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研究番号 1457 号 承認日 2021 年 11 月 15 日 

研究実施予定期間 承認後～2023 年 3 月 31 日 

 

情報公開文書  

１．研究課題名 
当院における亜鉛製剤の使用状況とその対象疾患の臨床症状の変化の

検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

必須微量元素「亜鉛」欠乏による臨床症状は、味覚障害・口内炎・皮

膚炎・脱毛・貧血など多岐に渡る。対象年度（2017 年以降を想定）に

おいて、当院にて血液検査項目「亜鉛」を測定した患者のうち、ポラ

プレジング（プロマック）あるいは酢酸亜鉛製剤（ノベルジン）を処

方した患者を抽出し、後方視的に臨床症状の変化について評価するこ

とを目的とする。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
石濱孝二・歯科口腔外科・部長・大阪警察病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
石本俊介・歯科口腔外科・医長・大阪警察病院 

5．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：院内 PCのみで操作する）□なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
・実施承認後 ～ 西暦 2023 年 3 月 31 日 

９．連絡先 
氏名：石本俊介     所属：歯科口腔外科      職名：医長 

PHS番号：       E-mail: 
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研究番号 1035 号 承認日 2019 年 6 月 11 日 

研究実施予定期間 承認後～2021 年 12 月 31 日 

 

情報公開文書  

１．研究課題名 がん患者の口腔内環境に応じた口腔ケアについて 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

口腔内環境の状態に応じた口腔機能管理方法について、術前術後患者

の効率的な口腔機能管理法を確立することを目的とする。細菌測定（パ

ナソニック製細菌カウンタ）、口腔水分計（ムーカス）を使用し、経日

的な口腔内環境の変化を調べ、効率的に口腔ケアを行えるよう調査す

る。 

 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

 

石濱 孝二 歯科・口腔外科 部長 大阪警察病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

 

田村 亜樹 歯科・口腔外科 歯科衛生士 大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉     〈共同研究の有無について〉 

□侵襲を伴う研究        □多施設共同研究 

□軽微な侵襲を伴う研究     ■当院のみの研究 

■侵襲を伴わない研究      □その他（          ） 

                 

〈介入について〉 

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント（アセント）について〉 

□必要 

■不要 

 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 ⇒ ・モニタリング実施者（           ） 

      ・監査実施者（               ） 

■不要 

６．研究分担者 

氏名・所属・職・所属機関 

皆木佐予、金沢佳代、江口栄里、武田千佳、森田莉央、山田彩世・歯

科・口腔外科・歯科衛生士 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科： 歯科口腔外  科 

  担当者：（氏名）田村 亜樹   （職名）歯科衛生士  

  連絡先：06-6771-6051  
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者

さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究

対象としませんのでお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生

じることはありません。 
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研究番号 1010 号 承認日 2019 年 4 月 9 日 

研究実施予定期間 承認後～2021 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書 

   

１．研究課題名 
化学療法患者における味覚障害の実態調査とノベルジン錠の有効

性の検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

化学療法における味覚障害の発生状況と食事に対する影響を検証し併

せて亜鉛補充療法として酢酸亜鉛水和物（ノベルジン錠）の味覚障害

に対する有効性、安全性及び食事に対する改善状況を検討する。  

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

石濱孝二・歯科口腔外科・部長・大阪警察病院 

 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

原崇之・歯科口腔外科・副医長・大阪警察病院 

 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

■軽微な侵襲を伴う研究 

□侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり  

（具体的な管理方法について：特定の PCを使用し、パスワードを用い

て管理する。） 

□なし 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科： 歯科口腔外  科 

  担当者：（氏名）原 崇之    （職名）副医長   

  連絡先：06-6771-6051  
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者

さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究

対象としませんのでお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生

じることはありません。 
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研究番号 817 号 承認日 2018 年 2 月 14 日 

研究実施予定期間 2018 年 1 月 1 日～2022 年 12 月 31 日 

 
情報公開文書  

 

１．研究課題名 疫学調査「口腔がん登録」 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

口腔がんの罹患患者数等正確なデータは存在しない。口腔がんに特化

した疫学調査を行う日本口腔外科学会および日本口腔腫瘍学会の登録

事業に参加する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 

古郷 幹彦・理事長・公益社団法人日本口腔外科学会 

中村 誠司・委員長・公益社団法人日本口腔外科学会口腔外科疾患調

査委員会 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
石濱 孝二・歯科口腔外科・部長・大阪警察病院 

５. 研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

□当院のみの研究 

■その他（日本口腔腫瘍学会） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

■必要 

□オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

■５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

■あり（具体的な管理方法：） 

□なし 

6．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：歯科・口腔外科 

  担当者：（氏名）石濱 孝二  (職名) 部長 

  連絡先：06-6771-6051  

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者

さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究

対象としませんのでお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生

じることはありません。 
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研究番号 405 号 承認日 2014 年 7 月 8 日 

研究実施予定期間 承認日～  

 
情報公開文書  

 

１．研究課題名 大阪警察病院における周術期口腔ケアの効果についての検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

平成 24年 4月から行っている、周術期口腔ケアの効果についてケア実

施群と未実施群とで種々の項目（入院日数や入院費、術後合併症発生

率や術後血液検査結果など）について比較・統計学的検討を行い、そ

の有効性について検討する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
石濱孝二 歯科・口腔外科 部長 大阪警察病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
石濱孝二 歯科・口腔外科 部長 大阪警察病院 

５. 研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

■新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり（具体的な管理方法：） 

■なし 

6．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：歯科・口腔外科 

  担当者：（氏名）石濱孝二 (職名) 歯科医師 

  連絡先：06-6771-6051  

※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者

さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究

対象としませんのでお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生

じることはありません。 

 


