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 臨 床 研 究 実 施 計 画 書 
 

研究課題名   

顎顔面形態の差が心理的背景に及ぼす影響に関する検証 

                                    

 

1.  研究の背景並びに科学的合理性の根拠  

不正咬合には下顎前突（下顎が前方に出ている状態）や上顎前突（上顎が前方に出

ている状態）など様々な類型があり、噛めない、見た目が気になる等の理由で矯正歯

科を受診する患者は年々増加傾向にある。過去の報告による心理テスト結果から、噛

み合わせの異常を示す不正咬合は肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも自己認

識に影響を及ぼす（Santos et al., 2017）ことが知られている。また、不正咬合の程度は

状態不安、特性不安、抑うつ (Avila et al., 2012, Cunningham et al., 2000)、QOL (Lin et al., 

2018, Ashari et al., 2016, Jung 2015, Gavric et al., 2015 )との関連性が示唆されている。し

かし、自身のボディーイメージ（自分の体をどのように認識しているかという概念）

の客観的評価（数値化）が難しいため、どの程度の形態的または機能的な状態を改善

するために歯科治療を希望するのか、患者の心理的背景が十分に反映するための基準

を持たない。 

 

2.  研究の目的及び意義  

目的：本研究は健常者及び歯科を受診する患者のボディーイメージ（自分の体をどの

ように認識しているかという概念）および行動変容と実際の顎顔面形態・機能との関

連を明らかにすることを目的とする。 

研究の対象：研究の趣旨を理解し、同意の得られた矯正治療に対する希望がない全身

疾患を有しない健康なボランティアおよび歯科患者 

主要評価項目： QOL 尺度、パーソナリティー尺度、抑うつ尺度を含む心理状態の評価、

顎口腔機能に関する質問紙調査の実施。 

副次評価項目：顎顔面形態、顎口腔機能 

 

3.  研究対象（協力）者の選定方針  

研究の対象：矯正治療に対する希望がない全身疾患を有しない健康なボランティア

および既に矯正治療を受療し保定状態の患者並びに鹿児島大学病院矯正歯科を受診し

た患者のうち研究の趣旨を理解し、同意の得られた患者 

 

4.  研究の方法  

4.1.  研究デザイン  

【健常者群】：全身疾患を有しない健康な 18 歳以上のボランティアに心理検査、口

腔内診査および顎顔面形態の評価を実施する。これらの検査は、対象者に対して事前

に研究協力の同意説明を行い（説明内容は別紙を参照）、文書による同意を得る。  

【患者群（治療前群と治療後群）】：  

歯科矯正治療で行っている一般的な検査（形態検査、顎口腔機能検査）に加えて、心理検

査を実施し、医療行動とその背景にあるボディーイメージの関連を明らかにするものであ

る。これらの検査は、対象者に対して事前に研究協力の同意説明を行い（説明内容は別紙

を参照）、文書による同意を得る。  
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主要評価項目：  QOL 尺度、パーソナリティー尺度、抑うつ尺度を含む心理状態の評

価、顎口腔機能に関する質問紙調査の実施。  

副次評価項目：顎顔面形態、顎口腔機能  

 

4.2. 研究方法の詳細 

1）研究に用いる試料・情報について明記 

① 具体的な内容 

健常者群並びに患者群１（矯正治療終了群）：（本学実施分） 

   １）心理検査（質問紙調査）： 

心理検査（QOL 尺度、パーソナリティー尺度、抑うつ尺度等を含む心理状態

の評価 

２）口腔内および顔面形態の診査： 

咬合状態、現在歯数、むし歯、くさび状欠損の有無、歯の咬耗の程度、目視

による顎顔面形態の評価 

患者群：(鹿児島大学での実施分) 

