
プログラム
第1日目　2020年2月14日（金）

第1会場（国際医療福祉大学　東京赤坂キャンパス　1・2F 講堂）

 9:00〜9:10       開会式

 9:10〜10:40      シンポジウム 1

これからの臨床研究（GCP renovationを踏まえて）
オーガナイザー：  吉田　浩輔     株式会社リニカル　育薬事業部

座長：  山口　拓洋     東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター
           宮路　天平     東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座

S1-1          これからの臨床研究のデータ収集方法とデザイン
                    宮路　天平     東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座

S1-2          臨床試験の新たな動き　テクノロジーの活用とバーチャルトライアル
                    氏原　真美     IQVIAサービシーズジャパン株式会社　臨床開発事業本部　イノベーションオフィス

S1-3          新しい臨床試験の実施に向けて（ペイシェント・インサイトとテクノロジー）
                    北村　篤嗣     ファイザーR＆D合同会社　クリニカルオペレーション統括部

S1-4          臨床研究における Re-engineering
                    徳増　裕宣     大原記念倉敷中央医療機構　臨床研究支援センター／リアルワールドデータ株式会社

 10:45〜11:45     特別講演 1
座長：  吉田　浩輔     株式会社リニカル　育薬事業部

SL1          希少疾病を対象とした医薬品開発の現状と課題
                    小牧　宏文     国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター

 11:55〜12:55     ランチョンセミナー 1
座長：  滝口　裕一     千葉大学医学部附属病院　腫瘍内科

          LS-1         Cancer Immunity Cycleから考える免疫チェックポイント阻害剤の作用機序と
安全性対策について

                    北野　滋久     がん研究会有明病院　先端医療開発センター　がん免疫治療開発部

共催：中外製薬株式会社



 13:40〜15:10     シンポジウム 4

臨床研究におけるAIの活用（第4次産業革命）
オーガナイザー・座長：吉田　浩輔 株式会社リニカル　育薬事業部

須崎　友紀 武田薬品工業株式会社　ジャパンメディカルオフィス

S4-1          Unlocking data for healthy living
                    山本精一郎     世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター／国立がん研究センターがん対策情報
                                                     センター

S4-2          疾患・創薬研究におけるデータベースとAI活用
                    水口　賢司     医薬基盤・健康・栄養研究所 AI健康・医薬研究センター／大阪大学　蛋白質研究所

S4-3          医療・創薬におけるAIの現状と可能性
                    奥野　恭史     京都大学大学院医学研究科　ビッグデータ医科学分野

 15:20〜16:20     特別講演 2
座長：  山本　晴子     国立循環器病研究センター　臨床研究管理部

          SL2          Investigator Supervision of Staff and External Individuals-Parties: ICH
GCP E6 R2 Requirements and How to Implement the Requirements

                    Liz Wool       Wool Consulting Group, Inc.

 16:25〜16:55     総会

 17:00〜18:50     シンポジウム 7

特定臨床研究の動向と今後の円滑な運営に向けての課題について
オーガナイザー：  樽野　弘之     第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／東京理科大学薬学部

座長：  村山　敏典     金沢大学附属病院　先端医療開発センター／臨床開発部
           樽野　弘之     第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／東京理科大学薬学部

S7-1          臨床研究法について
                    西川　玄希     厚生労働省　医政局　研究開発振興課

S7-2          臨床研究法運用上の問題点と対策
                    中村　健一     国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　研究企画推進部

S7-3          京都大学医学部附属病院における臨床研究法への対応
                 ー研究者支援と医療機関としての研究管理ー
                    笠井　宏委     京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター

S7-4          臨床研究法施行後の課題と対応 〜製薬企業の立場から〜
                    浅井　　洋     アステラス製薬株式会社　メディカル推進部



第1日目　2020年2月14日（金）

第2会場（国際医療福祉大学　東京赤坂キャンパス　3F E301（多目的ホール））

 9:10〜10:40      シンポジウム 2

リサーチ・サイエンティストのコンピテンシーとリサーチ・チーム・ビルディング
オーガナイザー：  岩崎　幸司     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター

座長：  松嶋由紀子     慶應義塾大学病院　臨床研究推進センター
           岩崎　幸司     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター

S2-1          多施設共同研究のチームビルディング
                    土肥　智晴     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター

S2-2          臨床試験におけるチームのマネジメント〜臨床試験業界と臨床医の住む世界〜
                    鈴木　　昌     東京歯科大学　市川総合病院　救急科

S2-3          医師主導治験におけるスタディマネジャーの役割
                    笠井　宏委     京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター

S2-4          創薬支援からみたリサーチサイエンティスト像
                    知場　伸介     日本医療研究開発機構　創薬戦略部　創薬企画・評価課

 13:40〜15:10     シンポジウム 5

実践シンポジウム：研究費の取り方
オーガナイザー・座長：全田　貞幹 国立がん研究センター中央病院　支持療法開発センター

S5-1          研究費申請書作成のTips & Pitfalls
                    福田　治彦     国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　データ管理部

