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第11回 DIA日本年会
境界を超える医療イノベーションの夜明け

2014年11月16日(日)～18日(火) | 東京ビッグサイト（有明）

　近年のDIAの活動では、日米欧共に医療分野におけるイノベーティブな技術や製品
の実用化を進めるための産学官の協力を発展させるとともに、患者さんの参加により
新しい医療技術、それを支える医薬品や医療機器の開発を飛躍的に進歩させようとし
ています。これらの動きに共通するのは、今までの様々な境界を明確な意志をもって超
え、新たな医療イノベーションを実現しようとする動きです。

　また、我が国においても世界最高水準の医療技術をいち早く国民へ提供することを
目指して、昨年11月20日に制定された再生医療新法「再生医療等の安全性の確保等に
関する法律」と、再生医療等の特性に応じた条件・期限付きの早期承認制度の導入等を
盛り込んだ薬事法改正により、革新的な医療機器・医療技術の進歩・発展、産業育成を
促すための新たな規制の枠組みが始まっています。

　このような既存の考えや慣習から踏み出した新しい規制の枠組みも相まって、ヒト人
工多能性幹（iPS）細胞や医療用ロボットスーツといった日本発・世界初の画期的な発見
や発明が様々な境界を乗り越えて、いよいよ未来の医療の新しい地平を広げていくこと
が期待されます。

　我々が乗り越えるべき境界には、産・学・官・民（患者さん・国民）の境界、科学や技術
の専門分野の境界、医薬品・医療機器・再生医療製品との境界、国や地域における境界
など実に様々なものがあります。医薬品や医療機器の開発は従来の方法論や開発環境
のままでは限界が見え、画期的な製品を生み出す事が困難な時代となっています。今
やオープンイノベーションこそが、現状打破の必然と考えられるようにもなっています。
本年会のタイトルに掲げた「境界を超える」という言葉の意味は、これまでの常識や枠
を超えるということであり、その原点には我々全ての内なる意識に明確な目的と強い意
志を生み出す改革が必要です。

　昨年は「創薬革命」を日本年会のテーマとしました。今年は、革命の実現のため、境界
を超え、あらゆる分野との協力により患者さんの期待に本当に応える医療イノベーショ
ンを生み出しましょう。

後援予定：厚生労働省/独立行政法人医薬品医療機器総合機構/日本製薬工業協会/
　　  　    米国研究製薬工業協会/欧州製薬団体連合会/日本PDA製薬学会/
                   国際製薬技術協会（ISPE）

展示申込受付中
詳細については、下記までお問い合わせください。

一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-10 日総第22ビル7F
Tel: 03-5575-2130 
Fax: 03-3583-1200 
email: diajapan@diajapan.org

