
 1 / 9 

 

2018 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：2018年 5 月 9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   竹村委員    ☐有田委員 

 辻林委員   要田委員   西堤外部委員  村上外部委員  

議事  

1．審査. 

1）受付番号 1----＜承認＞ 

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 

【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）受付番号 2----＜承認＞ 

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 

【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 

 

3）受付番号 3----＜承認＞ 

申請者：田中 昭男（大阪歯科大学歯科衛生士専門学校 校長） 

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 

【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
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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：寺本 賢史（歯学研究科 歯内治療学専攻 大学院 3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 

【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 

 

5）受付番号 5----＜承認＞ 

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 

【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----＜承認＞ 

申請者：竹内 摂（歯科保存学講座 助教） 

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 

【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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7）受付番号 7----＜承認＞ 

申請者：森本 伊視（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院 2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 

【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。 

 

8）受付番号 8----＜承認＞ 

申請者：本橋 具和（口腔外科学第二講座 助教） 

課題名：HA/PLLA複合体プレートの異なる固定法により下顎枝矢状分割術後の咬合時に生じる 

生体力学的解析 

【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。 

 

9）受付番号 9----＜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 

【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。 

 

10）受付番号 10----＜承認＞ 

申請者：田中 昭男（大阪歯科大学歯科衛生士専門学校 校長） 

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― 

【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 

 

11）受付番号 11----＜承認＞ 

申請者：小渕 隆一郎（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 
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【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 

 

12）受付番号 12----＜承認＞ 

申請者：松下 巧（口腔外科学第一講座 講師（非常勤）） 

課題名：歯原性腫瘍における転写共役因子 YAPの発現とその役割 

【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 

 

13）受付番号 13----＜承認＞ 

申請者：本田 義知（中央歯学研究所 准教授） 

課題名：唾液・口腔粘膜擦過組織に含まれる血管老化関連遺伝子の同定 

【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) 研究期間の再延長---≪申請取消≫ 

申請者：居波 薫（歯科矯正学講座 講師） 

課題名：外科矯正治療用咬合器を用いた顎変形症治療の予測について 

承認番号：大歯医倫第110820号 

 

2) 研究方法の変更、研究期間の再延長---≪承認≫ 

申請者：神田 龍平（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院3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 
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承認番号：大歯医倫第110894号 

【変更後の内容】 

・研究方法の変更、研究期間の再延長 

【修正点】 

申請書類の文言を加筆修正 

 

3．研究計画の変更について 

1) 研究責任者の変更、担当者の削除---《承認》 

申請者：秋山 広徳（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 

‐第 2報‐ 

承認番号：大歯医倫 第 110945号 

【変更後の内容】 

・研究責任者の変更、担当者の削除 

 

2) 研究期間の 1年延長---《承認》 

申請者：田中 順子（有歯補綴咬合学講座 准教授） 

課題名：全顎咬合印象採得時における印象材の三次元的様相 

承認番号：大歯医倫 第 110873号 

【変更後の内容】 

・研究期間の 1年延長 

 

3) 研究期間の 1年延長---《承認》 

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 

承認番号：大歯医倫 第 110926号 

【変更後の内容】 

・研究期間の 1年延長 

 

4) 研究期間の 1年延長---《承認》 

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：歯科衛生学初年時教育課程における Team-based learning（TBL）の学習意欲向上 

に及ぼす効果 

承認番号：大歯医倫 第 110895号 

【変更後の内容】 

・研究期間の 1年延長 
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5) 研究期間の 1年延長---《承認》 

申請者：池尾 隆（生化学講座 主任教授） 

課題名：高齢者における歯ブラシの使用効果 

承認番号：大歯医倫 第 110914号 

【変更後の内容】 

・研究期間の 1年延長 

 

6) 研究期間の 1年延長---《承認》 

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：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 1年延長 

 

7) 研究期間の 1年延長---《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４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】 

・研究期間の 1年延長 

 

8) 担当者の追加---《承認》 

申請者：中塚 美智子（医療保健学部口腔工学科 准教授） 

課題名：医療保健学部生のキャリアデザインに関する意識調査 

承認番号：大歯医倫 第 110935号 

【変更後の内容】 

・担当者の追加 

 

9) 担当者の所属・役職変更---《承認》 

申請者：中塚 美智子（医療保健学部口腔工学科 准教授） 

課題名：学修成果物を用いた口腔解剖学及び口腔組織・発生学における教育効果の検討 

承認番号：大歯医倫 第 110934号 

【変更後の内容】 

・担当者の所属・役職変更 
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10) 担当者の所属・役職変更---《承認》 

申請者：中塚 美智子（医療保健学部口腔工学科 准教授） 

課題名：口腔内清掃用具を用いた口腔内清掃効果の検討 

承認番号：大歯医倫 第 110947号 

【変更後の内容】 

・担当者の所属・役職変更 

 

