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3．平成 17年度　各医師の同意取得件数
治験・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験）で提出された同意・説明文書について、平成
17年度分の調査を行いました。医師について、再同意、継続試験等の同意を除いた同意取
得件数の上位 7名は、下表のとおりとなりました。今年度も医師・コメディカルの方々の
ご協力をお願いいたします。

科名 職名 医師名 同意取得件数

麻酔科蘇生科 講師 溝渕　知司 先生 12

消化器内科 医員 中村　進一郎 先生 9

血液・腫瘍内科／呼吸器内科 医員 市原　英基 先生 7

血液・腫瘍内科／呼吸器内科 医員 金澤　聰 先生 7

消化器内科 助手 小林　功幸 先生 6

眼科 助教授 松尾　俊彦 先生 6

歯周科 助手 小柳津　功介 先生 6

岡山大学医学部・歯学部附属病院　治験センター主催

第 12回　治験説明会　～治験の適正かつ円滑な実施を目指して～
対象：本院の 医師・医療スタッフ および 近隣病院のスタッフ
日程：平成18年4月26日（水）
時間：午後5時30分～午後7時00分
場所：岡山大学　医学部・歯学部附属病院　第一臨床講義室
次第：
１．挨拶　（5分） 岡山大学医学部・歯学部附属病院 病院長　森田 潔
２．臨床試験の登録について　（15分）

岡山大学医学部・歯学部附属病院 治験センター　矢尾 和久
３．我国における新薬開発をより良くするために
　　－大学病院からみた治験の現状と問題点－　（60分）

浜松医科大学臨床薬理学教授　渡邉 裕司

当日、受付時に受講シールを交付いたします。多くの方のご参加をお願いします。

お知らせ

治験の質の向上を図るべく以下の方針を
掲げて活動し、さらに継続的な改善を行う。
 1. 質の高い治験を迅速かつ円滑に実施し、
  信頼性の高いデータを治験依頼者へ提供する。
 2. 治験実施率の向上を目指す。
 3. 組織全体に GCP 遵守の重要性を周知徹底する。
 4. 各部門で「目標」を定め、定期的に見直しを行う。

組織図



1．第 5回市民公開講座の開催報告
平成 18年 2月 23 日（木）岡山国際交流センターにて、第 5回市民公開講座「治験につい
てご存じですか－花粉症のお話－」（主催：治験センター、共催：（財）医療研修推進財団 治
験推進協議会）を開催いたしました。65名の一般市民の方が参加されました。

市民の方々にはアンケートに答えていただき、貴重なご意見をいただきました。
アンケートの回答は 43名から得られました。このうち治験について知っていた方は、16

名でした。この市民公開講座によって治験について、「理解出来た」「何となく理解できた」
と回答した方は 39名でした。また終了後、参加者の方から「治験について本当に詳しく理
解できた」「知らないことがたくさんあったので良かった」「治験に機会があれば参加してみ
たいと思う」「参加して大変良かった」「また参加したいと思う」「興味深い内容だったので
参考になりました」などの意見が寄せられました。
また、講演終了後に医師、薬剤師、ＣＲＣが参加者から個別に相談を受けつけました。そ

の中で、実際に治験に参加するにはどうすればよいか相談される方もいらっしゃいました。
この市民公開講座によって、参加者の方々の治験に対する理解が深まったものと思います。

今後も引き続き市民の方々に対する治験啓蒙活動の実施を計画しております。

2．平成 17年度　各科の治験受託・実施状況
平成16年度の治験・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験）の実施率（完了分）は73.0％で

した。また、各科別の治験受託・実施状況（平成 18年 3月 31日現在）は下表のとおりです。

科名 契約件数 契約症例数 実施症例数

消化器内科 10 109 80

血液・腫瘍内科／呼吸器内科 14 140 94

腎臓・糖尿病・内分泌内科／
ﾘｳﾏﾁ・膠原病・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科 15 74 38

精神科神経科 6 25 3

小児科 13 40 33

消化管外科／肝胆膵外科／小児外科 3 24 8

一般外科／呼吸器外科／
乳腺・内分泌外科 2 8 5

整形外科 2 12 2

皮膚科 3 6 5

泌尿器科 14 55 38

眼科 2 24 10

産科婦人科 2 14 10

麻酔科蘇生科 8 57 23

神経内科 8 66 36

脳神経外科 1 8 7

小児神経科 9 37 22

循環器内科 2 6 6

救急部 2 15 6

歯周科 1 12 9

永禮 CRC

「治験と治験コーディ
ネーター業務につい
て」とのテーマで、治
験がなぜ必要なのか？
CRC とは何かを説明
いたしました。

耳鼻咽喉科 岡野助教授

「花粉症とその予防、
治療について」とのテ
ーマで、病態・症状に
ついて、減感作療法等
の治療方法について、
今後の新しい治療法に
ついて説明していただ
きました。

会場の様子

参加者の方々は皆、真
剣に講演を聴いておら
れました。

受付風景

市民の方々の到着を待
つ当センターのスタッ
フ


