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筑波研究学園都市とT-CREDO
160124YA

つくば研究学園都市

T-CReDO/筑波大学附属病院

T-CReDOはつくばの医療シーズの実用化を

支援する組織として

2015年６月に筑波大学に設置された。

ロボットスーツHAL
オレキシン関連研究がん陽子線治療

加速器によるがんホウ素

中性子捕捉療法(BNCT)

睡眠機構（世界トップレベル研究拠点）

サイバニクス研究所

陽子線治療センター

筑波大学病院・KEK・J-PARC

自家腫瘍ワクチン

セルメディシン・筑波大学病院

FGF-Pin/創外固定器

筑波大学病院・産総研他

がんミサイル療法

血友病遺伝子治療

手術用接着剤

物材研・筑波大学病院



② 臨床研究者の生涯教育プログラム

１）連携・相談窓口、研究マネジメントが不十分。
２）研究者や起業家等の育成が不十分。
３）臨床開発のシームレスな支援体制が不十分。
４）ガバナンスと信頼性の確保体制が不十分。

①連携窓口の1本化、研究マネジメントによる進捗管理
②研究者や起業家等の育成プログラムの開発
③シーズ育成とシームレスな臨床開発体制の整備
④外部委員参加による運営（ガバナンス）と信頼性の確保

研究学園都市内研究所
官民研究所（産総研、物質・材料研、理
研、霊長類研等国立研究所群、製薬企
業研究所等々）

つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）
（全学組織；医学医療系、附属病院に管理委嘱）

② TR推進・教育センター

筑波大学

医学医療系・附属病院

リサーチスタジオ
（起業家の育成：MBAの参画）

シーズインキュベーター
（シーズ育成コンサル、ファンディン

グ）

技術、

ノウハウ

③ 臨床研究推進センター

医療
シーズ

①企業主導治験の誘致と遂行
②医師主導治験の企画と推進、支援
③医師主導臨床研究の支援
④治験・臨床研究ネットワークの推進

⑤未来医工融合研究センター（実装
実験等）

④監査・信頼性保証室

① 研究開発マネジメント部

④運営協議会機構長
ワンストップサービス

外部委員参加によるガバナンス

シームレスな臨床開発

つくば医工連携フォーラム

つくばサイエンスシティ

革新的

医薬品・
医療機器

の創出

臨床研究者
の育成

つくばの英知を結集し、

一体となった拠点を形成

つくば国際戦略総合特区
・次世代がん治療BNCT	
・生活支援ロボット･医療機器ロ

ボットHAL
・革新的医薬品（がんワクチン、オ

レキシンなど）
・核医学検査薬

起業家の
育成

シーズ評価委員会

・薬事･開発戦略相談窓口

・URA：企画推進（パイプライン管理）
・知財、産学連携支援（本部と連携）

・財務：大型予算獲得、財務、契約
・事務局：運営、シーズ評価

医療
ニーズ

起業家／シーズ育成と
オープンイノベーションの推進

150530/160122/
160720YA筑波大学 つくば医療イノベーション推進事業

－英知の結集による研究者育成と革新的シーズ開発の推進－

2015年6月設置
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人材つくばライフサイエンス
推進協議会

（製薬会社、国立研究所等）

つくばグローバルイノベーション
推進機構

ＴＩＡ（Ｔｓｕｋｕｂａ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
Ａｒｅｎａ）



学内外との連携体制

つくば臨床医学研究開発機構
(T-CReDO)

国際産学
連携本部、

URA研究戦略
推進室

学長

教員
職員、
管理

医学医療系附属病院

運営
協議会

連携
（知財、産学連携）

学内研究セ
ンター等

国立研究所
（産総研、物材研、基盤研、理研、
高エネ研、農業生物資源研等）、

製薬会社等民間研究所、

バイオベンチャー

つくばライフサイエンス

協議会、

つくば国際戦略総合特区、

大学病院臨床試験

アライアンス

ガバナンス、
一体的運営

委員

つくば研究学園都市を
中心とする研究所群

筑波大学

シーズ

支援

支援

シーズ

支援
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T-CReDOは、附属病院および医学医療系の支援の下、
学内外の組織と連携して、
研究者の育成と医療シーズの研究開発を支援します。



