中部先端医療開発円環コンソーシアム
Chubu Regional Consortium for Advanced Medicine (C-CAM )
コンソーシアムの概要

Overview

「中部地域の大学が協働して、社会のニーズに応えた

Chubu Regional Consortium for Advanced Medicine (C-CAM) was
established to achieve rapid delivery of new medical technology
and devices that fulfil societal needs through mutual participation
among Chubu-area universities and other institutions. The consortium comprises 14 members: Aichi Medical University, Kanazawa
Medical University, Kanazawa University, Gifu University, University
of Toyama, Nagoya City University, Nagoya University, Hamamatsu
University School of Medicine, University of Fukui, Fujita Health
University, Mie University, Aichi Cancer Center, National Hospital
Organization Nagoya Medical Center and the National Center for
Geriatrics and Gerontology.

新たな医療技術や医療機器を迅速に開発し、いち早く
患者に提供する。もって我が国のみならず人類の健康
と平和に貢献すること」を目的に、愛知医科大学、金沢
医科大学、金沢大学、岐阜大学、富山大学、名古屋市立
大学、名古屋大学、浜松医科大学、福井大学、藤田保健
衛生大学、三重大学の11大学と、愛知県がんセンター、
国立長寿医療研究センター、名古屋医療センターの14
施設が結集したコンソーシアムです。

法人化

Mie University

Aichi Medical University

本コンソーシアムは、平成 28 年 4 月より特定非営利
活動法人 中 部先端医療開発円環コンソーシアムと
して法人化されました。

Incorporation

Hamamatsu University School of Medicine

The consortium was incorporated as non-profit corporation, Chubu Regional Consortium for Advanced Medicine (C-CAM) in April, 2017.

Fujita Health University

National Hospital Organization Nagoya Medical Center

中部先端医療開発円環コンソーシアムが目指す先端医療開発構想
Development model of advanced medicine as proposed by the C- CAM
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プロジェクトの概要 Project Summary
ヘルスケアプロジェクト
Healthcare Project

（健康・予防・福祉）
(Wellness, Prevention, Welfare)

医療プロジェクト
採算性低い

More profitable

症例数少ない

症例数多い

開発後、すぐに実用化

未承認薬、未承認医療機器

Large number of cases

Unapproved drugs and medical devices

臨床試験（狭義の臨床研究）

Rapidly introduced into practice
after development

Application for approval of medicinal
product or device is submitted with
data showing satisfactory results in
patients

採算性高い

Less profitable

Small number of cases

社会での実績をもって
医薬品、医療機器申請へ
（医療分野への新しい展開）

Medical Project

Screening-level clinical research

医師主導治験

Investigator-initiated Trial

先進医療

企業主導治験

Advanced Medicine

Company-initiated Trial

このルートの促進は、臨床研究成果の
実用化の迅速化に貢献する
Promotion of connections between these steps
leads to rapid practical application of research
findings

施設限定の保健医療
Use in insured medical care at
limited number of facilities

再生医療の一部等
（特殊な設備 ( CPC 等) や機器が無ければできない医療）
薬事による評価は、安全性、有効性のほか、施設基準の設定が加わる
Areas in regenerative medicine that require special equipment or utility (such as the
Cell Processing Center) are evaluated by Pharmaceutical Affairs Department in
regard to establishing facility standards in addition to addressing issues of safety
and efficacy.

保健医療

Widespread use in insured medical care

中部先端医療開発円環コンソーシアム
Chubu Regional Consortium for Advanced Medicine (C-CAM)
事業コンセプト

Mission

1. 目的
中部地域の大学及び施設が協働して、社会のニーズに応えた新

1.Our Goals
To achieve rapid delivery of new medical technology and devices that fulfill societal needs through mutual participation among
Chubu-area universities and other institutions.
To improve human health and peace worldwide through our
service.