日本語・英語間の同時通訳あり（一部セッションを除く）

Worldwide Offices
Basel, Switzerland | Beijing, China 

Horsham, PA, USA  | Mumbai, India | Tokyo, Japan

DIA Global Center
21 Dupont Circle NW, Suite 300 

Washington, DC  20036



　アカデミアの方を対象としたセッションを赤字で表示しています。
関連領域 ：★全領域 臨床 薬事統計 DM 安全性 PM CMC その他 

SUN 
NOV. 16

メイン会場
国際会議場

チュートリアル会場１
605会議室

チュートリアル会場２
606会議室

チュートリアル会場３
607会議室

9:00-10:30

T1 難しくない！薬物相互作用入門・こう変わる！添
付文書
-薬物相互作用の基礎と新薬物相互作用ガイド
ライン紹介- 

T2 海外のpharmacovigilance規制が日
本の添付文書作成・改訂に与える影響と
は - 第1部 

T3 実例を用いたシックスシグマ分析ツー
ルの活用体験学習 ★

10:30-11:00 ブレイク

11:00-12:30
T6 システム薬理学によるヒトの薬物動態および
安全性予測 

T7 海外のpharmacovigilance規制が日
本の添付文書作成・改訂に与える影響と
は - 第2部 

T8   アダプティブデザイン概論



12:30-13:30 ランチブレイク

13:30-13:40 開会の挨拶

13:40-13:50 大会長挨拶

13:50-14:00 GLOBAL DIA AWARD授賞式

14:00-14:05 PROGRAM INSTRUCTION

14:05-14:20 ショートブレイク

14:20-15:10 K1  基調講演1 <井村　裕夫先生>

15:10-16:00 K2  基調講演2 < JAXA 宇宙飛行士（調整中） >

16:00-16:30 コーヒーブレイク

16:30-18:00 SP1  特別セッション

18:00-18:15 ショートブレイク

18:15-20:00 情報交換会（レセプションホール）

MON
NOV. 17

メイン会場
国際会議場

第１会場
605/606会議室

第２会場
607会議室

9:00-10:30 
SESSION 1

V1-S1 世界同時申請から世界初申請へ，そして将来への展望―早期承認取得のための戦略（仮
題）★

V2-S1 患者さんの生の声を直接聞こう
―患者さんから医薬品開発に携わる人た
ちへのメッセージ―★

10:30-11:00 コーヒーブレイク

11:00-12:30 
SESSION 2

V1-S2 世界同時承認，そして将来への展望―世界同時申請における各国への対応と対策（仮
題）★

V2-S2 患者さんへの情報提供を考える
～規制当局、企業および医療従事者から
発信する患者志向の情報提供とは～★

12:30-14:00 ランチブレイク

14:00-15:30 
SESSION 3 V1-S3 日本がGlobal医薬品開発に提供しうる価値を考える 

V2-S3 電子診療情報を日本における医薬
品の市販後安全対策にどのように生かす
か？ 

15:30-16:00 コーヒーブレイク

16:00-17:30 
SESSION 4 V1-S4 模擬相談：有効活用のための秘訣-2 

V2-S4 日本が目指すベネフィット・リスクバ
ランス評価とは
～患者さんへの貢献に資する有用な情報
創出に向けて～ 

17:30-17:45 ショートブレイク

17:45-19:00 SP2 SPECIAL CHAT SESSION（レセプションホール） ★

TUE
NOV. 18

メイン会場
国際会議場

第１会場
605/606会議室

第２会場
607会議室

9:00-10:30 
SESSION 5 V1-S5 再生医療等製品の製品化に大切なこと・・・品質の確保をどうするか？ 

V2-S5 その医薬品リスク管理計画は本当
に有効か？ ― 第1部 ―

10:30-11:00 コーヒーブレイク（1Fレセプションホール前で学生ポスターセッションあり）

11:00-12:30 
SESSION 6 V1-S6 再生医療等製品開発への期待と課題 - 薬事法改正で何か変わるのか？ 

V2-S6 その医薬品リスク管理計画は本当
に有効か？― 第2部 ―

12:30-13:50 ランチブレイク

13:50-14:50 SP3  特別セッション：境界を超える新たな視点
での医療貢献 

14:50-15:00 BEST PRESENTER/STUDENT AWARD

15:00-15:30 コーヒーブレイク

15:30-17:00 R1  ADAPTIVE LICENSINGへの期待 

17:00-17:10 ショートブレイク

17:10-18:25 SP4  PMDAタウンホール

18:25-18:30 閉会の挨拶

日本語のみ 英語のみ



チュートリアル会場４
608会議室

チュートリアル会場５ 
609会議室

スチューデント会場
101会議室

102会議室 SUN 
NOV. 16

T4 機能と分野の境界を超え多様性を活かす
コミュニケーション、コーチングの可能性を探
る 

T5 「臨床研究」に関する規制の基礎★ 9:00-10:30

9:20-12:30
[スチューデントセッション]
医薬品情報の在り方と患者さんへの伝達
手段 ★

ブレイク 10:30-11:00

T9 医療機関で計画・実施される臨床研究活
動におけるプロジェクトマネジメント基本プロ
セスの導入 ★

T10 HTA2016? 本邦における課題  11:00-12:30

ランチブレイク 12:30-13:30

13:30-13:40

13:40-13:50

13:50-14:00

14:00-14:05

14:05-14:20

14:20-15:10

15:10-16:00

16:00-16:30

16:30-18:00

ショートブレイク 18:00-18:15

情報交換会（レセプションホール） 18:15-20:00

第３会場
608会議室

第４会場
609会議室

第５会場
101会議室

第６会場
102会議室

MON
NOV. 17

V3-S1 次世代審査で変わること・変わらないこ
と 

V4-S1 バイオシミラー開発にあたり考慮する点
類似性の評価とは？バイオシミラー開発の利点と
使用上の懸念 ★

V5-S1 ステークホルダーとの共創を生み
出す、プロジェクト・ミーティングマネジメ
ント ★

V6-S1 アカデミア発のシーズ開発
 

9:00-10:30 
SESSION 1

コーヒーブレイク 10:30-11:00

V3-S2 Medical Big Dataの活用（臨床開
発および市販後安全対策への応用と展望） 


V4-S2 バイオベンチャー企業と製薬企業、創薬
パートナーになるために意識の差をどのように埋
めるか

V5-S2 コンフリクトはこうやって解決しよ
う!! - 医薬品開発プロジェクトにおけるコン
フリクトの予防と解決の事例 ★

V6-S2 アジアにおける後期臨床試験の推
進を目指したARO活動の紹介

11:00-12:30 
SESSION 2

ランチブレイク 12:30-14:00

V3-S3 事例に学ぶAdaptive Design


V4-S3 オーファンドラッグ開発におけるイノベー
ション（１）　―指定制度の現状とアカデミア― 


V5-S3 治験を進めるためのBrain Storming
―治験実施はCompany-Funded 
Company-Lead Trial だけではない？ 


V6-S3  臨床試験におけるCOI (Conflicts 
of  Interest) の将来 

14:00-15:30 
SESSION 3

コーヒーブレイク 15:30-16:00

V3-S4 既存情報の最大活用により効果的な臨
床開発を目指す！ 

V4-S4  オーファンドラッグ開発におけるイノベーショ
ン（２）　―多様化する業態と企業―

V5-S4 臨床開発部門が知っておくべきメデ
ィカルアフェアーズの役割 ★

V6-S4 研究者主導臨床試験におけるリー
ンシックスシグマを使ったデータマネジメ
ントプロセスの改善 

16:00-17:30 
SESSION 4

ショートブレイク 17:30-17:45

SP2 SPECIAL CHAT SESSION（レセプションホール） ★ 17:45-19:00

第３会場
608会議室

第４会場
609会議室

第５会場
101会議室

第６会場
102会議室

TUE
NOV. 18

V3-S5 Multi-Regional Clinical Trialsはどこへ
向かうべきか？ 

V4-S5 広い視点を持った開発担当者・審査員を
育てるために　～境界を超えた人材育成と人材
交流の必要性～ ★

V5-S5 リスクに基づくモニタリング 第1部：
現状と今後の展望 

V6-S5 時代を超えたゲノムサンプルの活
用に向けて 

9:00-10:30 
SESSION 5

コーヒーブレイク （1Fレセプションホール前で学生ポスターセッションあり） 10:30-11:00

V3-S6 脱日本にチャレンジ：アジア開発からグ
ローバル試験まで 

V4-S6  製薬会社とCROの共存共栄を目指して 


V5-S6 リスクに基づくモニタリング　第2部：ト
ランスセレレート　各メンバー会社における日
本での取り組み 

V6-S6 未来の医療を拓く医薬品と医療機
器の新しい関係 

11:00-12:30 
SESSION 6

ランチブレイク 12:30-13:50

13:50-14:50

14:50-15:00

15:00-15:30 

15:30-17:00

17:00-17:10

17:10-1825

18:25-18:30 

関連領域 ：★全領域 臨床 薬事統計 DM 安全性 PM CMC その他 日本語のみ 英語のみ
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9:00-10:30 チュートリアル 1       605会議室

難しくない！薬物相互作用入門・こう変わる！添付文書
―薬物相互作用の基礎と新薬物相互作用ガイドライ
ン紹介―
関連領域 : 臨床、薬事、臨床薬理、臨床開発、市販後マーケティング、　　　
臨床医、薬剤師
レベル: 初級
言語: 日本語のみ

座長
横浜薬科大学
千葉　康司

薬物相互作用，なんだか難しそうだから専門家に任せておけばいいや。本
当にそれでよいのでしょうか？今回新しく発出される薬物相互作用ガイド
ラインは，生理学的薬物速度論（PBPK）モデルの活用や，添付文書への記
載方法など大幅な変更が盛り込まれており，企業の薬物動態担当者以外
にも，薬事，臨床開発，市販後などの他部門担当者や，情報を提供される
側の医療現場にもインパクトを与えると考えられます。

本チュートリアルは，薬物相互作用のイロハと今回の改訂の背景をわかり
やすく紹介し，さらに，改訂ガイドラインで添付文書がどう変わるのかを紹
介することで，あなたの「なんだか難しい」を「なるほどそうだったのか！」
に変えるセッションです。

新薬開発プロセスにおける薬物相互作用の評価と得られた
情報の添付文書への記載
千葉大学大学院

樋坂　章博

トランスポーターを介した薬物相互作用の現状とリスク評価
東京大学大学院
前田　和哉

11:00-12:30 チュートリアル 6       605会議室

システム薬理学によるヒトの薬物動態および安全性 
予測
関連領域 : 臨床、薬事、統計、安全性
レベル: 初級、中級
言語: 日本語のみ

座長
千葉大学大学院
樋坂　章博

システム薬理学の方法論を用いて非臨床データからヒトの薬物動態およ
び安全性を予測するアプローチを紹介する。

薬物動態予測に関しては、IVIVE（in vitroからin vivoへの外挿）および生理
学的薬物速度論の方法を紹介し、その上で、個人差をも予測する方法を議
論する。さらに、小児の用法用量設定を目的として成人データから小児の
PK/PDを予測する方法を示す。

安全性に関しては、QT延長の予測を取り上げる。現行ガイドラインの下で
はhERGアッセイおよび臨床でのQT間隔評価がなされているが、今後はコ
ンピュータシミュレーションおよびPK/PDモデリングによるQT延長評価が
取り入れられていくものと考えられ、本チュートリアルではシミュレーショ
ンの方法を解説する。

1日目 | 2014年11月16日

チュートリアル

生理学的薬物速度論による健康成人および各種特殊集団
の薬物動態の予測
横浜薬科大学
千葉　康司

コンピュータシミュレーションによる心臓安全性の予測
サターラ合同会社
笠井　英史

9:00-10:30 チュートリアル 2       606会議室

海外のpharmacovigilance規制が日本の添付文書作
成・改訂に与える影響とは - 第1部
関連領域 : 臨床、薬事、安全性
レベル: 全て

座長
ファイザー株式会社
松井　理恵
最近のEU pharmacovigilance規制より、グローバルラベリングプロセスや
CCDSが見直されていることから、過去2回のチュートリアルでCCDS作成の
根幹について学んできた総集編及び次のステージのCCDSの考え方、日本の
Affiliatesにおいてすべきこと、日本の添付文書への反映等について説明す
る。特に、日本の添付文書改訂がどのようにグローバルで検討され、他の国へ
影響するについても言及する。また、日本では海外の規制がどのように影響
し、添付文書の作成・改訂に関係するか、また、Target Labelling等について説
明する。