組織と業務
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160122/160711

(2015年6月設立）

総勢80名（うち専任50名）

シーズ評価委員会： 専門チームを組み、シーズ育成に関する助言、優先支援評価、マイルストーン管理を行います。
プロジェクト検討委員会： 未来医工融合研究センターおよび中央管理ユニットによる支援の適否、プロトコールの吟味を行います。
先進的医療促進補助制度委員会： 医師主導治験･先進医療に向けた臨床研究に対する補助制度の適用について評価･検討します。

機構長

ネットワーク
事務局NW	
Office	

サイト管理ユニット
Site	Coordinating
Unit

中央管理ユニット
Central	Coordinating	
Unit	

TR推進・教育センター TR	
&	Edu.	Center

臨床研究推進センター
Clinical	Research	Service	Center	

Research Studio運営
（アントレプレナー教育）、

シーズインキュベーター
以下の個別相談
１）非臨床薬理試験
２）知財取得
３）連携先
４）外部資金等

研究者生涯教育
CPC

コンサルテーション部門
オペレーション部門
データマネジメント部門
生物統計部門
モニタリング部門
安全性情報部門

CRC部門
試験薬・情報管理部門

地域NW事務局、
大学病院臨床試
験アライアンス、
患者紹介、
治験等の啓発

研究開発マネジメント部
Dept.	of	R&D	Management

監査・信頼性保証室
QA	Office

未来医工融合研
究センター
（CIME)

入院棟内に設置
１）医療機器等の実証

研究、
２）Phase	1	等の臨床薬

理試験、
３）レンタルラボ
４）試験物製造

開発戦略相談窓口、
URA：企画推進（パイプライン管理）

知財、産学連携支援
大型予算獲得、財務、契約
運営協議会、シーズ評価委、
プロジェクト検討委事務局

事務局部門
Admn.	
Office	

IRB事務局、
研究倫理委員
会事務局、
庶務

運営協議会

シーズ育成と
研究者教育

臨床導入
実証研究 臨床試験の実施

シーズ評価委員会 プロジェクト検討委員会 先進的医療促進補助制度委員会

ワンストップサービス
信頼性の確保



スタッフ紹介

つくば臨床医学研究開発機構長
臨床研究推進センター長

荒川  義弘
Yoshihiro Arakawa

医学医療系　教授
大手製薬会社創薬研究所、東大病院分院薬剤部長、東大病
院臨床研究支援センター副センター長を経て2015年より現職。
機構の統括、学内外との連携を担当します。

研究開発マネジメント部副部長

山本  信行
Nobuyuki Yamamoto

国際産学連携本部　教授（産学連携）
産学連携部産学連携企画課技術移転マネージャー兼任。
大手製薬会社研究開発部門を経て2015年より現職。
知財・産学連携を担当します。

監査・信頼性保証室長

柳  健一
Kennichi Yanagi

医学医療系　教授
筑波大学基礎医学系、厚生労働省、PMDAを経て2013年よ
り現職。

臨床研究推進センターサイト管理ユニット長　
ネットワーク事務局長　
未来医工融合研究センター長

鶴嶋  英夫
Hideo Tsurushima

医学医療系准教授、脳神経外科専門医
理化学研究所、Johns Hopkins大学、産総研を経て現職。
臨床研究および医工連携研究の支援の統括を担当します。

臨床研究推進センターサイト管理ユニット副ユニット長

本間  真人
Masato Homma

医学医療系教授、附属病院薬剤部長
東京薬科大学薬学部講師、筑波大学附属病院薬剤部准教授・
副薬剤部長、臨床研究推進・支援センター副部長を経て
2013年より現職。
治験薬管理者を担当します。

