
平成 29年 11月 24日 

協議会申込者 各位 殿 

 三大学病院臨床研究・治験活性化運営委員会 

 

第 11 回 中国地区臨床研究・治験活性化連絡協議会 

開催のご案内 

 
拝啓 時下ますますご清祥のこことお慶び申し上げます。 

さて、この度、標記協議会を別紙１のとおり開催することとなりました。 

つきましては、ご多忙中のこととは存じますが、より多くの皆様のご参加をいただきますとともに、

広くご周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

日時：平成 30 年 1 月 6 日（土）13：00～17：30                    

会場：岡山大学鹿田キャンパス 臨床講義棟 2 階 臨床第 1 講義室 

 

なお、ご参加いただける場合は、以下のいずれかの方法でお申し込み下さい。 

 

■申し込み方法■ 原則 オンライン事前登録をご利用下さい。 

①オンライン事前登録 

 岡山大学病院治験推進部ホームページの『第 11 回中国地区臨床研究・治験活性化連絡協議会参加登

録はこちら』をクリックし、登録画面を立ち上げ必要事項を記入し、登録作業を行って下さい。 

※参加決定通知はご登録頂いたメール宛にお送りいたします。当日は、そのメール本文をプリントア

ウトのうえ、忘れずにご持参下さい。 

 

②FAX による申し込み 

 別紙 3 の参加連絡票に必要事項を記入の上、FAX にてご送付ください。 

 ※後日受領確認のメールと参加決定通知書を郵送致します。申し込み後 1 週間たっても受領確認メー

ルが届かない場合は、お電話でご連絡下さい。 

 

■申込締切■ 

会場の都合上、募集人数に達した時点で締め切らせていただきます。 

締切については、治験推進部ホームページにてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

   

■申込先・問合せ先■ 

岡山大学病院 新医療研究開発センター 治験推進部 

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町 2 丁目 5番 1 号 

TEL： 086-235-7534 FAX： 086-235-6505 

メールアドレス： chiken@okayama-u.ac.jp  担当：佐々木・大江 

 

 

 

mailto:chiken@okayama-u.ac.jp


第 11 回 中国地区臨床研究・治験活性化連絡協議会募集要項 

主催：岡山大学病院 新医療研究開発センター 治験推進部 

広島大学病院  総合医療研究推進センター 

山口大学医学部附属病院 臨床研究センター 

 

１．目 的 

 中国地区医療機関における治験実施体制の整備を促進し、治験活性化を図るため、臨床研究、治験、

IRB等を主題として研修を実施する。 

 

２．対象者 

 臨床研究を実施する医師等、医療機関・SMO に CRC 等として勤務する薬剤師、看護師等、IRB 委

員等、製薬会社等に勤務する CRA 等 

 

３．研修期間  

 平成 30 年 1 月 6日（土）13:00～17:30 

 

４．研修場所 

 岡山大学鹿田キャンパス 臨床講義棟 2 階 臨床第 1講義室 

 住所 岡山市北区鹿田町二丁目 5 番 1 号 

HPアドレス：https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_shikata.html 

※アクセスマップ 別紙２参照 

 

５．募集人数 

 200 名程度（会場の都合上、募集人数に達した時点で締切） 

 

６．研修費用 

 無料（但し、研修に要する旅費、交通費、宿泊費等については受講者負担となります） 

 

７．修了証 

 研修終了後、所定の条件を満たした受講者に参加証明書を交付します。 

 日本臨床薬理学会の認める研修会・講習会となります。 

IRB委員の教育研修としても利用できます。 

 

８．応募方法 

①オンライン事前登録 

 岡山大学病院治験推進部ホームページの『第 11 回中国地区臨床研究・治験活性化連絡協議会参加

登録はこちら』をクリックし、登録画面を立ち上げ必要事項を記入し、登録作業を行って下さい。 

 



②FAX による申し込み 

  別紙 3の参加連絡票に必要事項を記入の上、FAX にてご送付ください。 

FAX 086-235-6505 

※申込書は岡山大学病院 新医療研究開発センター 治験推進部のホームページから 

ダウンロードできます。（http://www.okayama-u.ac.jp/user/hos/ccr/） 

 

９．申込み・問合せ先 

岡山大学病院 新医療研究開発センター 治験推進部 

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目 5番 1 号 

          担当：佐々木・大江 

      TEL：（086）235-7534 FAX：（086）235-6505 

 

１０．募上の注意事項 

応募者多数の場合は、会場の都合上募集人数に達した時点で、締切りとさせて頂く場合があります

ので、あらかじめご了承ください。 

 

１１．研修プログラムの内容 

別紙１ 第 11 回中国地区治験拠点病院連絡協議会プログラム参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙１） 