海外のPHARMACOVIGILANCE規制がグローバルラベリング
プロセス、CCDSに与える影響について 
～EUのPHARMACOVIGILANCEやUSでの規制が、どのように
日本の添付文書作成・改訂に影響するのか～
BARBARA LACHMANN LABELING CONSULTING
Barbara Lachmann 

11:00-12:30 チュートリアル 7       606会議室

海外のpharmacovigilance規制が日本の添付文書作
成・改訂に与える影響とは - 第2部
関連領域 : 臨床、薬事、安全性
レベル: 全て

座長
ファイザー株式会社
松井　理恵

CCDSは世界のどの国の添付文書においても適している内容になってい
るべきである。しかしながら、実際には、日本で実施するには難しい内容が
多く含まれていることが多い。これは、EUやUSの添付文書の規制がCCDS
の記載に影響していることが要因と考えられる。このセッションでは、グロ
ーバルカンパニーがCCDSを作成する際、EU添付文書の規制が具体的に
どのように影響するか言及しながら、理想的なCCDSとは何か、また、どうし
て、そのようなCCDSの記載があるのかを理解し、より適切に日本の添付文
書に反映していくことを検討していく。

海外のPHARMACOVIGILANCE規制がグローバルラベリング
プロセス、CCDSに与える影響について 
～EUのPHARMACOVIGILANCEやUSでの規制が、どのように
日本の添付文書作成・改訂に影響するのか～
BARBARA LACHMANN LABELING CONSULTING
Barbara Lachmann
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9:00-10:30 チュートリアル 5        609会議室

「臨床研究」に関する規制の基礎
関連領域 : 全領域
レベル: 初級
言語: 日本語のみ

座長
株式会社CTD
小林　史明
臨床研究は、現状の医療における治療効果の把握、標準治療に関するエ
ビデンスの構築、新たな治療法の開発にいたるまで、医療の進歩に欠か
せない役割を有する。しかし、昨年来臨床研究はメディアで再三取り上げ
られ、ネガティブな面ばかりが強調され、世間からは臨床研究の在り方が
厳しく問われている。

臨床研究に携わる者は、その適切な実施に際し、国際的な倫理指針や関
連する規制も理解しておく必要がある。臨床研究に関する倫理指針の改
正や法制化の検討が行われる等変革期にある臨床研究について、関連す
る規制を整理して学ぶ機会を用意した。医師、看護師、薬剤師等の医療関
係者のみならず、製薬企業の方にも是非参加いただききたい。

講師
国立循環器病研究センター　研究開発基盤センター
山本　晴子

11:00-12:30 チュートリアル 9        608会議室

医療機関で計画・実施される臨床研究活動におけるプ
ロジェクトマネジメント基本プロセスの導入
関連領域 : 全領域？
レベル: 初級
言語: 日本語のみ

座長
中外製薬株式会社
DIAJ PMコミュニティ
住田　秀司
本チュートリアルの目的は、医師主導治験を題材にし、効率的かつ効果的
に試験を推進するためにプロジェクトマネジメント（PM）をいかに活用す
るかを紹介することです。

医師主導治験の具体的なケースを用いて、PMの基本フレームを紹介した
うえで、医療機関におけるスケジュール立案等、PMツールの具体的な活
用方法について、グループワークを活用して議論と理解を深めます。

本チュートリアルに参加することにより、参加者が日常的な疑問点解決の
ヒントを得、参加者におけるPMツールの活用による医師主導治験等の効
率化に繋がることに加え、同様の苦労や問題点を持っている参加者同士
のネットワークが強まることも期待しています。

演題未定
武田薬品工業株式会社
DIAJ PM コミュニティ

岩崎　幸司

演題未定
第一三共株式会社
DIAJ PM コミュニティ

塚本　淳

演題未定
北里大学臨床研究機構

風見　葉子

9:20-12:30 スチューデントセッション      101会議室

医薬品情報の在り方と患者さんへの伝達手段
関連領域 : 全領域
レベル: 初級
言語: 日本語のみ

座長
慶應義塾大学大学院
石川　光雄
慶應義塾大学大学院
丸山　穂高
千葉大学
小野　綾子
武蔵野大学
矢口　大地

近年の医薬品業界の動きをみると、 ジェネリック薬の使用推進やOTC薬の
ネット販売解禁、改正薬事法に「国民の役割」が明記されるなど、患者さん
自身が医薬品の正しい情報を得ることがますます重要になると考えられ
る。一方、医薬品業界に携わる者も、医薬品の正しい情報をいかに患者さ
んに伝達するかという点を検討することは極めて重要である。

本セッションでは、添付文書が医薬品情報の最も重要な基本であるとの考
えのもと、添付文書の概念やそのあり方、実際の医療現場における患者さ
んへの医薬品情報の伝達方法といったテーマで教育講演を行って頂く。

その後、さらに理解を深め、将来グローバルな場で活躍するために必須と
なるコミュニケーション能力を習得するため、学生内でディスカッション・
発表・質疑を行う。

講師
ファイザー株式会社

小宮山　靖

国立成育医療研究センター
石川　洋一

武蔵野大学
村山　一茂

1日目 | 2014年11月16日

チュートリアル

日本臨床薬理学会認定CRC制度による研修会・講習会 
本年会は、日本臨床薬理学会認定CRC制度による研修会・講習会と
して認定されています。 本年会のセッションに4時間以上参加する
ことで、日本臨床薬理学会認定CRCの認定試験および認定更新に
必要な点数を取得できます。詳細につきましては当日配布プログラ
ムにてご案内いたします。

日本薬剤師研修センター認定の集合研修会（チュートリア
ルセッションのみ） 
本年会の各チュートリアルセッション（チュートリアル#1～10）は、公
益財団法人日本薬剤師研修センターより認定された集合研修会と
なっており、参加者はチュートリアル1セッションにつき1単位（研修
受講シール1枚）を取得できます。研修受講シールの交付を希望さ
れる方は、チュートリアルセッション終了後総合受付にお申し出い
ただきましたらシールをお渡しします。
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13:30-13:40 開会の挨拶
国際会議場

DIA Japan
関口　康

DIA
Barbara Lopez Kunz

DIA Advisory Council of Japan議長/ 慶應義塾大学
黒川　達夫

13:40-13:50 大会長挨拶

第11回DIA日本年会大会長 / 浜松医科大学
渡邉　裕司

13:50-14:00 DIAアワード授賞式
プレゼンター
DIA

Barbara Lopez Kunz

アワード受賞者：
ノバルティス ファーマ株式会社
西野　潤一

日東電工株式会社
首藤　英利

第一三共株式会社
塚本　淳

14:00-14:05 プログラムに関する案内

第11回DIA日本年会副大会長 / 日本化薬株式会社 

永谷　憲司

14:20-15:10     基調講演 1
国際会議場

TBC

座長

厚生労働省

森　和彦
今年のDIA日本年会の基調講演は公益財団法人先端医療振興財団理事長の
井村裕夫先生にお願いしました。先生は、京都大学総長や総合科学技術会議
議員など数々の要職を歴任され、2004年からは先端医療振興財団の理事長
として再生医療をはじめとする日本の先端医療の実用化を進める日本最大
の医療クラスターを導いておられます。また先生は日本医学会総会２０１５
関西の会頭として、医学と医療の革新を目指し、専門を超え、世代を超え、患者
や家族を含めたあらゆる関係者が参加する、新しい取り組みにチャレンジさ
れています。今まさに医学界において境界を超える大きな動きを主導されて
いる先生にこれからのビジョンを語って頂きたいと思います。