臨床研究推進センター中央管理ユニット長

橋本  幸一
Koichi Hashimoto

医学医療系　教授
大手外資系製薬企業の研究部門、臨床開発部門、筑波大学
CREILセンター研究開発部門長を経て2015年より現職。
中央管理ユニットのマネジメント、臨床研究開発のコンサルタ
ントを担当します。

臨床研究推進センター中央管理ユニット

五所  正彦
Masahiko Gosho

医学医療系　准教授
企業、大学で生物統計業務に従事。
2014年より現職。
生物統計業務全般を担当します。

臨床研究推進センター事務局部門長

保科  豊次
Toyoji Hoshina

副病院長・病院総務部長
文部科学省会計課、茨城大学財務部長、山梨大学財務管理
部長を経て2014年から現職。
機構の事務関係の業務を担当します。

未来医工融合研究センター副センター長

鈴木  健嗣
Kenji Suzuki

システム情報系　教授・サイバニクス研究センター
サイバニクス研究センターにて、ロボットスーツHALを代表とす
る医工融合研究を推進しています。
工学・情報学的な技術支援、及び医工学に関連する研究支
援を担当します。

TR推進・教育センター長

野口  雅之
Masayuki Noguchi

1996年より筑波大学医療医学系教授（診断病理学）
2000年より筑波大学附属病院病理部長
2015年よりTR推進・教育センター長
TR推進・教育センターにて、主にシーズ育成を担当します。

TR推進・教育センター副センター長　

我妻  ゆき子
Yukiko Wagatsuma

ジョンズホプキンス大学Assistant Scientistを経て2005年より
医学医療系　教授
TR推進・教育センターにて、研究者教育を担当します。

研究開発マネジメント部長

森口  裕
Hiroshi Moriguchi

医学医療系　教授
厚生労働省安全対策課長、PMDA組織運営マネジメント役を
経て、2015年より現職。開発戦略相談等のシーズ育成やパイ
プライン管理を担当します。



探索研究

（発明）
開発研究
(非臨床試験・GLP)

承認・販売
基礎研究

（発見）
臨床試験

（治験・GCP）

医療イノベーションの実現プロセス

魔の川 死の谷 ダーウィンの海

基礎研究の技術化
知財的財産の確保
民間企業との連携

製造技術開発
非臨床試験
臨床検証
薬事承認
資金調達

社会課題の把握
他社との競合、差別化
顧客満足度の把握
ビジネスプランの構築

医薬品では10年以上の長期の研究開発期間と100億円以上の巨額資金が必要

死の谷を乗り越える医療研究開発のノウハウの蓄積と支援（プラットフォーム）が重要
明確な出口戦略（企業化、起業化、事業化）が重要

シーズA シーズB シーズC

160330YA改

7



オープンイノベーションの推進
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大学では様々な研究段階からシーズがインプットされ、
出口戦略を基に、様々な段階で企業に導出されていく。

先進
医療

医師主導

臨床試験
（治験・臨床研究）

企業

探索研究

企業

開発研究
(非臨床試験)

薬事承認

販売

企業

基礎研究
企業主導

治験

a b

d

c

出口
戦略4

出口
戦略2

探索研究
（発明）

基礎研究
（発見）

出口
戦略3

開発研究
（非臨床試験)