１）心理検査（質問紙調査）・形態検査・顎口腔機能検査（初回評価）： 

・心理検査（QOL 尺度、パーソナリティー尺度、抑うつ尺度等を含む心理状

態の評価、顎口腔機能に関する質問紙調査の実施） 

・口腔内および顔面形態の診査 

咬合状態、現在歯数、むし歯、くさび状欠損の有無、歯の咬耗の程度、顔面

・口腔内写真およびパノラマエックス線写真、頭部エックス線規格写真、デ

ンタルエックス線写真および口腔模型を分析する。 

・顎口腔機能検査 

下顎運動、咀嚼筋活動、咬合力と咬合接触面積、安静時・咀嚼様運動時の唾

液量を計測する。 

２）診断･治療計画の立案：  

  1）の結果に基づいて、治療目標（ゴール）の設定と各治療法の利点と欠

点の説明を行い、治療方針を決定する。 

３）心理検査・形態検査・顎口腔機能検査の実施（再評価）： 

治療経過、治療終了時および保定 2 年時に心理検査（ボディーイメージ、自

尊心尺度、自己効力感尺度、行動変容尺度、学習スタイル尺度、QOL 尺度、 

パーソナリティー尺度、抑うつ尺度、ソーシャルサポート尺度等を含 

む心理状態の評価、顎口腔機能に関する質問紙調査の実施）および形 

態検査、顎口腔機能検査を実施し、初診時と比較して歯列や顎顔面形 

態の改善と心理状態の変化に関して再評価を行う。 

  収集する方法 

前向き研究：口唇口蓋裂など顔面に先天的な障害のある症候群を有さない 18

歳以上 70 歳未満の健常人（有歯顎者）を対象として、本学の学生ならびに

TOKIWA 健康フェスタに参加される方からボランティアを合計 200 名募る。性

差に関しては、各グループ男性と女性ともに 100 名（計 200 名）ずつ。 

また、2018 年以降の矯正療群並びに矯正歯科治療後群の一部に関しては、

ポスターもしくは歯科検診時に募集し、研究の趣旨を理解し、鹿児島大学の

矯正歯科で治療を受ける患者を 200 名対象としている（鹿児島大学臨床倫理

委員会にて承認済み、進行中）。 

 

既存資料を用いた後ろ向き研究： 2010 年から 2017 年までの鹿児島大学病院

矯正歯科外来で従来型検査(形態検査、顎口腔機能検査、心理検査)を用いて

矯正治療を行った患者さんの既存の検査結果・診療記録を集計する。 
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4.3.  研究期間  

総研究期間：神戸常盤大学研究倫理委員会承認日 ～  2022 年  3 月  31 日  

 

4.4. 目標対象数とその設定根拠 

健常者群： 

 症例数： 200 症例   

設定根拠：患者群と健常者群で比較するため、患者群と同等の症例数を設定し

た。  

患者群および対照群の合計： 

症例数：200 症例  

設定根拠： 1 年間にエッジワイス装置による矯正治療を開始する患者が約 60～ 70

名いるため、調査期間 3 年間を想定し、 70（人）×3（年）＝ 210（症例）とし

た。研究対象者の顎顔面形態や咬合異常のタイプにより、属性間の傾向を調査す

ること、また、データのばらつきが大きいことを考慮し、症例数を設定した。  

 

5. 予想される効果と副作用又は研究対象者に及ぼす不利益及びそれに対する対応と

これらの総合的評価 

5.1. 効果 

本研究により、矯正歯科治療を受ける患者の心理的背景と行動変容と顎顔面形態、

機能との関係を明らかにするシステムの構築により、患者の主訴をより効果的に改

善する矯正歯科治療の提供が可能となり、患者の QOL の向上に貢献する。 

 

5.2.  副作用又は研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスクとその対処法等 

本研究は、質問紙調査と検査記録 (形態検査・顎口腔機能検査 )および、診療記録

を基に行う。これらの検査は、この研究の趣旨を十分に説明し、同意を得た方のみ

に対して行うが、何らかの心理的侵襲を及ぼす可能性はある。そのため心理的侵襲

が疑われた際は直ちに中止し、被験者から除外する。 

 

5.3.重篤な有害事象が発生した際の対応 

本研究の目的は心理的背景と顎顔面形態や顎口腔機能との関連を明らかにするこ

とにあるが、対象者に加重な負担をかけると判断された際は直ちに心理検査を中止

する。 

 

5.4.研究によって生じた健康被害に対する補償について： 

  該当しない。 

 

6. 研究対象者への研究実施後における医療の提供に関する対応 

  該当しない。 

 

7. その他の治療法 

  該当しない。 

 

8. 研究対象者の健康等に関する重要な知見が得られる可能性とその取り扱い（偶発的

所見を含む） 

本研究の実施に伴い、研究対象者の健康に関する重要な知見が得られた場合に
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は、希望がある場合は研究対象者に説明する。 

 

9. 得られた試料・情報について 

9.1. 試料・情報の保管の方法 

検査データの解析は担当した歯科医師のみで解析し、守秘義務を徹底する。調査

結果は電子データ化し、ネットワークから隔絶された解析専用パソコンと盗難防止

機材、情報管理ソフトウェアを用いて、研究代表者及び研究分担者のみが知るパス

ワードを設定し、厳重に管理する。また、試料・情報の保管期間は 2032 年 3 月 31 日

（研究調査終了後 10 年）までとする。 

 