S5-2          研究申請書はどう読まれ、評価されるか
                    佐野　　武     がん研究会有明病院／AMED革新的がん医療実用化研究事業プログラムオフィサー

S5-3          資金獲得ことはじめ：新規治療実装の第一歩としての研究資金獲得の実際
                    華井　明子     国立がん研究センター

 15:20〜16:20     特別講演 4
座長：  樽野　弘之     第一三共株式会社／東京理科大学薬学部

          SL4          科学をわかりやすく伝えるためには　〜テレビ番組制作の視点から〜
                    村松　　秀     株式会社NHKエンタープライズ　制作本部　番組開発



 17:00〜18:50     シンポジウム 8

医師主導治験におけるつまずき先生　〜俺みたいになるな!!〜
オーガナイザー：  鈴木　啓介     国立長寿医療研究センター　治験・臨床研究推進センター 治験・臨床研究推進部
                          小居　秀紀     国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター　情報管理・解析部

座長：  小林　史明     株式会社CTD
              鈴木　啓介     国立長寿医療研究センター　治験・臨床研究推進センター 治験・臨床研究推進部

S8-1          試験計画でつまずいた医師主導治験の経験
                    朝倉　正紀     兵庫医科大学　循環器・腎透析内科

S8-2          評価項目の設定でつまずいた医師主導治験の経験
                    勝野　雅央     名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科学

S8-3          支援した医師主導治験においてつまずいた事例の紹介
                    山本　　学     日本医師会　治験促進センター

S8-4          薬事規制当局の立場からみた医師主導治験へのアドバイス
                    伊熊　睦博     医薬品医療機器総合機構　新薬審査第一部



第1日目　2020年2月14日（金）

第3会場（国際医療福祉大学　東京赤坂キャンパス　3F E302・E303（講義室1・2））

 9:10〜10:40      シンポジウム 3

プログラム医療機器の開発
オーガナイザー：  鈴木　由香     東北大学病院　臨床研究推進センター

座長：  村垣　善浩     東京女子医科大学　先端生命医科学研究所　先端工学外科学分野
           鈴木　由香     東北大学病院　臨床研究推進センター

S3-1          基調講演：プログラム医療機器の薬事規制
                    加藤健太郎     医薬品医療機器総合機構　医療機器審査第一部

          S3-2          ベンチャー企業の立場から、医療機器プログラム開発の試みとそのハードルにつ
いて

                    桐山　瑶子     株式会社MICIN

S3-3          開発企業の立場から
                    北條　芳治     カシオ計算機株式会社

S3-4          プログラム医療機器の開発　臨床現場から
                    村垣　善浩     東京女子医科大学　先端生命医科学研究所　先端工学外科学分野

S3-5          開発支援の立場から
                    大塚　佑基     東北大学病院　臨床研究推進センター　開発推進部門

総合討論
                    池田　浩治     東北大学病院　臨床研究推進センター

 11:55〜12:55     ランチョンセミナー 2

文書管理システム活用による治験、特定臨床研究等の品質管理向上と効率化
座長：  樽野　弘之     第一三共株式会社／東京理科大学薬学部

LS-2-1       GCP renovation時代の新たな治験実施に向けた取り組み
               〜治験環境整備とQMSの構築を中心に
                    松山　琴音     日本医科大学　医療管理学／学校法人日本医科大学研究統括センター

LS-2-2       製薬企業におけるAgatha（eTMF及び課題管理）活用事例
                    池崎　友美     キッセイ薬品工業株式会社　開発推進部　臨床管理室　臨床管理グループ

共催：アガサ株式会社



 13:40〜15:10     シンポジウム 6

リアルワールドデータ（RWD）の薬事制度下での利活用〜治験対照群、製造販売後
安全性監視に資するリアルワールドデータ（RWD）とは？〜

オーガナイザー・座長：小居　秀紀 国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター　
                                                               情報管理・解析部

鹿野　真弓 東京理科大学薬学部　医療薬学教育研究支援センター

S6-1          疾患レジストリの利活用に対する取組み
                    西岡　絹恵     医薬品医療機器総合機構　新薬審査第三部

S6-2          AMED「CIN構想の加速・推進を目指したレジストリ情報統合拠点の構築」
               事業班の取り組み
                    泉　　和生     国立国際医療研究センター　臨床研究センター

S6-3          AMED「患者レジストリデータを活用した、臨床開発の効率化に係る
               レギュラトリーサイエンス研究」研究班の取り組み
                    柴田　大朗     国立がん研究センター　研究支援センター　生物統計部

S6-4          医薬品開発・安全性監視におけるReal World Dataの薬事制度下での活用
               ―製薬企業の取り組み―
                    石井　　学     田辺三菱製薬株式会社　育薬本部　データサイエンス部　データサイエンスグループ／
                                                     日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　臨床評価部会

 17:00〜18:50     シンポジウム 9

世界と未来のデータサイエンス
オーガナイザー・座長：山口　拓洋 東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター

宮路　天平 東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座

S9-1          データマネジメントの現状と課題
                    宮路　天平     東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座

S9-2          Introduction to Society for Clinical Data Management (SCDM)
                    Reza Rostami  Duke Clinical Research Institute, Duke Medical Center

S9-3          データマネジメントの教育とキャリアパス
                    髙田　宗典     東北大学病院　臨床試験データセンター

S9-4          クリニカルデータマネジメントの未来
                    柴田　康晴     MSD株式会社　グローバル研究開発本部　クリニカルオペレーション領域　
                                                     クリニカルデータマネジメント部

S9-5          The future of Data management -Aiming to the next generation data manager-
                    Meredith Zozus University of Texas Health Science Center at San Antonio

共催：Society for Clinical Data Management/東京大学大学院医学系研究科臨床試験データ管理学講座



第2日目　2020年2月15日（土）

第1会場（国際医療福祉大学　東京赤坂キャンパス　1・2F 講堂）

 8:30〜9:00       委員会報告

 9:00〜10:30      シンポジウム 10

品質マネジメントシステムの実装に向けて
〜他者の経験に学ぶ、品質マネジメントシステムのコツ〜

オーガナイザー・座長：津田　達志 大日本住友製薬株式会社　開発統括部
氏原　　淳 北里大学北里研究所病院　臨床研究適正運用管理室

S10-1        品質マネジメントシステムのコツ
               〜臨床試験の実施状況から医療機関側として思うこと〜
                    小林　典子     日本臨床試験学会　認定制度部会／ACRP教育研修委員会

S10-2        品質マネジメントシステムのコツ
               〜少人数スタッフの医療機関でも行えること〜
                    村尾　知彦     東北臨床研究審査機構

S10-3        品質マネジメントシステムのコツ
               〜初めの一歩を踏み出すために〜
                    池原　由美     琉球大学医学部附属病院

S10-4        品質マネジメントシステムのコツ
               〜CRAの立場としての経験を通して思うこと〜
                    森　　泰治     株式会社メドファーマ　臨床開発部

S10-5        米国Cleveland ClinicにおけるQMSの取り組み
                    倉持　由喜     Cleveland Clinic Heart and Vascular Institute Research

 10:35〜11:35     特別講演 3
座長：  山本　洋一     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター

SL3          研究倫理指針はどう変わるか
                    田代　志門     東北大学大学院文学研究科　社会学専攻分野

 13:30〜14:30     会長講演
座長：  小居　秀紀     国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター　情報管理・解析部

          PL-1         人生の歩み（営業、開発、研究所、人事、総務、教育、MA)、GCPパスポートと
臨床研究法、今後の人生

                    樽野　弘之     第一三共株式会社／東京理科大学薬学部

PL-2         臨床研究の七転八起と医療の未来
                    吉田　浩輔     株式会社リニカル



 14:40〜16:30     シンポジウム 12

CRB審査が上手く行く工夫を教えて！
オーガナイザー：  中村　健一     国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　研究企画推進部

座長：  山下　紀子     国立がん研究センター　研究支援センター
           佐藤　典宏     北海道大学病院　臨床研究開発センター

S12-1        臨床研究中核病院におけるCRBの運営と審査意見業務
                    神山　圭介     慶應義塾大学病院　臨床研究監理センター

S12-2        地方大学におけるCRB事務局の立場から〜CRB審査を円滑に進めるために〜
                    丸本　芳雄     山口大学医学部附属病院　臨床研究センター

          S12-3        日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology Group：JCOG）に
                       おけるCRB審査申請の工夫

                    江場　淳子     国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　JCOG運営事務局

S12-4        多施設共同研究における臨床研究法への対応
                    齋藤　明子     国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター　臨床疫学研究室

 16:30〜16:40     閉会式



第2日目　2020年2月15日（土）

第2会場（国際医療福祉大学　東京赤坂キャンパス　3F E301（多目的ホール））

 9:00〜10:30      シンポジウム 11

ICH統計ガイドライン「臨床試験における統計的原則」って知っていますか？　
〜非統計家も共有すべき統計的原則〜

オーガナイザー：  大庭　幸治     東京大学大学院　情報学環
座長：  大庭　幸治     東京大学大学院　情報学環

              山口　拓洋     東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター

S11-1         ICH統計ガイドラインの概説
                    大庭　幸治     東京大学大学院 情報学環

S11-2         ICH統計ガイドライン補遺の概説
                    菅波　秀規     興和株式会社 医薬事業部 医療用医薬臨床開発統括部 臨床解析部

 14:40〜16:30     シンポジウム 13

モニターとデータマネジャーがモニタリングプランを語り合う
オーガナイザー：  松嶋由紀子     慶應義塾大学病院　臨床研究推進センター
                          岩崎　幸司     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　臨床研究センター
                          山口　拓洋     東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野／東北大学病院臨床試験データセンター