出口
戦略１

160711



シーズ登録

シーズ管理

シーズ相談

知財化
戦略相談

臨床開発
戦略相談

薬事相談

シーズ支援

筑波大学シーズ

企業パートナリング支援

（民間資金獲得）

AMEDからの支援獲得

（公的資金獲得）

URA連携国際産学連携本部連携

AMED支援（資金＆制度）

T-CReDO

開発研究TR＆臨床試験

実施支援 9

シーズ評価委員会

企業パートナリング

開発研究・TR

臨床試験

企業導出
研究段階

開発研究＆臨床開発段階

支援相談

専門部への直接相談

事務局

つくば地区

研究開発機関

医療シーズ

民間企業

公的機関

TGI/
筑波大学

産学連携部

医
療
シ

ズ
支
援
相
談

つくば国際総合戦略特区
ライフサイエンス推進協議会

ＴＩＡナノ

TGIがインターフェース

・ シーズ支援申請（登録）
・ 包括的秘密保持契約

・ 包括的連携支援契約

T-CReDOによるつくば地域の医療シーズ登録管理システム

TR推進教育C、臨床研究
推進センター（CIME,中央

管理ユニット）
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医療シーズパイプライン

シーズＡ：関連特許出願を目指す基礎研究開発課題
シーズＢ：関連特許出願済みで非臨床ＰＯＣ取得及び治験届提出を目指す医薬品及び医療機器等の研究開発課題
シーズＣ：関連特許出願及び非臨床ＰＯＣ取得済みであり、臨床ＰＯＣ取得を目指す臨床研究開発課題

2016.06現在２０１５年１２月シーズ集積開始（今後さらに充実させる）

160721

シーズ分類 A B C 総計

低分子 15 3 18

バイオ医薬品（蛋白、抗体）、ペプチド 6 2 1 9

ワクチン 1 1

遺伝子治療 2 1 3

細胞治療 3 3

治療機器 2 2

放射線治療 1 1

ロボット等 2 2

医療材料 2 3 5

医療ICT 1 2 1 4

診断機器 4 3 7

診断薬（体内・体外） 1 1 4 6

DDS・製剤技術、製造技術 7 1 8

総計 43 14 12 69



シーズ相談メニュー

知財化
戦略相談

臨床試験

臨床試験実施
支援相談

医師主導治験
医師主導臨床研究
企業主導治験
企業主導臨床研究
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臨床開発
戦略相談

公的資金
獲得
相談

薬事
相談

研究開発

マネジメント部
臨床研究

推進センター
中央管理ユニット

シーズBシーズA シーズC

非臨床
試験
実施

TR推進･教育センター

160330YA改/
160721YA改



知財化戦略相談

知財相談会を毎月2回程度開催、
窓口：研究開発マネジメント部
（知財担当の技術移転マネジャーは国際産学連携本部との兼務）

研究者
T-CReDO

（研究開発マネジメント部）

AMED
（Medical	IP	desk）

知財教育セミナー

知財相談

知財戦略、
請求内容に関する相談

窓口

国際産学連携本部

150703/160721

出願、維持、ライセンスビジネス、ロイヤリティ交渉
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（月2回程度開催）