公益財団法人　先端医療振興財団 
理事長　井村　裕夫

15:10-16:00     基調講演 2
国際会議場

TBC

座長

ノバルティス ファーマ株式会社
西野　潤一

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)より宇宙飛行士をお招きし、講
演いただく予定。

訓練スケジュール等によりご講演いただけない場合もありますので、予めご
了承ください。

独立行政法人　宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
宇宙飛行士（調整中）

16:00-16:30     コーヒーブレイク

16:30-18:00     特別セッション          
国際会議場

座長

慶應義塾大学

黒川　達夫
PMDAも設立から10年を迎え、国際ビジョン・ロードマップを公表するなど、世
界のPMDAを目指し、様々な方策を立てている。

本セッションでは、昨今のPMDAにおける国際協力の状況について、近藤達
也理事長より概説戴いた上で、海外規制当局の長官等、医薬品規制領域にて
見識の深い世界のトップクラスのスピーカーより、日本への期待を講演戴き、
さらなる国際協力の方向性について議論する予定である。

独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
近藤　達也
The Italian Medicines Agency (AIFA)
Luca Pani

18:15-20:00     情報交換会                           
レセプションホール

各セッションの座長、演者やプログラム委員の方々、また他の参加者の方 と々
の貴重なネットワーキングの機会になるものと考えております。奮ってご参加
ください。

1日目 | 2014年11月16日

開会の挨拶および基調講演
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2日目 | 2014年11月17日

2日目セッション (1)
9:00-10:30 第6会場 102会議室
[V6-S1] アカデミア発のシーズ開発
関連領域 ： 臨床、薬事、PM
レベル：初級、中級

座長
千葉大学
花岡　英紀
早期探索医療機関や臨床研究中核病院など15の
医療機関が指定され、アカデミア発のシーズ開発
が期待されている。基礎研究の成果を臨床応用す
るためのハードルは多く存在するが、これをアカ
デミアで行うことは容易ではなく、企業やPMDAと
の連携も不可欠であり、現在、様々な取り組みが
行われている。今後、日本版NIHや、国家戦略特区
などの実施のためにも、その具体的成果が求めら
れる。そこで、医療機関における具体的なシーズ
開発について焦点をあてながら、一方でその実現
性やアウトプットについて規制当局の薬事戦略の
視点からの問題点も挙げ、どのような方向性にす
べきかを議論をし、解決すべき方向性を明らかに
する。

ドラッグディスカバリー ?アカデミアの役
割と重要性?
東北大学
宮田　敏男
新規抗菌性ペプチドの同定・改良による
難治性皮膚潰瘍外用薬の開発 
大阪大学
中神　啓徳
稀少疾患における医師主導治験：臨床
医の視点を生かす
千葉大学
三澤　園子

パネルディスカッション
本セッションの講演者および
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
小池　恒
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
矢花　直幸

11:00-12:30 第6会場 102会議室
[V6-S2] アジアにおける後期臨床試験の
推進を目指したARO活動の紹介
関連領域 ： 臨床
レベル：初級

座長
第一三共株式会社
宮崎　浩一
アジアで実施される臨床試験の増加に伴い、効
率的な臨床試験を実施するための体制構築が急
務である。近年は、アカデミア、医師の観点から、
広範囲な業務を実施して臨床試験を支援する
ARO(Academic Research Organization)を設置
する大学、医療機関も増えつつある。その支援業
務は治験実施医師や治験依頼者の要望により、多
岐に渡り。

本セッションでは、各演者が自らの経験やAROを

最大限に活用するためのアイデアを共有する。ま
た、患者さんに逸早く医薬品を届ける、という共通
目標に向けた活動として、臨床試験コンソーシア
ムやアジア地域における国を超えた施設連携の
事例紹介も扱う。

臨床試験推進を目指したコンソーシアム
と戦略的な施設連携
Dong-A University
Moo Hyun Kim
台湾における施設連携の紹介
National Taiwan University Hospital

K. Arnold Chan
日本における後期臨床試験支援を目指
したARO活動
千葉大学
花岡　英紀

パネルディスカッション
本セッションの講演者

14:00-15:30 第6会場 102会議室
[V6-S3] 臨床試験におけるCOI（Conflicts 
of Interest）の将来
関連領域 ： 臨床、薬事、統計、DM、安全性、アカ
デミア
レベル：初級

座長
国立がん研究センター中央病院
藤原　康弘
浜松医科大学
渡邉　裕司
利益相反（COI）とは、「外部との経済的な利益関
係により、公的研究で必要とされる公正かつ適正
な判断が損なわれる、または損なわれるのでは
ないかと第三者から懸念が表明されかねない事
態」を指す。医薬品開発において産学連携は欠か
せないものであり、COIは必ず存在すると考えてよ
い。問題はCOIの存在ではなく、それにより研究の
倫理性や科学性に歪みが生じることである。その
ような事態を回避するためにはCOI状態の透明
化と適正な管理体制の構築が必須となる。本セッ
ションでは、日本医学会で「医学研究のCOIマネー
ジメントに関するガイドライン」を取りまとめられ
た立場、あるいは当事者となる研究者、スポンサ
ーの視点からCOIの将来を展望していただく。

医学研究におけるCOIマネージメントと
その将来
徳島市民病院
曽根　三郎
研究者からみた臨床試験におけるCOI
管理とその将来
国立がん研究センター中央病院
藤原　康弘
スポンサーからみた臨床試験における
COI管理とその将来
株式会社ACRONET
北川　雅一

16:00-17:30 第6会場 102会議室
[V6-S4] 研究者主導臨床試験におけるリ
ーンシックスシグマを使ったデータマネジメ
ントプロセスの改善
関連領域 ： 臨床、統計、CDM、PM
レベル：初級

座長
北海道大学大学院
DIAシックスシグマコミュニティ
伊藤　陽一
近年、研究者主導臨床試験の実施数が増えてきて
いる。企業主導の臨床試験と比較すると、プロセ
ス、チーム活動など様々な側面で効率的な運用に
課題があると考えられる。

シックスシグマは、組織的問題解決の手法として
欧米を中心に広く用いられてきた。また、シック
スシグマにリーン（ムダ省き）を組み合わせるこ
とで、より広範の課題に対して適応が可能であ
る。DIA JAPANでは、臨床開発に関連するシック
スシグマ事例を紹介してきたが、医療機関の問題
意識に根差した改善についてもその有用性を示
すことは、医療全体の効率化に寄与すると考えて
いる。

本セッションでは、研究者主導臨床試験における
データマネジメントプロセスの改善案導出まで
の過程を紹介する。

リーンシックスシグマ　～組織的な問題
解決に向けたアプローチ～
グラクソスミスクライン株式会社
DIAシックスシグマコミュニティ
井上　宏高
リーンシックスシグマを用いた研究者主
導臨床試験におけるDMプロセス改善1
探索医療教育研究センター
DIAシックスシグマコミュニティ
内山　綾
リーンシックスシグマを用いた研究者主
導臨床試験におけるDMプロセス改善2
グラクソスミスクライン株式会社
DIAシックスシグマコミュニティ
窪田　智子

