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2017 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：2017年 5月 10日（水）9時～ 

場 所：楠葉学舎 5号館 3階 大会議室 

委  員：森田委員長 樫副委員長 西川委員  松本委員   辻林委員 

有田委員  竹村委員  大久保委員 西堤外部委員  赤瀬外部委員  

 

議事  

1．審査. 

※受付番号 1、2については SCRPの研究であり、持ち回り決裁を実施。 

1）受付番号 3----＜承認＞ 

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 

【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) 研究方法の変更、研究担当者の追加---≪承認≫ 

申請者：大本 博樹（歯学研究科 障害者歯科学専攻 大学院 3年生） 

課題名：異常絞扼反射患者の歯科治療時におけるストレスに関する検討 

承認番号：大歯医倫第110858 号 

【変更後の内容】 

・研究方法を変更 

・研究担当者を 1名追加 

【修正点】 

申請書類の修正箇所なし。 

 

2) 研究期間の再延長---≪承認≫ 

申請者：保尾 謙三（歯科保存学講座 助教） 

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 
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【変更後の内容】 

・研究期間を 2年延長 

【修正点】 

申請書類の文言を加筆修正 

 

3) 研究期間の再延長、研究方法の変更---≪承認≫ 

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 

承認番号：大歯医倫第110713 号 

【変更後の内容】 

・研究期間を 1年延長 

・研究方法の変更 

【修正点】 

申請書類の文言を加筆修正 

 

4) 研究期間の再延長、研究担当者の削除---≪承認≫ 

申請者：田中 昌博（有歯補綴咬合学講座 主任教授） 

課題名：歯科用ＣＡＤ・ＣＡＭシステムを用いたハイブリッドレジンによる歯冠補綴 

承認番号：大歯医倫第110336 号 

【変更後の内容】 

・研究期間を 2年延長 

・研究担当者 3名を削除 

【修正点】 

申請書類の修正箇所なし。 

 

5) 研究期間の再延長、研究担当者の削除---≪承認≫ 

申請者：田中 昌博（有歯補綴咬合学講座 主任教授） 

課題名：金属代替材料としてグラスファイバーで補強された高強度のコンポジット 

レジンを用いた3ユニットブリッジ治療 

承認番号：大歯医倫第110773 号 

【変更後の内容】 

・研究期間を 2年延長 

・研究担当者 3名を削除 

【修正点】 

申請書類の修正箇所なし。 
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3．研究計画の変更について 

1) 研究担当者の追加、共同研究機関の追加---《承認》 

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：健全歯の評価に関する研究 

承認番号：大歯医倫 第 110913号 

【変更後の内容】 

・研究担当者の追加 

・共同研究機関の追加 

 

2) 研究期間の延長---《承認》 

申請者：永久 景那（歯学研究科 口腔インプラント学専攻 大学院 3年生） 

課題名：欠損補綴治療を行った患者の QOL・PROについて 

承認番号：大歯医倫 第 110816号 

【変更後の内容】 

・研究期間を 1年延長 

 

3) 所属長の変更、研究担当者の追加、研究担当者の所属・職名変更---《承認》 

申請者：吉本 仁（口腔外科学第二講座 講師） 

課題名：顎変形症患者の術後顎間固定時における摂取しやすい食事に関する検討 

承認番号：大歯医倫 第 110898号 

【変更後の内容】 

・所属長を変更 

・研究担当者の追加 

・研究担当者の所属、職名変更 

 

4) 所属長の変更、研究担当者の所属・職名変更---《承認》 

申請者：大西 明雄（総合診療科 講師） 

課題名：臨床見学実習前後における歯科衛生士学校学生の不安傾向と口腔内湿潤度の関係 

承認番号：大歯医倫 第 110847号 

【変更後の内容】 

・所属長を変更 

・研究担当者の所属、職名変更 

 

5) 所属長の変更、研究担当者の所属・職名変更---《承認》 

申請者：樋口 恭子（総合診療科 講師） 

課題名：発話練習と音声認識率の関連について 
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承認番号：大歯医倫 第 110848号 

【変更後の内容】 

・所属長を変更 

・研究担当者の所属、職名変更 

 

4．研究終了報告書について 

1) 