座長：  松嶋由紀子     慶應義塾大学病院　臨床研究推進センター
           髙田　宗典     東北大学病院臨床試験データセンター



第2日目　2020年2月15日（土）

第3会場（国際医療福祉大学　東京赤坂キャンパス　3F E302・E303（講義室1・2））

 9:00〜10:24      優秀演題口頭発表 1
座長：  鶴田　敏久     名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　先端医療・臨床研究支援センター

                            佐々木哲哉     昭和大学病院　臨床試験支援センター

          O1-1         患者・家族に渡す自記式調査票を施設担当医に送付するタイミングの改善による
回収率の向上：小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第II相
および第III相臨床試験（ALL-B12）の経験

                    佐藤　伊織     東京大学　QOL研究センター／東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学専攻
                                                     家族看護学分野

O1-2         臨床研究センターと看護部臨床研究委員会間での臨床研究相談・支援体制の構築
                    鵜山　美樹     奈良県立医科大学附属病院　臨床研究センター

          O1-3         統計学的有意差が示されなかった非劣性試験の報告及び解釈に関するシステマテ
ィックレビュー

                    伊藤　知洋     東京大学大学院　学際情報学府

O1-4         分子ロボティクスを用いた分子人工膵島細胞開発の現状と倫理的課題
                    小長谷明彦     東京工業大学

O1-5         製薬企業の資金(おかね)で実施する臨床研究の倫理審査に関する対応について
                    構木　泰信     山口大学医学部附属病院　臨床研究センター

          O1-6         臨床研究法下で実施する多施設共同研究におけるRPA（Robotic Process
Automation）を用いた研究代表医師業務の効率化の検討 〜日本臨床腫瘍研究
グループ（JCOG）の取り組み〜

                    辻　　典子     NPO法人　がん臨床研究機構　JCOGデータセンター／運営事務局

          O1-7         東北大学病院臨床試験データセンターでの個別試験に対するQuality
Management System構築経験の分析

                    嶋田　　南     東北大学病院　臨床試験データセンター



 10:35〜12:00     特別シンポジウム

ICH E19ガイドラインの現状と期待
オーガナイザー・座長：酒井　弘憲 日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエンス部会／エーザイ株式会社

藤原　正和 日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエンス部会／塩野義製薬株式会社

SS-1          ICH E19ガイドラインの作成経緯
                    酒井　弘憲     日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエンス部会　2019年度継続タスク
                                                     フォース4／エーザイ株式会社

SS-2          ICH E19ドラフトガイドラインの概要
                    渡部ゆき子     日本製薬工業協会　ICH E19専門家作業部会／中外製薬株式会社

SS-3          選択的安全性データ収集の事例紹介
                    田中　理砂     日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　データサイエンス部会　2019年度継続タスク
                                                     フォース4／旭化成ファーマ株式会社

SS-4          アカデミアの立場から考えるICH E19ガイドライン
                    小出　大介     東京大学大学院医学系研究科　生物統計情報学講座

 12:20〜13:20     ランチョンセミナー 3
座長：  大橋　靖雄     中央大学理工学部　人間総合理工学科

LS-3         「白血病を知ろう」〜白血病の診断、治療の進歩、新たな時代の幕開け〜
                    堺田惠美子     千葉大学医学部附属病院　血液内科

共催：第一三共株式会社

 14:40〜16:30     シンポジウム 14

日本におけるCRCとCRAの教育研修
オーガナイザー：  長尾　典明     日本臨床試験学会　認定制度委員会／ACRP教育研修委員会

座長：  小林　典子     日本臨床試験学会　認定制度部会／ACRP教育研修委員会
              長尾　典明     日本臨床試験学会　認定制度委員会／ACRP教育研修委員会

                    事前アンケート結果の報告

S14-1           日本臨床試験学会の各認定制度のあゆみと今後の課題
                    樽野　弘之     第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／東京理科大学薬学部

S14-2        がん臨床研究専門職のための専門教育
                    齋藤　裕子     JSCTR認定制度委員会がん臨床研究専門職認定制度部会／MSD株式会社オンコロジー
                                                     サイエンティフィックアフェアーズ

S14-3        ACRP認定制度からCRCの教育研修のあり方を考える
                    稲吉美由紀     国立成育医療研究センター

S14-4        モニター合同研修会
                    松本　　一     株式会社新日本科学PPD 教育研修



第2日目　2020年2月15日（土）

第4会場（国際医療福祉大学　東京赤坂キャンパス　3F E304（講義室3））

 9:00〜10:24      優秀演題口頭発表 2
座長：  堀田　和男     愛知医科大学病院　臨床研究支援センター

                                   山原　有子     がん研究会有明病院　臨床研究開発センター

          O2-1         100% Source Data VerificationによるOn-site Monitoringと比較した
Remote Risk-based Monitoringの有用性の検討

                    山田　　修     東北大学大学院医学系研究科　医学統計学分野

          O2-2         Risk Based Monitoring実施に向けたセントラルモニタリング定期報告書の活
用可能性に関する報告

                    竹森　幸子     長崎大学病院　臨床研究センター

O2-3         異分野融合型シーズの類型化
                    角　栄里子     京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター　医療開発戦略部