パネルディスカッション
本セッションの講演者
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9:00-10:30 第2会場 607会議室
[V2-S1] 患者さんの生の声を直接聞こう 
 ―患者さんから医薬品開発に携わる人たち
へのメッセージ―
関連領域 ： 全領域
レベル：初級、中級

座長
医薬産業政策研究所
小林　和道
近年、医薬品開発の場においても、医師、企業開
発担当者、規制当局といったプレーヤーに加え、
新たに「患者さん」がプレーヤーとしてクローズア
ップされてきている。そのような中、我々は本当に
患者の苦しみやニーズを理解していると言えるだ
ろうか？　本セッションでは、患者さんが参画する
医薬品開発の第一歩として、「まずは患者さんた
ちの話しを聞く」ことで、彼らの思いに直接触れる
場を提供することを目的としている。現在も闘病
中の患者さん数名に登場してもらい、新薬開発に
対する要望、治験参加時に感じたことなど話して
いただく。特に、患者さんと接する機会の少ない
企業の担当者にとって、貴重な機会になるものと
考えている。

※各疾患の患者さんからの発表は、現時点での
予定で、講演者は変更される場合もございます。

演題未定
レックリングハウゼン病患者
演題未定
ウェルナー症候群患者
演題未定
多発性嚢胞腎患者
演題未定
てんかん患者
演題未定
日本難病・疾病団体協議会
伊藤　たてお

11:00-12:30 第2会場 607会議室
[V2-S2] 患者さんへの情報提供を考える
～規制当局、企業および医療従事者から発
信する患者志向の情報提供とは～
関連領域 ： 臨床、薬事、CDM、安全性、PM、アカ
デミア
レベル：全て

座長
慶應義塾大学
望月　眞弓
ヨーロッパではPATIENT LEAFLETの作成が義務付
けられており、それらは患者さんの理解を高める
ため平易な文章で記載されていることから、患者
さんはどんな薬が処方されても、患者向け情報を
入手することが出来る。一方、日本では一部の製
品で患者向医薬品ガイドやくすりのしおりが作成
されているが、患者さんやその家族が病気や治療
薬の適切な情報を得ることや理解することは、ま
だまだ困難な状況にあると思われ、現状は企業で
も把握できていない。

本セッションでは、規制当局、企業及び医療従事
者それぞれの立場から、患者向けの情報発信の

2日目 | 2014年11月17日

2日目セッション (2)
現状・今後の対応策や要望を提示してもらい、参
加者を含めて患者向情報について議論・共有し
たい。

演題未定
厚生労働省
宇津　忍
演題未定
昭和薬科大学
山本　美智子
演題未定
毎日新聞社
小島　正美
演題未定
一般社団法人　日本医薬情報センター
高橋　千代美
演題未定
特定非営利活動法人　キャンサーリボンズ
山崎　多賀子

14:00-15:30 第2会場 607会議室
[V2-S3] 電子診療情報を日本における医
薬品の市販後安全対策にどのように生かす
か？
関連領域 ： 薬事、安全性
レベル：初級

座長
日本薬剤疫学会
久保田　潔
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
石黒　智恵子
近年、日本においてもナショナルレセプトデータ
ベースや医療情報データベース(MID-NET) 等、
市販後の医薬品安全対策に二次利用が可能な
電子診療情報の整備が進んできている。本セッ
ションでは、規制当局の立場からPMDAにおける
MIHARIプロジェクト及び各電子診療情報の医薬
品安全対策への活用について、アカデミアの立場
からは日本における電子診療情報を用いた薬剤
疫学研究の現状について、また、製薬業界の立場
から、医薬品リスク管理化計画等における電子診
療情報の利用可能性についてご講演いただく。こ
れらの講演を受け、日本における電子診療情報の
医薬品安全対策への利活用についての現状の課
題およびその将来的な展望について議論を行い
たい。

規制当局の立場からの発言
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
駒嶺　真希
アカデミアの立場からの発言
東北大学大学院
山口　拓洋
製薬業界の立場からの発言
中外製薬株式会社
青木　事成
パネルディスカッション
本セッションの講演者および
先端医療振興財団臨床研究情報センター
鍵村　達夫

16:00-17:30 第1会場 605/606会議室
[V1-S4] 模擬相談：有効活用のための秘
訣-2
関連領域 ： 臨床、薬事、統計
レベル：初級
言語：日本語のみ

座長
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
宇山　佳明
対 面 助 言 もしくは 承 認 審 査 の 過 程 に お い
て、PMDAと相談者（または申請者）との議論を実
りあるものとするためには、検討課題や背景情報
等を正しく理解しておくことが双方にとって重要
であるが、実際には、提出資料や照会事項とその
回答における記載内容、実際の説明の仕方で、理
解度は大きく左右される。昨年好評を博したセッ
ションの第2弾として、これまでのPMDAの対面助
言の実例を参考に、仮想的な開発品目を用いて、
典型的な相談事項や照会事項と、そのやり取りの
過程でミスコミュニケーションが起こりやすい状
況をパネリストが再現する。相談者側のパネリス
トは、どのように照会事項に対する回答方針をま
とめているのか、どのように落とし所を探っている
のかを再現し、PMDA側のパネリストは、普段垣
間見ることのできないPMDA内部での熱い議論
を、DIA年会の場で公開する。昨年同様、PMDAと
相談者のミスコミュニケーションを防ぐための改
善策を、VOTING SYSTEMを用いて参加者ととも
に考える。相談内容として、CMC、非臨床試験、国
際共同試験を含む第Ⅲ相試験等、幅広く取りそろ
えている。

パネリスト
千葉大学医学部附属病院
花岡　英紀
日本イーライリリー株式会社
東内　祥浩
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
石川　資子
株式会社CTD
小林　史明
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
小室　美子
第一三共株式会社
松岡　洋明
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
野口　敦
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
竹田　寛

17:45-19:00 スペシャル チャッティング  
セッション

レセプションホール 
Let’s Chat! – Presented by DIA Community
関連領域 ： 全領域
レベル：初級

座長
ノバルティス ファーマ株式会社
関根　恵理
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9:00-10:30 第1会場 605/606会議室

[V1-S5] 再生医療等製品の製品化に大切
なこと・・・品質の確保をどうするか？
関連領域 ： 臨床、薬事、PM、CMC
レベル：全て

座長
東京女子医科大学
岡野　光夫
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
梅澤　明弘
再生医療等製品の開発は、日本においても今後
の成長分野として大きな発展が期待されている。
本セッションは、2部構成とし、第１部では、産官学
の立場から再生医療製品の開発から製品化にお
ける現状と課題について紹介する．また，パネル
では，早期開発時の課題（ドナーの提供，自家細胞
と他家細胞），臨床段階での課題（再生医療新法
における、培養・保管の委託），申請承認に向けて
の課題（GMP，生物由来原料基準）等について意
見交換を行う。

改正薬事法施行に向けた、ガイダンス等
の整備状況と解説
国立医薬品食品衛生研究所
佐藤　陽治

再生医療に対するアカデミアの期待(仮
題)
東京女子医科大学
大脇　敏之

自家培養表皮JACEⓇ、自家培養軟骨
JACCⓇの提供経験に基づく、再生医療等
製品の品質確保とその問題点
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリ
ング
畠　賢一郎