顧問弁理士参加
による知財相談会

必要に応じて

2016年6月開始



シーズインキュベーター（案）

･対象者： シーズ候補を有する研究責任者

･研究者へのメリット：
– 優先支援対象としてパッケージ支援を実施

（知財、開発戦略、外部資金獲得、産官学連携）、

– インセンティブ予算（大学病院臨床試験アライアンスTR拠点枠、

（将来）独自基金）

･行程
１） シーズ登録（シーズA,	B,	C）、秘密保持

２） シーズ評価委員会（隔月開催）:	（マイルストーン時等）：評価と
アドバイス

･委員：T-CReDOおよび各方面の専門家＋顧問弁理士

３）定期進捗管理：担当URA/チューター配置

４）インセンティブ予算についての選考、推薦

･外部資金獲得は、担当URA・チューターが随時支援

150703YA/
160720YA

シーズA:知財獲得を目指すもの、シーズB:非臨床試験段階、シーズC：臨床試験の実施 13

（研究開発マネジメント部/
TR推進・教育センター）



臨床開発パイプラインの例

【医師主導治験開始準備中】
• HALを用いた脳卒中回復期リハビリ療法

（国際戦略総合特区案件）：2016年3月治験届予定

• ホウ素中性子捕捉療法BNCTによる癌治療
（加速器の開発）
（国際戦略総合特区案件）：2016年度治験届予定

【医師主導治験導入検討中】
• 精巣胚細胞腫瘍に対する抗体療法

（医師主導治験）

• FGF徐放性骨固定ピンの開発（FGF-pin）
（産総研・筑波大案件）

【非臨床段階】
• 外科用接着剤
• 新規プローブによるがん

の診断とミサイル療法

• 新規高機能RNAベクターを
利用した遺伝子改変脂肪細胞
による血友病遺伝子治療

スペクトル可変機構

中性子ターゲット

中性子

即発γ線検出器

10Bと中性子反応で生じる即発γ線

即発γ線SPECTベース・リアルタイム３D線量モニター

中性子遮蔽壁

陽子線

線量計測装置加速器関連機器（RF源等）、
装置の運用、維持管理

中性子線質制御、照射装置加速器の実用化

CIMEでのHALを用いた歩行訓練

原子炉に頼らない中性子捕捉療法の開発（共同開発）

産総研、筑波大
他

筑波大病院、
KEK他

筑波大病院他

産総研、筑波大

産総研、
筑波大他

150803/160721YA
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物材研、筑波大
他

CYBERDYNE社、
筑波大病院他
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ロボティックベッド
（Panasonic）

HAL

T-CReDO未来医工融合研究センター
Center	for	Innovative	Medicine	and	Engineering	(CIME)

模擬病室研究スペース

ＨＡＬ実用化研究スペース

160124YA

ＨＡＬ実証スタジオ

自家がんワクチン

生
活
支
援
ロ
ボ
ッ
ト

リ
モ

ト
セ
ン
シ
ン
グ

ＢＮＣＴ

会議室 研究室

研究室

事務室

被験者
控室

病棟内に設置：研究者と、医療従事者・医療現場との近接による、実証研究の場



中央管理ユニットで支援中の臨床試験

• 常時約30件のプロジェクトを支援している。

• 主な支援プロジェクト
– 脳血管障害による片麻痺におけるロボットスーツHAL

の医師主導治験（2群54症例、7施設）

– 心房細動を合併する冠動脈疾患症例におけるランダ
ム化比較試験（600症例、約60施設）

– 脳卒中片麻痺に対する上肢ロボット型訓練装置のラ
ンダム化比較試験（120症例、約15施設）

– 左脚ブロック症例に対する植込み型除細動器アルゴ
リズムを用いた心臓再同期療法のランダム化二重盲
検比較試験（260症例、約40施設）

（2016年7月1日現在）（データセンター）
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筑波大学における臨床研究に関する教育研修体制
千葉　滋（附属病院臨床研究倫理審査委員会委員長）、柳　健一（医学医療系医の倫理委員会委員長）、荒川義弘（つくば臨床医学研究開発機構機構長）

対象　　：研究責任者（試験責任医師等）、データマネージャー等の各専門職（職種別必修）

対象　　：臨床研究に参加する全ての職員・教員・学生等（共通必修）

研究公正に関するe-learning

倫理指針・GCP・院内体制に関する講習

3コマ全てを受講すること。出席が困難な場合に限り、ビデオ収録したものをウェブ上で聴講し
確認テストを提出すること。Level 1受講者は翌年度以降更新用の講習1コマを毎年受講する 
こと。従来の臨床試験セミナーの有効期間は平成27年度までとします。

研究者・専門職研修

研究責任者やCRC・データマネージャー（各研究グループでデータ管理を行う方）等の各専門職に  
受講が強く推奨される講義です。ただし、いずれの講義もどなたでも出席頂けます。内容は今後適宜
追加・変更していく予定です。

これまで、倫理講習として『臨床試験セミナー』の2年に1回の受講を臨床研究倫理審査委員会および医の倫理委員会への申請の条件としてきました。しかし、人を対象とする医学系研究に
関する倫理指針では研究倫理や臨床研究に関する教育研修が年に1回以上義務付けられています。また、医療法上の臨床研究中核病院の要件では年6回以上の教育研修を実施することとなっ
ています。こうした状況を鑑みて、臨床研究倫理審査委員会ならびに医の倫理委員会では臨床研究に関する教育研修について、育抜本的に見直しを行います。各グループの研究に参加する
全ての職員・教員・学生等におかれましては、下記の教育研修を受けて頂きますようお願い致します。いずれも受講管理を行います。