          O2-4         米国国立がん研究所（National Cancer Institute, NCI）監査ガイドラインに基
づいた監査指摘から考察する、日本におけるNCI主導臨床試験実施の注意点と
品質管理

                    梶本　裕介     神奈川県立産業技術総合研究所　グローバルヘルスリサーチコーディネーティングセンター／
                                                     東京大学大学院薬学系研究科　医薬政策学

O2-5         競合リスクが存在するランダム化臨床試験におけるサンプルサイズ設計
                    栗原　　望     京都大学大学院医学研究科　臨床統計家育成コース

          O2-6         医師主導治験に係るデータマネジメント、症例及びデータの取り扱いに関する解
説資料、手順書・計画書雛形の作成

                    小居　秀紀     国立精神・神経医療研究センター トランスレーショナル・メディカルセンター

O2-7         PLS回帰による本邦AROのリソースと成果の関連分析
                    戸高　浩司     九州大学病院　ARO次世代医療センター



ポスター発表　プログラム
奇数：2020年2月14日（金）　13:05〜13:35
偶数：2020年2月15日（土）　11:40〜12:10

ポスター会場（国際医療福祉大学　東京赤坂キャンパス　3F 体育館）

 ポスター発表　治験／製造販売後臨床試験

          P-01          治験関連情報の一元管理を可能とする治験管理システムの開発
               〜被験者情報登録システムと治験業務データベースのWEBアプリケーションの
               開発〜
                    平島　　学     国立長寿医療研究センター　治験・臨床研究推進センター

P-02          治験総括報告書で報告が求められる重要な逸脱の多施設共同調査
                    叶　　　隆     福島県立医科大学附属病院

P-03          当院における治験の品質向上に向けた取り組み
                    永翁　尚美     国立病院機構　九州医療センター　臨床試験支援センター

          P-04          患者申出療養制度の認知度について（第2報）：臨床試験支援担当者における検討
                    桒原　佳宏     京都大学医学部附属病院　相談支援センター

          P-05          中枢性神経障害性疼痛患者を対象としたミロガバリン第3相試験における主要な
estimandと解析計画

                    菊森久仁佳     第一三共株式会社　データサイエンス部　生物統計グループ

P-06          ミロガバリン第3相試験における感度分析と補足的解析の結果
                              －糖尿病性末梢神経障害性疼痛患者および帯状疱疹後神経痛患者を対象としたプ

ラセボ対照二重盲検比較試験－
                    大和田章一     第一三共株式会社　データサイエンス部　生物統計グループ

          P-07          医薬品開発における「承認取得品目データベース」及び「国際共同治験を含む臨
床データパッケージの詳細調査」の利活用

                    中村　太樹     日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　臨床評価部会　継続課題対応チーム10

P-08          多重共線性を考慮した統計解析手法の食行動データへの応用
                    渡邊　広子     九州大学病院　ARO次世代医療センター

          P-09          社内のQuality Management System実装ガイダンスに基づき実施した臨床試
験の品質結果と、今後の展望について

                    長尾　典明     日本たばこ産業株式会社　医薬事業部　臨床開発部

P-10          公開データベースを利用した研究者主導国際共同研究に関する調査
                    屋宜　葉月     群馬大学医学部附属病院　臨床試験部



 ポスター発表　特定臨床研究

P-11          コンパクトAROデータセンターにおけるパッケージ型特定臨床研究支援の提供
                    鍬塚八千代     名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　データセンター

P-12          特定臨床研究の品質向上に向けた支援体制の構築
                    遠藤　佑輔     鳥取大学医学部附属病院　新規医療研究推進センター

P-13          COI管理システム構築プロジェクトの活動　第一報
                    柿木　優佳     佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター

P-14          特定臨床研究における「疾病等に該当しない重篤な有害事象」への対応について
                    新開　淑子     佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター

          P-15          CRBを持たない医療機関における臨床研究法に従った特定臨床研究の実施に係
る院内手続き等の整備と今後の課題

                    西脇真実子     北里大学北里研究所　病院研究部

P-16          臨床試験の環境変化に適応する医療機関の“理想の姿”
               〜治験依頼者が考える自律的な医療機関に必要な16の要点と継続的な改善活動〜
                    藤岡　慶壮     日本製薬工業協会　医薬品評価委員会　臨床評価部会　2017年度タスクフォース4

P-17          九州大学病院での特定臨床研究における疾病等報告の実態と運用の課題
                    戸高　浩司     九州大学病院　ARO次世代医療センター

P-18          医師主導臨床研究のCRCによる研究支援の現状
                    乙部恵美子     浜松医科大学医学部附属病院　臨床研究センター

          P-19          市中病院における臨床研究支援センターの取り組み　〜臨床研究支援状況と今後
の課題〜

                    井上　　武     総合病院国保旭中央病院　臨床研究支援センター

P-20          先進医療B試験の臨床研究法移行への取り組み
                    宮腰　　崇     北海道大学病院　臨床研究開発センター