パネルディスカッション
本セッションの講演者

11:00-12:30 第1会場 605/606会議室
[V1-S6] 再生医療等製品開発への期待と
課題 － 薬事法改正で何か変わるのか？
関連領域 ： 臨床、薬事、統計、安全性、CMC
レベル：初級、中級

座長
東京女子医科大学
岡野　光夫
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
梅澤　明弘
再生医療等製品の開発は、日本においても今後
の成長分野として大きな発展が期待されている。
本セッションは、2部構成とし、第2部では、本年11
月末から施行される医薬品機器法（改正薬事法）
に伴い、再生医療等製品の開発に焦点をあて、当
該制度が日本のあらたな医療環境を変えるのか
検討する。

医薬品機器法では、革新的な再生医療等製品を

3日目 | 2014年11月18日

3日目セッション
安全にかつ迅速に届けるための新しい試みとし
て、期限・条件付き制度が新たに提案された。本
制度を構築した意図について解説を聞きながら、
企業の期待と課題について意見交換を行う。

薬事法改正に伴う新しい制度の解説～
期限・条件付き承認の正しい理解のた
めに～
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
佐藤　大作

アカデミアからの期待
大阪大学
岡田　潔

日本のバイオテク企業からみた「再生医
療等製品」開発への期待と課題
株式会社メディネット
鈴木　邦彦

再 生 医 療 等 製 品 のグロー バ ル 開 発
～Global開発における日本の新しい制
度の「期限条件付き承認」への期待と課
題～
Janssen Research & Development, 
LLC
Katherine Tsokas

パネルディスカッション
本セッションの講演者

9:00-10:30 第４会場 609会議室

[V4-S5] 広い視点を持った開発担当者・審
査員を育てるために　～境界を超えた人材
育成と人材交流の必要性～
関連領域 ： 全領域
レベル：中級

座長
ノバルティスファーマ株式会社
西野　潤一

求められる人材、また将来求められるであろう人
材をいかに育成するかは、業界の枠を超えた重
要な課題である。開発戦略のトレンドや薬事規
制、IT等の環境は時代とともに変化し、それに応じ
て開発・審査担当者に求められるスキルも変化す
る。そのスキルを獲得するための計画策定と見直
しは人材育成上の重要な鍵と言えるであろう。本
セッションでは、産官学において育成に関わる方
々から成功事例や問題点、また、今後の方向性等
についてご紹介いただく。またパネルディスカッ
ションでは境界を越えた人材交流を通した人材
育成のベネフィットやハードル、またその要否に
ついて意見交換を予定している。将来のキャリア
パスに不安を抱く若手の方、部下育成に悩む上長
の方へのヒントにもなればと思う。

医療機関の立場から
名古屋大学医学部付属病院

平川　晃弘

PMDAの立場から

独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
大澤　智子

企業の立場から
アボットジャパン株式会社
海老原　恵子

パネルディスカッション
本セッションの講演者

10:30-11:00 コーヒーブレイク＆出展社
プレゼンテーション

レセプションホール

スチューデントポスタープレゼンテーション

11:00-12:30 第6会場 102会議室
[V6-S6] 未来の医療を拓く医薬品と医療
機器の新しい関係
関連領域 ： 臨床、CDM、安全性、CMC
レベル：初級

座長
東北大学病院臨床研究推進センター
池田　浩治
従来、医薬品治療が主流であった領域において、
医薬品による治療に抵抗性を示す患者に対し、医
療機器による治療が始まっている。また、医薬品と
の共同作業で効果を増大させるPDTレーザや血
管塞栓用ビーズは、従来治療が困難であった領域
でガン治療を実現している。このように、薬剤溶出
型ステントなどのコンビネーションプロダクトに
とどまらず、医薬品と医療機器は新たな治療方法
の開発において、新しい局面を迎えている。医薬
品と医療機器の関係性が複雑になるにつれ、そ
の製品の評価方法も複雑になるが、医薬品と医療
機器はその特性上、臨床評価の考え方が異なる
ため、新しい医療における臨床評価について意見
交換を始めることが重要である。

臨床開発担当者からみた医薬品と医療
機器の違い
グリーンフィールド
土井　功夫

医薬品と医療機器の臨床評価の将来像
株式会社メディライト
幕田　尚幸

臨床試験立案における医薬品と医療機
器の違い
東邦大学医療センター大橋病院
中村　正人

医薬品と医療機器の違いを踏まえた臨
床評価の在り方
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
鈴木　由香

パネルディスカッション
本セッションの講演者
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13:50-14:50 特別セッション              
国際会議場 

境界を超える新たな視点での医療貢献
座長
厚生労働省
森　和彦
ロボットスーツHALは、脳神経科学、運動生理学、ロボット工学、IT、行動科学、
システム統合技術、法学、倫理、経営学などで構成される新領域サイバニクス

（人・機械・情報系の融合複合技術）を駆使し、各分野の境界を超えた視点で
研究開発された世界初のサイボーグ型ロボット。HALは、運動意思に応じて
発生する脳・神経系からの生体電位信号に基づき装着者と一体となって動作
し、脊髄損傷や脳卒中により障害のある人の機能改善治療・再生・獲得、自立
動作支援、介護支援を行う。欧州連合全域で世界初のロボット治療機器とし
て医療機器認証も取得されており、ドイツでは公的労災保険の適用が始まっ
ている。今、再生医療や医薬品とHALとの組み合わせによる新たな複合療法
の研究開発が進み、境界を超える新たな視点での医療貢献が加速している。

筑波大学大学院
山海　嘉之

Prof. Sankai University of Tukuba / CYBERDYNE Inc.

14:50-15:00     ベストプレゼンター授賞式   
国際会議場

15:O0-15:30     コーヒーブレイク

15:30-17:00     ラウンドテーブル             
           国際会議場

Adaptive Licensingへの期待
レベル：中級
関連領域：薬事、安全性、PM
座長
厚生労働省
森　和彦 
MSD株式会社
小野　嘉彦
医療上必要性の高い新薬や医療技術へのアクセスを改善する制度の一つと
して、Adaptive licensing（AL）が注目を集めいている。既にEMAではMedicines 
Adaptive Pathways (MAPs) またはMedicines Adaptive Pathway to Patients 
(MAPPs)として検討され、Pilot projectが開始されている。一方、日本において
も再生医療法が定められ再生医療等製品の早期承認が可能となり、これもAL
と考えられる。
ALについては、限られたデータで医薬品等へのアクセスを許可するため、
有効性、安全性をどこまで担保して、そのようにベネフィット・リスクの評価
などが制度化する上での検討課題になっている。
本セッションでは、現状でのALの利点や問題点について認識する共に、今
後、期待される制度について討論したい。

欧州におけるAdaptive Licensing制度
European Medicines Agency (EMA)
Francesco Pignatti

医薬品におけるAdaptive Licensing制度について
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
佐藤　大作

今後の承認審査のあり方-開発企業からの期待
MSD株式会社
白沢　博満

17:O0-17:10     ショートブレイク

17:10-18:25     PMDAタウンホール             
           国際会議場

PMDAタウンホール
レベル：全て
関連領域：全て
座長
独立行政法人　医薬品医療機器総合機構
俵木　登美子
浜松医科大学
渡邉　裕司
本セッションは、PMDAの担当者をパネリストに迎え、参加者からの質問につ
いてお答えするセッションです。有意義なセッションとするため、参加者から
のの積極的なご発言、ご質問を期待しています。