第 11 回 中国地区臨床研究・治験活性化連絡協議会プログラム 

 
日時： 平成 30 年１月 6 日（土） １３：００～１７：３０ 
会場： 岡山大学鹿田キャンパス 臨床講義棟 2 階 臨床第 1 講義室 
主催： 岡山大学病院 新医療研究開発センター 治験推進部 
    広島大学病院 総合医療研究推進センター 
    山口大学医学部附属病院 臨床研究センター 
 
司会： 黒田 智（岡山大学病院） 
13:00-13:05（5 分）  開会挨拶 

         岡山大学病院 新医療研究開発センター 教授 四方 賢一 
 

[テーマ１] 拠点医療機関の取り組み（13:05～14:15） 
座長：梅本 誠治（広島大学病院） 

13:05～13:25（20 分） 当院における治験病床開設時の取り組みと現状 
（岡山大学病院 看護部 石川 貴子） 

13:25～13:45（20 分） CRCとして臨床研究の支援と管理に関わってみて 
ー研究計画書作成からモニタリングまでー 
（広島大学病院 総合医療研究推進センター 後藤 志保） 

13:45～14:05（20 分） 「治験関連文書の電磁化に向けた事務局業務の整備」について
（仮） 
（山口大学医学部附属病院 臨床研究センター 木村 直子） 

14:05～14:15（10 分） 質疑・応答 

 
[テーマ 2] 臨床研究法への対応を考える（14:15～:15:20） 

座長：古川 裕之（山口大学医学部附属病院） 

14:15～15:05（50 分） 臨床研究法～医療機関における課題と対応～ 
（北海道大学病院 臨床研究監理部 寺元 剛） 

14:05～15:20（15 分） 質疑・応答 

 
休憩（15:20～15:30） 
 

[テーマ 3] CRC 業務効率化の取り組み（15:30～17:25） 
座長：四方 賢一（岡山大学病院） 

15:30～16:20（50 分） 当院におけるCRC業務効率化の取り組み 
～治験全般の効率化と CRC マネジメント～ 
（長崎大学病院  臨床研究センター 鶴丸 雅子） 

16:20～16:40（20 分） 英語が苦手な CRC が「英語例文集」を作成してみました！ 
（広島大学病院 総合医療研究推進センター・薬剤部 宮井 
ふみ子） 

16:40～17:00（20 分） 当院における臨床研究支援範囲の見直し 
～“その業務”今後はいたしません～ 
（倉敷中央病院 臨床研究センター 中川 英子） 

17:00～17:25（25 分） 総合討論 

 
 
 17:25-17:30（5 分） 閉会挨拶 

広島大学病院 総合医療研究推進センター センター長 梅本 誠治 
 



（別紙２） 

＊ 岡山大学鹿田キャンパス アクセスマップ  ＊  

  

■岡山駅東口バスターミナルから「12」「22」「52」「62」「92」系統の岡電バスで 

「大学病院構内バス停」下車 

■岡山駅東口バスターミナル「4 番乗り場」から「2H」系統の岡電バスで「大学病院構内バス停」下車 

めぐりんHP 

■岡山駅前（ドレミの街前または高島屋入口）から循環バスで「大学病院入口」下車 

■岡山駅タクシー乗り場からタクシーで約 5～10 分 

■岡山駅前から「清輝橋」行き路面電車で 12分「清輝橋」下車 西へ徒歩 5～10分 

 

総合診療棟 

J ホール 



（別紙３） 

岡山大学病院 新医療研究開発センター 

治験推進部 行 

FAX：086-235-6505 

第 11回 中国地区臨床研究・治験活性化連絡協議会 

参加連絡表 

施設名： 

住  所：〒 

 

＊参加者の氏名、所属・職名、職種、連絡先（ダイアルイン）をご記入ください。 

氏
フリ

  名
ガナ

 所属・職名 職 種 連絡先 

  
□医師 □薬剤師 □看護師  

□検査技師      □事務 

□その他（           ） 

TEL :  

e-mail: 

  
□医師 □薬剤師 □看護師  

□検査技師      □事務 

□その他（           ） 

TEL :  

e-mail: 

  
□医師 □薬剤師 □看護師  

□検査技師      □事務 

□その他（           ） 

TEL :  

e-mail: 

  
□医師 □薬剤師 □看護師  

□検査技師      □事務 

□その他（           ） 

TEL :  

e-mail: 

 

＊ ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。 

 連絡先：〒700-8558 

             岡山県岡山市北区鹿田町二丁目 5番 1号 

             岡山大学病院 治験推進部 

         担当 佐々木・大江 

 TEL：（086）235-7534 FAX：（086）235-6505 

          E-mail：chiken@okayama-u.ac.jp   

参加希望者は、本紙をご返信ください。 