11) 所属長・研究責任者の変更---《承認》 

申請者：森田 達（歯学研究科 高齢者歯科学専攻 大学院 3年生） 

課題名：嚥下力測定装置の開発 

承認番号：大歯医倫 第 110941号 

【変更後の内容】 

・所属長・研究責任者の変更 

 

12) 研究期間の 1年延長---《申請取消》 

申請者：居波 薫（歯科矯正学講座 講師） 

課題名：外科的矯正治療後における上気道形態の変化について 

承認番号：大歯医倫 第 110912号 

 

13) 所属長の変更、研究責任者の職名変更、研究担当者の追加・削除---《承認》 

申請者：真砂 彩子（歯学研究科 高齢者歯科学専攻 大学院 3年生） 

課題名：プロテアーゼ、過ギ酸、オゾン、甘草およびオキシ塩化ビスマスの口腔細菌に 

対する効果 

承認番号：大歯医倫 第 110864号 

【変更後の内容】 

・所属長の変更、研究責任者の職名変更、研究担当者の追加・削除 

 

14) 所属長の変更、研究責任者の職名変更、研究担当者の追加・削除、研究期間の 1年延長---《承認》 

申請者：真砂 彩子（歯学研究科 高齢者歯科学専攻 大学院 3年生） 

課題名：舌苔除去効果を有するプロテアーゼ含有ジェルの開発 

承認番号：大歯医倫 第 110841号 

【変更後の内容】 

・所属長の変更、研究責任者の職名変更、研究担当者の追加・削除、研究期間の 1年延長 
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4．研究終了報告書・研究成果報告書について 

1)  

申請者：永久 景那（歯学研究科 口腔インプラント学専攻 大学院修了） 

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 

2)  

申請者：岩佐 一弘（歯学研究科 歯科保存学専攻 大学院修了） 

課題名：炎症性サイトカインによる歯髄炎発症の解明 

承認番号：大歯医倫 第 110910号 

3)  

申請者：山内 伸浩（歯学研究科 歯周病学専攻 大学院修了） 

課題名：LED照射がヒト歯根膜幹細胞に及ぼす影響に関する研究 

承認番号：大歯医倫 第 110853号 

4)  

申請者：石川 敬彬（歯学研究科 口腔外科学専攻 大学院修了） 

課題名：口腔粘膜病変に対する 8-methoxypsoralenの細胞障害性についての検討 

承認番号：大歯医倫 第 110919号 

5)  

申請者：中山 雄司（歯学研究科 歯科矯正学専攻 大学院修了） 

課題名：iPS細胞由来間葉系幹細胞のヌードマウスへの移植 

承認番号：大歯医倫 第 110829号 

6) ※成果報告書のみ 

申請者：蒲生 祥子（退職済） 

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 

7) ※成果報告書のみ 

申請者：園本 美惠（小児歯科学講座 講師） 

課題名：乳歯外傷予防のための事故事例調査 

承認番号：大歯医倫 第 110911号 

8) ※終了報告書のみ 

申請者：森田 達（歯学研究科 高齢者歯科学専攻 大学院 3年生） 

課題名：嚥下力測定装置の開発 

承認番号：大歯医倫 第 110905号 
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9)  

申請者：渡辺 昌広（口腔外科学第二講座 非常勤研修医） 

課題名：口腔扁平上皮癌臨床サンプルにおける Nanog, CyclinD1, SOX2, SOX4, 

Oct3, E-cadherin, N- cadherin, Ets-1, MMP-9, HB-EGFの発現に対する検討 

承認番号：大歯医倫 第 110723号 

10)  

申請者：岡 隼人（英語教室 助教） 

課題名：大学生におけるスペリング力の実態調査 

承認番号：大歯医倫 第 110933号 

11)  

申請者：辰巳 浩隆（総合診療科 講師） 

課題名：音声認識システムを用いた高齢難聴患者へのコミュニケーション支援の確立 

承認番号：大歯医倫 第 110846号 

 

5．研究中止報告書について 

1)  

申請者：池内 慶介（歯学研究科 有歯補綴咬合学専攻 大学院 2年生） 

課題名：歯科用 CBCT を用いた咬合接触像の三次元解析 

承認番号：大歯医倫 第 110904号 

 

6．委員会開催日および申請書提出期限を掲載した年間スケジュールの 

学内掲示について 

研究者が計画的に研究実施申請書類を作成できるよう、医の倫理委員会の開催日と 

申請書類の提出期限を記載した年間スケジュールを学内へ掲示する旨、委員長より 

説明され、委員より承認いただいた。 

7．臨床研究法について（継続） 

   臨床研究法に該当する研究が出てきた場合の対応方法について病院運営委員会で決定 

することとなった。 

8．その他確認事項 

次回委員会は2018年7月11日(水)に開催することとなった。 