教育プログラムに関するお問い合わせ
T-CReDO 事務局 （髙橋、 鮏川）

Tel: 029-853-7562
e-mail: rinshokenkyu@un.tsukuba.ac.jp

対象           : 研究に参加する全ての職員・教員・学生等（共通必修）
受講期限     : 平成28年3月31日
受講内容     : CITI Japan筑波大学基本コース 01＿責任ある研究行為：基礎編，Stage １　　
　　     　　（必須7科目の受講および確認テストの実施）
受講方法     : 筑波大学研究推進部研究企画課ホームページを参照下さい。
                   医学医療系教員の受講登録は完了していますが、それ以外の附属病院職員           
                   は新規登録が必要です。

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3
学位プログラム化
Level 3の教育研修プログラムは、学位プログラム化を目指して準備中です。平成28年1月以降に
開催が予定されている「平成27年度医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス講座」は本要件の
1つとして受講管理する予定です。詳細につきましては後日お知らせします。

研究
責任者

DM CRC モニター

10月7日（水）18時 AMED職員
臨床講義室C 他

10月15日（木）18時

臨床講義室Ａ

10月16日（金）18時 橋本幸一
臨床講義室Ａ 飯泉祐一
10月26日（月）18時 東大病院
臨床講義室Ａ 上村夕香里
10月29日（木）18時 東大病院
臨床講義室Ａ 岳喜代春
10月30日（水）18時
臨床講義室Ａ
11月10日（火）18時
臨床講義室A

（＊）本講義は『知財セミナー』をもって替えることと致します
（＊＊）本講義は『第4回ＧＣＰセミナー』をもって替えることと致します
CRC：臨床研究コーディネーター、DM：データマネージャー

●

生物統計（＊＊） 五所正彦 90分 ● ●

モニタリング計画・
実施・報告

橋本幸一 90分 ● ●

● ●

●

データ収集・
ＣＲＦ作成

90分 ● ●

EDC利用・ACReSS講習 90分 ● ●

●

インフォームドコンセ
ント・有害事象報告・
安全性情報

鶴嶋英夫 60分 ● ● ●

知財の取得（＊） 120分 ●

プロトコルデザイン 90分

講義内容 日時・場所 講師 時間
対象

９月１０日（木）１８時
臨床講義室A
９月１４日（月）１８時
臨床講義室A
９月１５日（火）１８時 鶴嶋英夫
臨床講義室A 柳　健一

附属病院・医学医療系における臨床研究の
実施体制

９０分

講習内容 日時・場所 講師 時間

治験に係る規則・ガイドライン、実施に
必要な知識

荒川義弘 ９０分

臨床研究に係るガイドライン、実施体制と
信頼性の確保

荒川義弘 ９０分

教育･研修体制
（2015年7月）



Research	Studio（案）

対象：つくばの若手研究者（大学院生、ポスドク、若手教員等）

１）メンターの登録

２）年1〜2回開催（1回３〜6ヶ月）

３）選考（書類選考→短期インターンシップ）

４）チーム編成、チューター・メンター選定

５）講義・演習１：学内の関連プログラムとの連携＋独自プログラム

関連プログラム：ライフイノベーション学位プログラム、

エンパワーメント情報学プログラム

６）医療現場でのニーズ調査：主に外科系1週〜2週
７）定期会合：チューター・メンター陪席

８）講義･演習２：経営学等

９）発表会：ベンチャーキャピタル等を前にプレゼンテーション

10）出口戦略アドバイス

150703YA/
160721YA
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医薬品・医療機器開発に係わる
プロフェッショナルを対象とした
グローバルリーダー養成コース

