菌学講座 講師） 

課題名：大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科学生に対する ICT（情報通信技術）を利

活用したアクティブラーニングによる細菌学実習の効果 

許可番号：大歯医倫 第 110942号 

13)  

申請者：吉田 博昭（口腔外科学第一講座 講師） 

課題名：ヒト顎関節の手術摘出標本における光学顕微鏡ならびに電子顕微鏡による免疫組

織化学的検討 

許可番号：大歯医倫 第 100917号 

14)  

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：矯正治療における正常咬合者の評価（Arnett分析による評価） 
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許可番号：大歯医倫 第 111097号 

15)  

申請者：松本 尚之（歯科矯正学講座 主任教授） 

課題名：独自考案した CT撮影マーカー及びその特定方法におけるマーカー座標系特定精

度について 

許可番号：大歯医倫 第 111106号 

16)  

申請者：川本 章代（高齢者歯科学講座 准教授） 

課題名：高齢者の口腔ケアに関する実習の教育効果について 

許可番号：大歯医倫 第 111024号 

17)  

申請者：川本 章代（高齢者歯科学講座 准教授） 

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 

18)  

申請者：竹内 摂（歯科保存学講座 講師） 

課題名：MMPs解析における象牙質・歯髄複合体組織破壊抑制と新規接着システムの開発 

許可番号：大歯医倫 第 110974号 

19)  

申請者：西浦 亜紀（歯科矯正学講座 准教授） 

課題名：下顎小臼歯抜去が下顎第三大臼歯の歯軸変化に及ぼす影響 

許可番号：大歯医倫 第 110881号 

20)  

申請者：梶野 沙紀（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：歯科衛生士及び歯科技工士の介入による老人デイサービスセンター利用者の歯科

通院行動の変容 

許可番号：大歯医倫 第 111076号 

21)  

申請者：新井 由紀子（歯科麻酔学講座 助教） 

課題名：大学病院におけるインプラント治療に対する静脈内鎮静法管理症例の検討 

許可番号：大歯医倫 第 111116号 

22)  

申請者：保尾 謙三（歯科保存学講座 講師） 

課題名：新規イオン放出性従来型グラスアイオノマーセメントの窩壁適合性に関する研究 

許可番号：大歯医倫 第 111085号 

23)  

申請者：円山 由郷（細菌学講座 助教） 

課題名：口腔バイオフィルム形成にかかわる古細菌同定のための基礎研究 
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許可番号：大歯医倫 第 110710号 

24)  

申請者：神 光一郎（医療保健学部 口腔保健学科 准教授） 

課題名：4年制大学で 2018年度入学の歯科衛生士・歯科技工士を目指す学生に対する早期

臨床体験学習の効果について 

許可番号：大歯医倫 第 111030号 

25)  

申請者：前田 尚子（医療保健学研究科 口腔科学専攻 修士課程 2年生） 

課題名：歯科衛生士養成課程における歯科衛生理論教育の現状について 

許可番号：大歯医倫 第 111089号 

26)  

申請者：益野 一哉（歯科医学教育開発センター 主任教授） 

課題名：歯学英語教育についてのアンケート調査 

許可番号：大歯医倫 第 110814号 

27)  

申請者：益野 一哉（歯科医学教育開発センター 主任教授） 

課題名：歯学英語教育についてのアンケート調査 

許可番号：大歯医倫 第 110865号 

28)  

申請者：河合 咲希（小児歯科学講座 助教） 

課題名：乳歯歯髄由来線維芽細胞における未分化能の特性の検討 

許可番号：大歯医倫 第 110713号 

 

6．研究中止報告書について 

1)  

申請者：瀧川 博樹（歯学研究科 細菌学専攻 大学院 2年生） 

課題名：麹菌（Aspergillus oryzae）由来のディフェリフェリクリシンが口腔細菌叢に 

与える影響の解析 

許可番号：大歯医倫 第 111107号 

2)  

申請者：岡 隼人（英語教室 助教） 

課題名：歯学部英語教育における動画共有サイトの利用状況と効果 

許可番号：大歯医倫 第 110983号 

3)  

申請者：前岨 亜優子（医療保健学研究科 口腔科学専攻 博士課程（後期）1年生） 

課題名：歯科衛生士学生の職業アイデンティティ向上に効果的な介入プログラムの開発 

―仮想的有能感が高い学生の職業アイデンティティを高める試み― 

許可番号：大歯医倫 第 111110号 
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7．APRIN ガイドラインの改正および運用開始を反映した「公的研究費の取扱

い」単元の修正について 

APRIN事務局より「公的研究費の取扱い」単元の修正についての連絡があったため、本

学の対応を検討した。 APRIN事務局としては、受講者に再受講を要請するものではない

が、全員に「公的研究費の取扱い」単元の修正があった旨を通知し、該当の単元を再受

講してもらうこととした。 

 

8．大阪歯科大学医の倫理委員会規程等の改正について 

2020年度第6回の医の倫理委員会において、本学における「医の倫理委員会」の英語名

称を Osaka Dental University Ethics Committee に決定し、大阪歯科大学医の倫理

委員会規程に表記する。また、2021年6月30日から「人を対象とする生命科学・医学系研

究に関する倫理指針」が施行されることとなるため、倫理指針の内容に沿って規程改正

をする。 

 

9．「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」施行による当面

必要な様式の改正について 

2021年6月30日から「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が施行

されることとなるため、次回の委員会までに、申請書類を変更する必要がある。樫副委

員長が、申請書類一式を作成していただく事について、委員会当日に各委員の先生方よ

り、申請書類一式の変更についての「承認」をいただいた。 

 

10．その他確認事項 

次回委員会は2021年7月14(水)に開催することとなった。 

 

 


