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本募集についてのお問合せ：ディー・アイ・エー・ジャパン
03-6214-0574 | JapanAnnual@DIAglobal.org
DIAでは第16回DIA日本年会2019 (於東京、2019年11月10-12日) での演題
の募集を行います。募集のカテゴリーは以下の２つです。
(1) セッショントピック
(2) ポスター発表
募集の詳細は次頁の 応募要領をご覧ください。
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プログラム概要

DIAでは産・官・学が患者さんや市民と伴にリーダーシップを発揮するこ
とで医薬品・医療機器の新しい価値を生み出すためのチャレンジを重
ねています。大事なことは、個々にリーダーシップを発揮するだけではな
く、互いが協働することにあります。倫理性、透明性、公平性を確保し、
それぞれの利益が相反することなく相乗する環境を整えることで、よりよ
い、Rationalな（理にかなった・納得した）協働を行うことができ、未来の
すべての人々に最新の科学的な知見を踏まえたRationalな医療を届けるこ
とができるのです。第16回DIA日本年会は『Rational Medicineを世界の人
々に届けるために』を大会テーマにして、明日の医療環境に貢献するため
になすべきことを考え、伝えあう場です。
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展示企業募集中

詳細については、ディー・アイ・エー・ジャパンまでお問合せ下さい。
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-11 日本橋ライフサイエンスビルディング６F

Tel: 03-6214-0574 | Fax: 03-3278-1313 | Email: Japan@DIAglobal.org
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募集要項

DIA Japanでは、第16回DIA日本年会のプログラム作成の一環として、以下の要領で一般の方からセッションおよびポ
スターの募集をすることといたしました。
•

セッショントピック（複数のスピーカーよりなる90分のセッションのテーマについてのアイデア）
プログラム委員会により企画されるセッションに加えて、一般の方のセッション企画についてのアイデアを募
集します。採用されたセッションは、年会会期中の指定するセッション枠（11月12-13日）にて実施します。

•

ポスター演題（個人の発表者によるポスタープレゼンテーション）
個人あるいはグループによって行われた研究についての結果を発表して頂きます。採用されたポスターは、年
会会期中掲示して頂き、指定する時間帯で質疑応答を実施します。

【応募対象分野】
•

医薬品、バイオテクノロジー、医療機器、ヘルスケア関連製品の発見、開発、ライフサイクル マネジメントな
ど、あらゆる専門領域が対象となります。採用する演題はDIA日本年会にふさわしい内容で、かつ今年の年会
テーマである「Rational Medicineをすべての人々へ提供するために」に関連の深いものといたします。

【応募者資格】
•

発表者（筆頭著者）はDIA会員に限ります。非会員の方は、
下記のリンクから入会手続きをお願いします。
http://www.diajapan.org/file/membership_registration_form_japanese.pdf

•

発表は1人1題とします。なお、ポスター発表においては、共同研究者としての連名発表はこの限りではありま
せん。

•

演題は原則として未発表・未登録のものに限ります。

【応募方法および選考過程】
•

募集期間：2019年4月8日（月）～ 2019年5月17日（金）まで

•

応募の際には、応募フォーム（セッショントピック・ポスター演題）をダウンロードし、必要事項を記入の上、
事務局宛にメール（JapanAnnual@DIAglobal.org）添付にてお送りくださいますようお願いします。作成に際
しては、応募フォームに記載の注意書きを参照してください。

•

締切日は厳守してください。締切り直前は応募が混みあうことが予想されますので、余裕をもってご応募くだ
さい。原則として募集期間の延長はいたしませんのでご注意ください。

•

申し込みいただいた応募者には事務局より受領した旨のメールをお送りし、その後査読委員により選考を行
います。採用されたセッショントピックあるいはポスター発表の応募者へは、2019年6月3日の週に事務局より
メールにて採用通知をお送り致します。

•

発表の時間帯の決定はプログラム委員会により決定されますのでご一任ください。

【応募フォームダウンロード】
http://www.diajapan.org/file/19303_CFA_Session_Form.pdf
http://www.diajapan.org/file/19303_CFA_Poster_Form.pdf

【注意事項】
•

採用となったポスター抄録はそのまま公表いたします。なお、公表に当たり、事務局で文字のフォント等につい
て編集させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

•

採用となったセッショントピックは、ご提案者に対し、事務局より実施に向けてのご案内を差し上げます。

•

年会当日に使用するプレゼンテーションスライドおよびポスターの使用言語は英語のみ（発表は英語・日本語
いずれも可）となりますのでご注意ください。

•

抄録の著作権は、DIAに帰属します。

•

採用されたポスターの発表者は年会参加費の30%割引が適応されます。また、採用されたセッションにおけ
る発表者は、他の一般のセッションの発表者と同様、参加費が全額が免除されます。

【お問い合わせ先／申込み先】
一般社団法人 ディー・アイ・エー・ジャパン 第16回DIA日本年会担当
〒103-0023

東京都中央区日本橋本町2-3-11 日本橋ライフサイエンスビルディング6階

Tel. 03-6214-0574 Fax. 03-3278-1313, Email: JapanAnnual@DIAglobal.org