申請者：栗岡 香美（歯学研究科 口腔外科学専攻 修了） 

課題名：歯原性腫瘍の発育における上皮間葉転換の関連タンパク質に関する研究 

承認番号：大歯医倫 第 110810号 

2) 

申請者：安田 典泰（歯学研究科 口腔外科学専攻 修了） 

課題名：口腔扁平上皮癌におけるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染と 

癌化に関する研究 

承認番号：大歯医倫 第 110813号 

3) 

申請者：安井 由香（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 3年生） 

課題名：アイトラッカーを用いて食品に対する嗜好が視線に及ぼす影響 

承認番号：大歯医倫 第 110859号 

4) 

申請者：中川 修佑（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 修了） 

課題名：ナノジルコニアを用いたコーヌスクローネ義歯による補綴修復 

承認番号：大歯医倫 第 110789号 

5) 

申請者：山本 真由（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 修了） 

課題名：アイトラッキングシステムを用いた顔貌写真に対する注視点分析 

承認番号：大歯医倫 第 110788号 

6) 

申請者：堤 義文（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 修了） 

課題名：インプラント補綴装置と隣接天然歯における歯間離開度の経時的変化について 

承認番号：大歯医倫 第 110772号 

7) 

申請者：金平 裕久美（口腔インプラント科 講師） 

課題名：歯科医師国家試験の合否に与える学生の背景要因の探索について 

承認番号：大歯医倫 第 110843号 
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8) 

申請者：松本 尚之（歯科矯正学講座 主任教授） 

課題名：成人女性の抜歯を伴う矯正治療による上下口唇軟組織の変化 

-Arnett分析による考察- 

承認番号：大歯医倫 第 110869号 

9) 

申請者：大下 修弘（歯科麻酔学講座 助教） 

課題名：経鼻挿管に伴う鼻咽頭、喉頭の損傷を最小限に抑える方法の検討 

承認番号：大歯医倫 第 110857号 

10) 

申請者：樋口 恭子（総合診療・診断科 講師） 

課題名：実験用口蓋床が発音に及ぼす影響-音声認識システムを用いた分析- 

承認番号：大歯医倫 第 110796号 

11) 

申請者：藤田 淳一（英語教室 准教授） 

課題名：歯科衛生士専門学校 1年次英語へのチェアサイド実習導入の効果に関する調査 

承認番号：大歯医倫 第 110908号 

12) 

申請者：藤田 淳一（英語教室 准教授） 

課題名：来日外国人の歯科に対する意識に関する調査 

承認番号：大歯医倫 第 110886号 

13) 

申請者：蒲生 祥子（歯科放射線学講座 講師） 

課題名：放射線照射および骨吸収抑制薬による顎骨への影響に関する画像的研究 

承認番号：大歯医倫 第 110915号 

 

5. 研究中止報告について 

1) 

申請者：堤 義文（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 修了） 

課題名：咬合支持の付与による顎位の安定が嚥下時喉頭挙上運動に及ぼす影響 

承認番号：大歯医倫 第 110831号 

2) 

申請者：吉江 啓（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 2年生） 

課題名：コア用コンポジットレジンと抜去歯との接着強さに低温大気圧 

プラズマ処理が与える影響 

承認番号：大歯医倫 第 110893号 
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3) 

申請者：吉江 啓（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 2年生） 

課題名：各種洗浄方法の違いが、唾液汚染された歯冠修復材料と装着材料 

との接着強さに与える影響 

承認番号：大歯医倫 第 110892号 

4) 

申請者：上村 優介（歯学研究科 高齢者歯科学専攻 大学院 3年生） 

課題名：高齢者のデンチャープラークの付着状態 

承認番号：大歯医倫 第 110863号 

 

6．倫理指針の一部改正に伴う対応について 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の一部改正に伴い、現在実施している 

研究に関して、修正・変更の必要がある。そのため、研究計画書等の文言修正を実施 

いただく。なお、倫理指針の一部改正について臨床研究実施者に理解しているかどう 

かの同意を得るため、誓約書の提出を義務付けた。 

7．臨床研究法成立について 

臨床研究法成立について副委員長より説明いただいた。 

8．その他報告事項 

次回委員会は2017年7月12日(水)に開催することとなった。 