グローバル医薬品・医療機器
開発マネジメント講座

（2016年7月開講、東京キャンパス）

主催：T-CReDO



筑波大学T-CReDOでは、（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）に設置している連携大学院 医薬品・医療機器審査科
学分野の全面的なご協力により、修士課程フロンティア医科学の講義として医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス講
座を公開講座として開講しています。PMDAをはじめとしてこの分野のスペシャリストである講師陣に最新のトピックスに
関する講義をお願いしていますので、ふるってご参加ください。

日 時

029-853-3326
筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構
TEL/FAX

mihoko.kobayashi@md.tsukuba.ac.jpE-mail

16：45-18：00

18：00-19：15

「医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス総論」
北條 泰輔
医薬品医療機器総合機構 理事（技監）

「食品安全とレギュラトリーサイエンス」
三宅 智
厚生労働省 東海北陸厚生局 局長

16：45-18：00

18：00-19：15

「国立病院機構における臨床試験(治験)の実際」
池田 千絵子
国立病院機構 医療部長

「再生医療等製品の規制と審査」
上田 恵子
東京大学附属病院 臨床研究支援センター

16：45-18：00

18：00-19：15

「医薬品・医療機器の安全対策」
俵木 登美子
医薬品医療機器総合機構 安全管理監

「医薬品の規制と審査」
山田 雅信
厚生労働省 医薬・生活衛生局 審査管理課 課長

16：45-18：00

18：00-19：15

「厚生労働行政とレギュラトリーサイエンス」
丸山 浩
近畿厚生局 局長

「被験者の人権と臨床研究と治験、
そして、GCPと新たな倫理指針」牧江 俊雄

成田空港検疫所 検疫官

16：45-18：00

18：00-19：15

「医療機器の規制と審査」
重藤 和弘
医薬品医療機器総合機構 理事

「医薬品等副作用被害救済制度」
重藤 和弘
医薬品医療機器総合機構 理事

連続講座ですが、単回受講も可能です。 一定の条件を満たした方には修了証を発行いたします。

参加申込みフォームに必要事項を記載のうえお申込みください。

会 場

事前参加登録にご協力
お願いします

申込方法

対 象

http://goo.gl/forms/u6Q5It9cvc参加申し込みフォームURL
参加申し込みﾌｫｰﾑ
クイックアクセス

医薬品・医療機器等の研究、開発に携わっている方やご関心のある方、
行政、アカデミア、研究者、企業人、大学院生

〒112-0012 東京都文京区大塚3-29-1

お問い合わせ

〒305-8575 茨城県つくば市天王台1-1-1

こちらは
インターネット
同時中継です

お申し込みの途中で定員に達した場合はお断りさせていただくことがございます。あらかじめご了承願います。

つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）公開講座 / 筑波大学大学院 人間科学総合研究科フロンティア医科学専攻

医薬品・医療機器の臨床開発に
係わる人材の養成コース

医薬品医療機器
レギュラトリーサイエンス講座

2016年1月〜2月開講、

（東京キャンパス、筑波キャンパス中継）
2017年1月〜2月開講予定

T-CReDO/（PMDA）連携大学院協力

大学院フロンティア医科学専攻公開講座
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PMDAとの包括的
連携協定の締結

2016年3月30日

人材育成や共同研究等で
幅広く連携し、
レギュラトリーサイエンス
の推進を図る。
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問合せ先
（シーズ相談、臨床開発支援相談等）

23

筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）
研究開発マネジメント部

Email： t-cred.adm@un.tsukuba.ac.jp
TEL： 029-853-3630

〒305-8577 茨城県つくば市天久保2-1-1

※ 医師主導臨床研究（医師主導治験を含む）あるいは企業主導臨床研究等の臨床試
験におけるデータ管理等の実施支援相談については、中央管理ユニット:029-853-3326
または内線3326 jisedai@md.tsukuba.ac.jpへ問い合わいただくことも可能です。

160720