P-21          当院における特定臨床研究のサポート体制について
                    筧　　康正     神戸大学医学部附属病院

P-22          特定臨床研究におけるCOI管理支援の紙ベース運用とEDC運用の労力比較
                    中島真理子     国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター

P-23          同意書ID付QRコードを利用したWebによる問診票データ収集
                    高原志津子     金沢大学附属病院　先端医療開発センター

          P-24          多施設共同研究における認定臨床研究審査委員会への医薬品疾病等報告支援体制
の構築

                    永井かおり     国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター

P-25          問合わせの内容分析とIT化による省力化の効果
                    西岡絵美子     国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター



P-26          抗がん剤審査における有効性判断基準の現状
                    平井　岳大     帝京大学大学院　公衆衛生学研究科／第一三共RDノバーレ株式会社　臨床開発部

P-27          医師が主体となって実施する臨床試験に対する製薬企業のあり方
                    近藤　正樹     第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ企画部

P-28          日本臨床試験学会臨床研究法小委員会活動報告
                    樽野　弘之     第一三共株式会社　メディカルアフェアーズ本部／東京理科大学薬学部

 ポスター発表　疫学研究／観察研究

P-29          倫理的な視点から製造販売後調査における受託体制を考える
                    伊東　孝子     医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　教育研究センター

          P-30          京都大学医学部附属病院　治験・臨床研究等相談窓口へ問い合わせ後の患者の動
向追跡調査

                    川上　　愛     京都大学医学部附属病院　相談支援センター

          P-31          チャリティーライブによる、小児・AYAがん及び臨床試験の啓発活動の有用性
〜Remember Girl’s Power参加前後の寄付行動とテストステロン値の変化〜

                    可知　健太     がん情報サイト「オンコロ」／3Hクリニカルトライアル株式会社

 ポスター発表　医療機器／再生医療

P-32          再生医療等製品治験における院内体制整備及び治験の実際
                    永翁　尚美     国立病院機構　九州医療センター　臨床試験支援センター

P-33          再生医療等製品治験における実施体制の構築から実施まで
                    平瀬　佳苗     国立循環器病研究センター　臨床研究推進センター　臨床研究管理部

P-34          再生医療法施行規則の改正に伴う問題点と当院の対応
                    樽井　弥穂     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部

 ポスター発表　トランスレーショナルリサーチ

P-35          九州大学AROの創薬開発を促進させる新たなオープンイノベーション戦略
               －バーチャルファインディングによる創薬共同研究公募事業－
                    杉山　大介     九州大学　先端融合医療創成センター　ARO橋渡研究推進部門／九州大学病院　ARO
                                                     次世代医療センター

P-36          広島大学トランスレーショナルリサーチセンターの開設と活動
                    繁本　憲文     広島大学　トランスレーショナルリサーチセンター

 ポスター発表　品質管理（データマネジメント／モニタリング／監査）

P-37          ランダム化比較試験における割付管理のための方法に関する発案
                    藤野　善久     産業医科大学　産業生態科学研究所　環境疫学研究室



P-38          特定臨床研究において一定の品質を担保するためのモニタリング体制の構築
                    田中　誠也     国立長寿医療研究センター　治験・臨床研究推進センター

P-39          医師主導臨床試験における症例報告書有害事象データ収集期間について
                    堀川　尚嗣     金沢大学附属病院　先端医療開発センター　モニタリング・監査部門

P-40          佐賀大学医学部附属病院 臨床研究センターにおける研究品質管理への取り組み　
               〜さくっと学ぼうモニタリングセミナー〜
                    森園　久美     佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター

P-41          組織としての臨床研究品質マネジメントシステムの整備と課題
                    玉浦　明美     国立精神・神経医療研究センター病院　臨床研究推進部　研究管理・調整室／国立精神・
                                                      神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター　臨床研究支援部

P-42          臨床研究ネットワーク事務局で支援するデータマネジメント業務の実際
                    鈴木智恵子     国立精神・神経医療研究センター

P-43          研究者自身がデータマネジメントを実施するための支援体制整備・ツール構築
                    岡田　真実     国立成育医療研究センター　臨床研究センター　データ管理部　データ管理室

          P-44          金沢大学附属病院における臨床研究法下のモニタリング業務に関するアンケート
調査

                    船坂　龍善     金沢大学附属病院　先端医療開発センター

P-45          eSource（DDC）システム利用下でのデータマネジメント経験の報告
                    森　　泰治     株式会社メドファーマ

          P-46          REDCapと連携するOptical Character Recognition (OCR) 症例報告書読み
取りシステムを利用した疾患登録の事例報告

                    山本　景一     和歌山県立医科大学

P-47          EDCの利用申請業務に係る進捗管理の改善について
                    佐藤　研介     順天堂大学医学部附属順天堂医院　臨床研究・治験センター／順天堂大学　革新的
                                                     医療技術開発研究センター