9.2. 試料・情報の廃棄の方法 

研究終了後、同意を得た資料は保管し、それ以外の個人情報を含む資料は、シュ

レッダーにより破砕するなどして廃棄する。 

 

9.3. 研究対象者等から同意を受ける時点では特定されない将来の研究のために用いら

れる可能性と想定される内容 

該当なし 

 

9.4. 研究対象者等から同意を受ける時点では特定されない他の研究機関に提供する可

能性と想定される内容 

該当なし 

 

10. 資金源等、関係機関との関係及び利益相反について 

10.1. 資金源 

・神戸常盤大学短期大学部学内予算（研究費名：テーマ別研究） 

ボランティアの心理検査費用は研究費で負担する。 

 

・鹿児島大学病院矯正歯科 講座研究費（教育研究基盤経費） 

鹿児島大学病院で矯正治療開始予定の患者に関しては、自費診療と保険診療

とを問わず矯正歯科治療と付随する検査は患者の負担とする。 

 

10.2. 関係機関との関係及び利益相反 

本研究は、上記 10.1.の研究費で実施する。本研究に対する企業等からの資金や利

便の提供は無いため、本研究において開示すべき利益相反はない。 

 

11.  研究に参加することで生じる経済的負担及び研究協力費の有無 

  該当なし 

 

12. モニタリング及び監査の実施体制及び実施手順 

本研究は、質問紙調査と矯正治療に付随する検査記録(形態検査・顎口腔機能検査 )

を基に行うため、モニタリング、監査ともに実施しない。 

 

13. インフォームド・コンセントを受ける手続き等 

13.1. インフォームド・コンセントについて 
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①  別紙のとおり説明文書に基づき、対象被験者に対し十分な説明を行い、十分な理

解が得られたうえで、研究の参加について原則患者自身に同意書に署名いただ

く。また、被験者が不利益を被ること無く随時同意を撤回できることについても

十分に説明する。 

 

②  承認後に矯正歯科治療を受診する患者について 

別紙のとおり説明文書に基づき、対象患者に対し十分な説明を行い、十分な理解

が得られたうえで、研究の参加について原則患者自身に同意書に署名いただく。ま

た、患者が不利益を被ること無く随時同意を撤回できることについても十分に説明

する。 

 

③既存の資料を用いる後ろ向き研究 

本研究は、患者個人への同意取得はしないが、鹿児島大学病院ホームページ上に

本研究の実施を公開し、研究対象者またはその代諾者が研究の対象になることを拒

否できる機会を保障する。 

 

13.2. 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合、その選定方針及び説明  

事項 

該当なし。 

 

13.3. 未成年者及びインフォームド・コンセントを与える能力を欠く成年者を研究対

象者とする場合、その理由 

未成年者の場合は本人に加えその保護者十分な説明を行い、十分な理解が得ら

れたうえで、研究の参加について原則患者自身に同意書に署名いただく。 

 

13.4. インフォームド・アセントを得る場合、その説明事項及び説明方法 

該当なし 

 

14. 個人情報の取り扱いについて 

  研究実施に係る情報を取扱う際は，研究独自の番号を付して管理し，研究対象者

の秘密保護に十分配慮する。情報を研究事務局等の関連機関に送付する場合はこの

番号を使用し，研究対象者の氏名，生年月日などの情報が院外に漏れないよう十分

配慮する。また，研究の結果を公表する際は，氏名，生年月日などの研究対象者を特

定できる情報を含まないようにする。研究の目的以外に，研究で得られた研究対象

者の試料・情報を使用しない。 

 

15. 研究に関する業務の一部を委託する場合の当該業務内容及び委託先の監督方法 

該当なし 

 

16. 研究対象者からの問い合わせへの対応 

研究責任者が誠意を持って対応する。 

 

17. 研究機関の長への報告内容及び方法 

① 実施計画の変更／必要に応じて随時 
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② 研究の進捗状況報告書について／毎年 3 月頃 

③ 研究終了報告書について／研究終了時 

④ その他「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守し、遅滞なく報

告する。 

 

18. 研究に関する情報公開の方法 

本試験の概要は神戸常盤大学ホームページ（http://www.kobe-

tokiwa.ac.jp/univ/section/oral_health/お知らせ欄）と鹿児島大学病院のホーム

ページ（http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/）で公開する。 

また，研究の成果を公表する際は，研究対象（協力）者を特定できないように対処

した上で公表する。 

 

19. 研究責任者 

神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科 

役職:教授 氏名 八木孝和 

〒653-0838 神戸市長田区大谷町 2-6-2 

TEL 078-611-1821 

E-mail t-yagi@kobe-tokiwa.ac.jp 

  

http://com4.kufm.kagoshima-/