たな医療技術や医療機器を迅速に開発し、いち早く患者に提供
する。もって我が国のみならず人類の健康と平和に貢献するこ
とを目的とする。
2. 活動内容
・多施設共同による臨床試験の企画、調整、実施及び評価
・共同倫理審査委員会の開催
・先端医療開発に関わる人材の育成
・産学連携による企業とのマッチングと知的財産管理の支援
3. 事務局

2.Responsibilities
We strive to:
・ plan, organize, conduct and evaluate multi-institutional clinical research
・ convene Joint Ethics Committee
・ educate and train staff engaged in the development of advanced medicine
・ foster cooperative agreements with private companies and
appropriately manage resulting intellectual property

名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター
3.Administrative Office
Center for Advanced Medicine and Clinical Research, Nagoya
University Hospital

コンソーシアムの体制

Structure

理事会、連絡協議会（実務者会議）のもと、
７つのワーキンググルー
プ、すなわち共同倫理委員会検討 WG、多施設共同研究推進 WG、
人材育成 WG、産学連携推進 WG、情報共有 WG、知的財産 WG、
クリニカル・データサイエンス WG を構成し、活動しています。
コンソーシアム組織体制並びに各ワーキンググループのミッショ
ン及び 2016 年度の実績を以下に示します。

Under the Board of Directors and Operation Committee, C-CAM
comprises seven Working Groups (WG); WG for Joint Ethics Committee, WG for Multicenter Study Management, WG for Education
and Training, WG for Industry-Academia Collaboration, WG for Information Sharing, WG for IP and WG for Clinical Data Science. Organization Chart and WG's mission statements, the achievements
in 2016 are as follows:
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Board of Directors
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データサイエンス WG

WG for Joint
Ethics Committee

WG for Multicenter
Study Management

WG for Education
and Training

WG for Industry,
Academia Collaboration

WG for Information
Sharing

WG for IP

WG for Clinical
Data Science

【 MISSION 】

【 MISSION 】

連携プロジェクトの知財
に関する調整、管理及び
戦略

各大学で ICH-GCP 対
応の臨床試験を実施す
る為の体制整備と、そ
の情報共有

Development the
information sharing
system

Management the IP
regarding the collaboration
Project

Development the system to
promote clinical studies
under the ICH-GCP in
every University
participating the C-CAM

各 WG がミッション・年間目標を設定し、実施を目指している。
Every WG works to achieve its own goal

【 MISSION 】

【 MISSION 】

【 MISSION 】

【 MISSION 】

共同倫理委員会等の
開催

多施設共同による臨床
試験の企画、調整、実施
及び評価

人事交流を通じての人
材育成

産学連携による企業と
のマッチングと知的財
産管理の支援

Holding the Joint Ethical
Committee

Planning, Implementing
and Evaluating
Multi-center studies

Building expertise through
seminars and educational
exchange

Matching with Industry,
and support the IP
management

【 MISSION 】
情報共有体制の確立

2016 年度実 績
2016 Achievements

共 同 倫 理 委 員 会 の 設 置・
審議

施設間相互モニタリング
体制の構築（施設間SOP）

臨床研究セミナーの参加
施設へのライブ配信（月1
回 以 上）→ 臨 床 研 究 認
定 者 制 度、モ ニ タ リ ン グ
担当者認定制度

メディカルデバイス産業
振興協議会（名商）とのシ
ー ズ・ニ ー ズ マ ッ チ ン グ
システムの運用・ 商談

シーズ情報収集管理シス
テム → 疾患レジストリ
の開始

施設間知財財産連携協議
会の開設 → 知財情報の
共 有 化 と 評 価 の 平 準 化（
目利き）

生物統計家を中心とした
臨 床 試 験 専 門 家 WG →
登 録・割 付・EDC、SOP
／マニュア ル 、 セ ミ ナー
／ OJT

Established a Joint Ethical Committee and had a
meeting

Established a Multicenter
monitoring system (Multicenter SOP)

Delivering live video to the
participants in clinical research seminar (more
then once a month). →
Certification System for
Clinical Researchers and
Monitors

System management and
business meeting with Nagoya Medical Device Industrialization Committee
to match the seeds with
needs

Project Information Control System → Established
the Disease Registry

Multicenter IP Council →
Sharing IP Information
and Standardization of
Evaluation

WG of Biostatistician and
Experts of Clinical Study →
Registration and Assignment, EDC, SOP and
Mannal, Seminar and OJT