          P-48          事例報告：研究者側とARO側の品質管理業務上のトラブルから得られた反省点・
改善点

                    大森　大貴     新潟大学医歯学総合病院　臨床研究推進センター　品質管理部門

P-49          診療科訪問形式による「品質管理講習会」開催の試みについて
                    森田ひとみ     宮崎大学医学部附属病院　臨床研究支援センター

          P-50          Shinyに基づくデータのロジカルチェックならびにマニュアルチェックを実施で
きるデータマネジメントシステムの開発

                    平石　麻友     和歌山県立医科大学附属病院　臨床研究センター

          P-51          大阪大学医学部附属病院DDWorks21/ASPシステムを導入したモニタリング業
務の実際と課題

                    樽井　弥穂     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部



          P-52          臨床研究におけるQuery Effectiveness Ratioを用いた研究結果に直結するクエ
リ発行の評価について

                    井添由香子     東北大学病院　臨床試験データセンター

P-53          REDCap試験環境設定のための補助ツール開発
                    高柳　直美     九州大学病院　ARO次世代医療センター

P-54          REDCapによるデータクリーニング作業の一元化による管理削減の取組み
                    垣内　　嘉     九州大学病院　ARO次世代医療センター

P-55          臨床研究における研究支援員の貢献度の検討
                    小島　実侑     奈良県立医科大学附属病院　臨床研究センター　データ検証部門

P-56          有害事象grade収集形式の標準化による集計時間の省力化に関する検討
                    米島麻三子     国立病院機構　名古屋医療センター　臨床研究センター

P-57          リアルワールドデータ（RWD）を用いた観察研究アプローチの可能性と限界
                    若林　由美     高知大学医学部附属病院　次世代医療創造センター

          P-58          R markdownを用いた疾患レジストリに関する研究報告書自動生成プログラム
の構築とデータ可視化ツール開発の検討

                    北山　　恵     和歌山県立医科大学附属病院　臨床研究センター

          P-59          新たなQualityに関する用語で困っていませんか？ ISO 9000 QMS概念の理解
とISO 9001 要求事項を基本とした臨床試験における用語の整理と教育への応用

                    井上　和紀     エイツーヘルスケア株式会社　臨床品質マネジメント部　QMチーム

          P-60          頭頸部悪性腫瘍登録データを利用した臨床研究における症例登録とデータマネジ
メントに関する検討

                    土井麻理子     国立保健医療科学院　政策技術評価研究部

          P-61          AMED橋渡し研究戦略的推進プログラム拠点間ネットワーク モニタリングに係
る取組における、グローバルな観点を踏まえたアカデミア所属モニターのコンピ
テンシーの再検討

                    近藤　直美     岡山大学病院／橋渡し研究戦略的推進プログラム拠点間ネットワークモニタリングに
                                                     係る取組　教育検討グループ

P-62          観察研究利用のためのEDCシステムの構築
                    藤本　匡志     名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　データセンター

 ポスター発表　プロジェクトマネジメント／スタディマネジメント

          P-63          日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology Group：JCOG）にお
けるプロトコール作成迅速化の取り組み

                    江場　淳子     国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援部門　JCOGデータセンター／運営事務局



          P-64          国際婦人科腫瘍研究コンソーシアムGynecologic Cancer InterGroup（GCIG）
における国際共同試験の問題解決を目的としたハーモナイゼーション活動：
2004-2017

                    梶本　裕介     東京大学大学院薬学系研究科　医薬政策学／神奈川県立産業技術総合研究所／GOTIC, Japan

P-65          新たな治験受託方式の導入と学内費用配分への影響‐受託研究から請負業務へ‐
                    岡田美和子     東京大学医科学研究所附属病院　TR・治験センター／東京大学大学院教育学研究科　
                                                     博士課程

          P-66          リハビリテーション領域における多施設共同臨床試験（特定臨床研究）において
アカデミアの臨床研究支援組織が果たした役割の検討

                    小野瀬恵里子  筑波大学　つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）中央管理ユニット

          P-67          臨床試験におけるoutcome adaptive designsの有用性・適用状況に関する系
統的レビュー

                    中井　智子     京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻　臨床統計家育成コース

P-68          順天堂大学での統計コンサルテーションの現状と展望
                    野尻　宗子     順天堂大学　革新的医療技術開発研究センター／順天堂大学医学部附属順天堂医院
                                                     臨床研究・治験センター

          P-69          日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology Group：JCOG）にお
ける先進医療B試験の現状と課題分析

                    早川真由美     NPO法人　がん臨床研究機構　JCOGデータセンター／運営事務局

          P-70          INDICE Cloud －UMINが提供する無料、簡便、安心なクラウド型臨床・疫学
研究症例登録・割付システム

                    木内　貴弘     東京大学医学部附属病院　UMINセンター

P-71          Y-NEXTの医師主導治験・特定臨床研究への取り組み
                    三杉　恵美     横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター（Y-NEXT）

P-72          臨床研究の立ち上げにむけての取り組み
               ―神奈川横浜大腸癌研究グループ（KYCC）活動報告―
                    佐藤　真帆     神奈川県立がんセンター　消化器外科