18:25-18:30     閉会の挨拶       
国際会議場

「第11回DIA日本年会」大会長
渡邉　裕司

3日目 | 2014年11月18日

スペシャルセッションおよびラウンドテーブル



DIAとは

国際的な教育の機会の提供、多種多様なネットワーク構築の機会を通して、DIAは、世界中の人々
の健康と福利の向上を目指した製品、技術、サービスの革新を促進する、知識交換のための国際フォ
ーラムを提供します。米国フィラデルフィア州ホーシャムに本部を置き、バーゼル（スイス）、東京、ムン
バイ（インド）、北京（中国）に支部を構えています。

DIAは、その会員に対し幅広く情報を提供することを約束し、継続的に専門性を高めることを目標とし
ています。そして、いかなる組織や監督官庁からの影響も受けることのない、中立でグローバルな環境
のもとで運営されています。

財政的にも完全に自立した非営利団体であり、その運営資金は会員からの年会費および会議参加費
により支えられています。そして、DIA会員並びにDIAが開催する各種会合の座長や講演者等のボラン
ティアの協力により、DIAの各種会合や出版物はリーゾナブルで競争力のあるコストで提供されてい
ます。

ミッション
DIAは、以下の使命をもって世界中の人々の健康と福利の向上のためのイノベーションの促進を目指
しています。
・ 医薬用製品、技術及び関連サービスに関する重要な情報を交換し、現状の問題について議論す

る価値のあるフォーラムを提供すること
・ 目的に合った学習の機会を提供すること
・ DIAの価値観と責任を共有し、積極的に活動している個人や組織との間で信頼関係を築き、

維持発展させること
・ その誠実さと妥当性によって国際的に認められる、多くの専門分野を網羅する中立的な環境

を提供すること

ビジョン
DIAは、世界中の人々の健康と福利の向上を目指し、イノベーションを促進することに役立つ知識交
換のための国際フォーラムである。

DIAは、全世界で18,000人以上
の会員を有する医薬品、医療機
器などの医療用製品の創出、開
発、ライフサイクルマネジメント
に関わる専門家のための団体で
す。

“DIA is the global forum for knowledge exchange that fosters innovation to raise 
the level of health and well being worldwide”

活動内容

セミナー、ワークショップ、トレーニングコースの実施
毎年100以上のワークショップ、トレーニング、教育コースを開催しています。これらの会合
の開催地は、米国、欧州、日本、インド、中国、東南アジア、アジア太平洋地域、アフリカ、中南

米、中東など、世界各地に及びます。

出版物の発行
DIA会員への情報提供、教育などのために、DIAの公式刊行物であるTherapeutic Innovation 
& Regulatory Science (TIRS)、そして会員特典としてDIA Global Formをお届けします。また、
ご希望により、DIA Dispatch、DIA Global Regulatory Activity DigestなどのePublicationを

会員に配信します。

Therapeutic Innovation & Regulatory Science (TIRS)
Therapeutic Innovation & Regulatory Science (TIRS)は、DIAの公式刊行物です。この専門
家の監修を受けた学術的専門誌は、国際的であり、多くの専門分野を網羅するとの評価を
得ています。この本は、医薬品の研究開発と情報システムに関する情報を広めること、また、
医薬品情報に携わる、教育、研究、企業、規制当局の間の情報交換を助成することを目的と
しており、化学、毒性、薬理、臨床からの研究データをより良く活用するための話し合いの場

を提供しています。印刷物として、また電子媒体を通して、年6回お届けします。

Global Forum
Global Forumは、会員相互の情報交換を行うための隔月カラー誌です。DIAの会合からの
重要なニュースやDIA会員に直接影響のある理事会や地域運営委員会からの報告のほか、
実用的なヒント、規制環境の更新や各種会合の開催スケジュール、開催報告などを掲載し

ています。電子媒体を通して、年6回お届けします。

DIA CSO Directory
DIA CSO Directoryは、企業に最も認められている情報ガイド誌の一つであり、医薬品開発
と全ての臨床段階でのサービスを提供する100社を超す会社の会社

概要と窓口情報を掲載しています。

電子出版物の配信

DIA Daily
DIA Dailyは、DIAメンバーのニーズに合わせた新しい情報を提供するものです。過去
24時間に発信された製薬に関するニュースの主要な記事の概要をお届けします。平日
の毎日、DIAメンバーにメール配信いたします。このように速報をお送りすることで、医薬
品・医療機器産業の専門家が一歩先を行くことの助けとなることが、DIA Dailyの役割
です。

DIA Global Regulatory Activity Digest
30ヶ国以上で発行されている、レギュラトリーに関する全てのウィークリー情報の概要を提

供します。

年次会の開催
年次会（DIA Annual Meeting）は、医薬品、
医療機器と関連製品の創出から開発、ライ
フサイクルマネジメントに関する全ての専
門家のためのDIA最大の会合です。これほど
の幅の広さと深さを提供する製薬企業関係
の会合は他には見られません。25の専門領
域のトラック、350のセッション、20の教育コ
ースは、参加者全ての専門性、業務内容、経
験に合致したものを提供しております。この
年次会は、上記に加え、貴重な専門性をまた
がる学習や人的交流の機会も提供いたしま
す。

 

　欧州、日本、インド、中国においても同様の
年次会を開催しており、国際的テーマと共に
各国の特有テーマが議論されています。

理事会（Board of Directors）

日本諮問委員会

日本諮問委員会は、日本で開催される会合、
その他の活動の運営をサポートしているDIA 
Japan オフィスに対し、必要な指示を出して
います。各 種 会 合 は 、日本 諮 問 委 員 会と
Contents Committee における議論に基づ
き、会合毎に編成されるプログラム委員会に
よって具体化、実施されます。

議長
黒川 達夫（慶應義塾大学）

副議長
小林 和道（医薬産業政策研究所）

DIA理事会メンバー、役員、地域諮問委員
会委員長は、会員による選挙で選出され、
DIAの全般的な運営方針、基本戦略、基本
政策目標の策定を行います。米国のDIA本
部及び、欧州、日本、インド、中国のDIA
オフィスがこれらをサポートしています。
各DIAオフィスには、理事会の指示により
戦略と年間計画の実行の為の日々の業務を
行うスタッフがいます。

（Advisory Council of Japan）
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会員特典の有効活用
DIAは、専門家の人々が日々直面する問題解決に取り組む、世界で唯

