
所属 氏名

1
歯科衛生士学校における水道水フロリデーションに関
する教育効果

神奈川歯科大学 荒川浩久 574

2
緩徐導入法のマスク使用方法の工夫により臭いを減
少させる研究調査

高度先進口腔医学講座 杉田武士 575

3 顔面非対称症例における片側ＳＡＲＭＥの適応 高度先進口腔医学講座 不島健持 576

4

日本におけるＮＡＦＬＤに関して、超音波エラストグラ
フィ（フィブロスキャン）とＦｉｂ４ｉｎｄｅｘを用いた、有病率
と線維化ステージ分布に関する多施設共同前向き観
察研究

横浜クリニック 結束貴臣 581

5
一般病棟で緩和ケアに携わる看護師のストレス　～
日本と豪州との比較検討による一考察～

短期大学部看護学科 寺門亜子 582

6
地域で暮らす人々の看護へのニーズ　～地域に根差
した看護基礎教育の在り方の検討に向けて～

短期大学部看護学科 寺門亜子 583

7 看護師の防災意識及び知識調査と介入、その結果 看護科 山本　潤 584

8 錠剤の直径と姿勢による嚥下状態への影響 全身管理医歯学講座 飯田貴俊 585

9
ｃＮＯ舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察
研究

顎顔面病態診断治療学講座 岩渕博史 589

10
外来化学療法を受けながら生活する若年の女性がん
患者の子育ての体験

短期大学部看護学科 池谷理江 590

11
歯科用印象材に付着した細菌の消毒薬による除去効
果について

高度先進口腔医学講座 平嶺浩子 592

12
小児の口腔機能発達と身体組成および身体機能の
関連性に関する研究

口腔統合医療学講座 浅里　仁 594

13 オーラル・フレイルの早期発見のための実態調査 短期大学部歯科衛生学科 星野由美 595

14
口腔原発線維増殖性病変における免疫組織化学的
検討

口腔科学講座 槻木恵一 596

15
キセノン光線星状神経節近傍照射の治療補助効果
の検討

全身管理医歯学講座 黒田英孝 597

16
歯学部生を対象とした成績及びうつに影響する要因
の解明

総合教育部 李　正姫 599

17 全身性疾患への影響を考慮した新たな歯周病重症度検査項目の策定口腔統合医療学講座 両角俊哉 602

18
顎口腔領域の形質（性質や特徴）に関与する遺伝子
の探索

口腔統合医療学講座 山口徹太郎 603

19 歯の移動に係るエピジェネティクス解析 口腔統合医療学講座 山口徹太郎 604

20 顎顔面外科手術に係るエピジェネティクス解析 口腔統合医療学講座 山口徹太郎 605

21 病棟における手指衛生実施率向上のための取り組み 附属病院看護科 山本　潤 607

22
歯列模型三次元デジタル画像を用いた歯槽部の成長
発育に関する経年的研究

高度先進口腔医学講座 川合暢彦 608

23
臨床実習にあたっての学生の意識とその変化に関す
る研究

口腔統合医療学講座 浅里　仁 609

24
高齢者施設における入所者の口腔細菌叢の解析と
肺炎との関連についての研究

口腔科学講座 槻木恵一 610

25
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

附属病院薬剤科 山崎勇輝 611

26
閉経関連泌尿器性器症候群Genitourinary syndrome
of menopause(GSM)の診断におけるMRI分析

客員教授 奥井伸雄 612

27
認知症に影響を受ける唾液中代謝物質の探索の研
究

口腔統合医療学講座 川西範繁 613

28
nASH由来肝がん発症と歯周病および歯周病源細菌
の関連についての研究

全身管理医歯学講座 飯田貴俊 614

29
若年者の後天共同性内斜視とデジタルデバイスの使
用の関連に関する多施設前向き研究

横浜クリニック 市邉義章 617

30
歯科保健指導を伴う成人歯科健診による歯科および
医科医療費抑制に向けた検討

災害医療・社会歯科学講座 持田悠貴 620

課題名
実施責任者 承認

番号
NO

2019年度 研究倫理審査結果



31
看護学生の職業アイデンティティ基盤形成に向けた
教育方略について～映像による看護モデルとの出会
いを通した学習教材の検討～

短期大学部看護学科 寺門亜子 621

32
歯周病の罹患状態を反映するアンケート調査法の
検討

口腔統合医療学講座 青山典生 622

33
NASH由来肝がん発症と歯周病および歯周病源細菌
の関連についての研究

口腔統合医療学講座 三辺正人 624

34
摂食嚥下機能評価の際に、炎症マーカーの測定を行
うべきかどうかの判断基準の作成

全身管理医歯学講座 飯田貴俊 625

35
ICTを利用した訪問摂食嚥下診療教育プログラムの
開発

全身管理医歯学講座 飯田貴俊 627

36
物忘れ外来受診者における高齢者てんかん患者の
割合とスクリーニングツールの精度に関する検討

認知症・高齢者総合内科 眞鍋雄太 631

37
近赤外線分光法を用いた矯正治療時の不快感に対
する客観的評価法の検討

口腔統合医療学講座 大塚剛郎 632

38
Parkinson病患者の歯科的な対応に関する後方視的
研究

全身管理医歯学講座 森本佳成 633

39
神奈川歯科大学附属病院小児歯科外来における実
態調査

口腔統合医療学講座 大谷茉衣子 634

40
神奈川歯科大学附属病院小児歯科における口腔外
傷を主訴とした初診患者の実態調査

口腔統合医療学講座 中村州臣 635

41 歯数、歯の形態に関するヒトゲノム解析 口腔統合医療学講座 山口徹太郎 636

42
高齢者施設における職員の口腔細菌叢の特徴と高
齢者への影響についての観察研究

口腔科学講座 槻木恵一 637

43
口腔の健康をはじめとした生活スタイル改善による循
環器疾患予防への調査研究

口腔統合医療学講座 青山典生 638

44
シミュレーション教育を用いた看護技術の統合演習の
評価

短期大学部看護学科 石川徳子 639

45
顎顔面外科手術による咬合状態の変化が顎口腔機
能に与える影響：ｆMRIによる検討

口腔統合医療学講座 大塚剛郎 640

46 コーンビームCT画像による顎口腔領域の形態計測 口腔統合医療学講座 山口徹太郎 641

47
知識、思考、技術の統合を目指す効果的なシミュレー
ション演習方法の検討　―観察者の有無による学び
の様相および緊張度の相違－

短期大学部看護学科 吉田真里子 643

48
看護学生と歯科衛生学生の食行動に関する実態
調査

短期大学部歯科衛生学科 片岡あい子 644

49
唾液腺腫瘍の組織診断におけるEn1転写因子の有用
性に関する研究

口腔科学講座 窪田展久 645

50 経年資料を用いた成長予測の試み 口腔統合医療学講座 山口徹太郎 646

51 歯の萌出不全に関する遺伝子解析 口腔統合医療学講座 山口徹太郎 648

※新規研究を許可した課題のみ掲載