          P-73          試験の質確保を指向する臨床研究実施計画書作成を目標としたプロジェクト憲章
及び計画書概要テンプレートツールとプロジェクトの一例

                    松山　琴音     日本医科大学　医療管理学／臨床研究の品質向上ツール作成ワーキング

P-74          横浜市立大学における医師主導治験への取り組み
                    中島佐依子     横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター

P-75          外部委託を活用した医師主導治験運営の現状と課題
                    渡邉　織恵     横浜市立大学附属病院　次世代臨床研究センター（Y-NEXT）



 ポスター発表　AI・IOT

P-76              Microsoft Teamsを利用した多施設共同試験の効率的な運用検討
                    木島　真一     九州大学大学院医学研究院　循環器内科学

          P-77          順天堂大学臨床研究情報検索システムにおける医学部/医学研究科の課題へのア
クセス向上の取り組み

                    栗原　房江     順天堂大学医学部附属順天堂医院　臨床研究・治験センター／広報管理運営委員会

P-78          EDC搭載のePRO機能を食品のヒト試験で使用した事例報告
               －今後のePRO活用に向けて－
                    平井亜優美     宮崎大学医学部附属病院　臨床研究支援センター　食品臨床試験・臨床研究開発部門

          P-79          電子カルテへの文書登録の仕組みを利用した臨床研究同意書管理一元化の実施可
能性評価〜継続可能な仕組みを目指して〜

                    笹山　洋子     和歌山県立医科大学附属病院　臨床研究センター　臨床研究管理部門

          P-80          臨床試験において、外部の関係者によるカルテ閲覧やデータ入力支援を受け入れ
るために関連部署間で整備した事項に関する報告

                    小出　絹代     静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター　研究品質管理室／研究推進室

          P-81          「HIV感染症患者における抗レトロウイルス療法に関する意思決定とアドヒアラ
ンスに関する研究（DEARS-J）」におけるePROの実施方法と欠測状況に関す
る検討

                    川口　　崇     東京薬科大学　医療実務薬学教室

P-82          eConsent導入までの経緯と対策
                    川口　　崇     東京薬科大学　医療実務薬学教室

 ポスター発表　審査委員会

P-83          認定臨床研究審査委員会における電子申請システム導入と今後の課題
                    米田　花織     大阪大学医学部附属病院　教育研究支援課

P-84          IRB事務局とCOI委員会事務局との連携強化について　活動報告
                    柿木　優佳     佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター

          P-85          臨床研究法研究における変更審査種別の適切な振分けの検討〜NCCの事例報告〜
                    大藤　弥生     国立がん研究センター中央病院　倫理審査事務室

P-86          医学系指針適用外の倫理申請の運用について―本学での取り組みについて
                    前川　由美     滋賀医科大学研究活動統括本部　倫理審査室

P-87          臨床研究の推進と規制の狭間に揺れ動く倫理申請事務局業務の役割
                    伊藤　聖美     医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　教育研究センター



 ポスター発表　パブリッシング

P-88          メディカル翻訳における機械翻訳の現状と今後の動向予測
                    小泉　志保     日本翻訳者協会

P-89          臨床研究支援としての英語論文支援経費の実績報告
                    長友　美樹     宮崎大学医学部附属病院　臨床研究支援センター

 ポスター発表　倫理・教育

          P-90          臨床評価研究会によるデータマネジメントワークショップの訪問開催
〜ローカルデータマネジャー向け講義・実習の内容紹介と業務上の悩みの共有〜

                    石坂　文子     ロート製薬株式会社　再生医療研究企画部／臨床評価研究会　データマネジメント分科会

          P-91          佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センターにおける臨床研究推進への取り組み
               〜“じっくり勉強すれば身に付く”臨床研究勉強会〜
                    細矢　和久     佐賀大学医学部附属病院　臨床研究センター

P-92          研究計画書レビューの指摘事項における計量テキスト分析
                    砂田　寛司     鳥取大学医学部附属病院　新規医療研究推進センター

P-93          教育コンテンツ視聴の学習効果に関する調査（阪大病院EラーニングCROCO）
                    浅井　亮一     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部　運営管理室

P-94          看護師を対象とした臨床研究についての意識とニーズ調査
                    加根千賀子     徳島大学病院　臨床試験管理センター／看護部

P-95          医師臨床研修制度見直しから見た医学生や研修医に対するTR教育
                    鶴田　敏久     名古屋大学医学部附属病院　先端医療開発部　先端医療・臨床研究支援センター

          P-96          AROに所属する臨床研究業務支援者の業務評価指標とコンピテンシー確立に向
けた研究者・支援者意識調査〜キャリア形成への試み〜

                    真田　昌爾     大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部／大阪市立大学医学部附属病院　臨床研究・
                                                     イノベーション推進センター

P-97          臨床研究支援センター見える化の一環として行った統計院内レクチャーの報告
                    盛　　啓太     静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター　研究推進室