一のグローバルで多くの専門領域にまたがる専門家の団体です。

• いかなる組織や監督官庁からの影響も受けることのない、中立

でグローバルな会合に参加できます。

• 世界的企業や行政の第一人者から、規制や最も効果的な事例、

業界の動向について学べます。

• DIAの会合や情報基盤を通してキャリアを伸ばしていく中で、行

政、企業、アカデミーの専門家とのネットワークを構築できます。

キャリアデベロップメント
100近くある会合、ワークショップ、研修コース、Web研修など、多くの

会合に会員価格でご参加いただけます。

最新情報の収集
研究、開発、薬事、安全性、CMC、マーケティングにおける規制の問題

や、世界企業の最新の傾向をつかむことができます。

同じ専門領域の仲間との人脈形成
世界中の同じ専門領域の仲間との、in-personあるいはバーチャルな

人脈形成を行うことにより、共通の経験を共有したり、規制と医薬品

開発に関して世界的に最も注目されている話題などを学ぶことがで

きます。

積極的な参加

会員特典および登録

会員資格
DIAの会員資格は、全世界における健康と福利の改善に興味を持つ

全ての個人に公平に与えられます。

会員特典
• 刊行物の定期配布

• TIRS

• DIA Global Forum

• Annual Contract Service Organization Directory

• ePublication（レギュラトリーに関する最新情報を含め、電子メー

ルで配信）

• へトンベインイランオ、スーコグンニーレト、スンレァフンカ  年次会、

の会員価格での参加

• 広範囲にわたる人材バンクへのアクセス

•  Community会員としての、キャリアの伸展と人脈作りの機会

• DIAで発信した記事の検索

•  講演者やセッション座長、著者としての、委員会への参加やボラン

ティア活動

• 製薬に関わる企業の各種出版物、サービスの特別割引

入会方法
DIAのホームページ（www.diahome.org）からオンラインで登録する

ことができます。

なお、各会合参加申込時点でのご登録も可能です。

会員登録費
￥16,200（消費税8%込み）

会員登録を行った日から12ヶ月間有効

ホームページによる情報提供
各種情報をウェブサイト上で提供しています。
ホームページURL：http://diahome.org

*日本語ホームページ： http://www.diajapan.org

主なコンテンツ
• DIAが開催する会合に関する各種情報

• 会合や教育コースへの参加のオンライン登録

• 会員登録と更新、変更

• DIA出版物、e-Learningモジュール、CD-ROMその他の購入

• 掲示板（ConneX）を通じてのCommunity（専門領域集団）会員同
士の交流（会員のみ）

• 職業紹介（会員のみ）

• Global Forum、TIRS等、すべてのDIA発行物の閲覧（会員のみ）

*日本語ホームページでも、上記コンテンツの一部を提供しています。

DIAはボランティアの活動に支えられています。ボランティア参加する

ことにより、視野を広げ、重要な交流を行い、企業のリーダーとの人脈

を広げることができます。それらが、専門性を磨き、製品や技術、サー

ビスの改革を推し進めることにつながります。



１月３０日～３１日
第１７回 DIA クリニカルデータマネジメント・ワークシ
ョップ
コングレスクエア（中野）

２月５ 日
第４回 DIA 添付文書ワークショップ
ソラシティカンファレンスセンター (御茶ノ水)

２月９日
DIA特別シンポジウム
患者さんに如何にして速やかにイノベーティブな製品
を届けるか？ ～規制当局の役割、産業界の役割～ 
ソラシティホール (御茶ノ水)

２月２４日～２５日
欧州医薬品規制及びネットワークトレーニングコース
アーバンネット神田カンファレンス

２月２７日～２８日
第２回 DIAクリニカルオペレーション・モニタリングワ
ークショップ
KFC HALL  (両国)

３月１３日～１４日
第１回 DIAリスクマネジメントワークショップ
UDX GALLERY NEXT (秋葉原)

５月２２日～２３日
第８回 DIA アジア新薬開発カンファレンス
ソラシティホール (御茶ノ水) 

２０１４年６月４日～２０１５年３月１８日
第７回DIA REGULATORY AFFAIRS トレーニングコー
ス　（全１０回）
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

６月１０日～１１日
第３回 FDA IND/NDAトレーニングコース
京都リサーチパーク

６月３０日
第３回 DIA CMCフォーラム
KFC HALL  (両国)

７月１０日
第１回 DIA医療機関向けプロジェクトマネジメントトレ
ーニングコース
アーバンネット神田カンファレンス

１０月２３日～２４日
第５回 DIA カーディアックセイフティ・ワークショップ
KFC HALL  (両国)

１０月２７日～２８日
第４回 DIA プロジェクトマネジメント・トレーニングコ
ース
アーバンネット神田カンファレンス

１１月１６日～１８日
第１１回DIA日本年会
東京ビッグサイト（有明）

１２月８日
第２回DIA ADVANCED REGULATORY AFFAIRS トレ
ーニングコース
アーバンネット神田カンファレンス

１２月９日～１０日
第３回 DIA 医薬品開発に携わる全ての方のための統
計講座
野村コンファレンスプラザ日本橋

2014 年イベントカレンダー | DIA JAPAN

SH DIA JAPAN | Tel: 03-5575-2130  Fax: 03-3583-1200  E-mail: diajapan@diajapan.org



１月３０日～３１日
第１７回 DIA クリニカルデータマネジメント・ワークシ
ョップ
コングレスクエア（中野）

２月５ 日
第４回 DIA 添付文書ワークショップ
ソラシティカンファレンスセンター (御茶ノ水)

２月９日
DIA特別シンポジウム
患者さんに如何にして速やかにイノベーティブな製品
を届けるか？ ～規制当局の役割、産業界の役割～ 
ソラシティホール (御茶ノ水)

２月２４日～２５日
欧州医薬品規制及びネットワークトレーニングコース
アーバンネット神田カンファレンス

２月２７日～２８日
第２回 DIAクリニカルオペレーション・モニタリングワ
ークショップ
KFC HALL  (両国)

３月１３日～１４日
第１回 DIAリスクマネジメントワークショップ
UDX GALLERY NEXT (秋葉原)

５月２２日～２３日
第８回 DIA アジア新薬開発カンファレンス
ソラシティホール (御茶ノ水) 

２０１４年６月４日～２０１５年３月１８日
第７回DIA REGULATORY AFFAIRS トレーニングコー
ス　（全１０回）
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

６月１０日～１１日
第３回 FDA IND/NDAトレーニングコース
京都リサーチパーク

６月３０日
第３回 DIA CMCフォーラム
KFC HALL  (両国)

７月１０日
第１回 DIA医療機関向けプロジェクトマネジメントトレ
ーニングコース
アーバンネット神田カンファレンス

１０月２３日～２４日
第５回 DIA カーディアックセイフティ・ワークショップ
KFC HALL  (両国)

１０月２７日～２８日
第４回 DIA プロジェクトマネジメント・トレーニングコ
ース
アーバンネット神田カンファレンス

１１月１６日～１８日
第１１回DIA日本年会
東京ビッグサイト（有明）

１２月８日
第２回DIA ADVANCED REGULATORY AFFAIRS トレ
ーニングコース
アーバンネット神田カンファレンス

１２月９日～１０日
第３回 DIA 医薬品開発に携わる全ての方のための統
計講座
野村コンファレンスプラザ日本橋

2014 年イベントカレンダー | DIA JAPAN

SH DIA JAPAN | Tel: 03-5575-2130  Fax: 03-3583-1200  E-mail: diajapan@diajapan.org

 

ディー・アイ・エー・ジャパン行 
To DIA Japan 

Fax: +81-(0)3-3583-1200 

  チュートリアルをお申し込みの方はこちらにもご記入の上、DIA Japan 宛にファクスまたはメールにてお送りください。 
  Those who apply for tutorial session(s), please also send this form to DIA Japan by fax or email with required information. 
 

第 11 回 DIA 日本年会  チュートリアル･セッション申込書 
11th Annual Meeting DIA Japan 2014 - Application Form for Tutorial Sessions 

 
  １．アルファベットでご記入ください。 Attendee Information 

Last Name  First Name  

Tel  Registration Number *  

Email Address  

    *すでにお申込されている場合 In case you are already registered. 

  ２．参加したいセッションに印をいれてください。 Please check the tutorial session(s) you want to attend below.  

  ■First Period    11 月 16 日（日） 9:00 - 10:30  Sunday, November 16 
 

Tutorial 1 
難しくない！薬物相互作用入門・こう変わる！添付文書  （日本語のみ） 
Basic Introduction for Non-Specialist: Drug-Drug Interaction and Summary of Change in New Japanese Drug-Drug 
Interaction Guideline   (Japanese language only) 

 
Tutorial 2* 

海外の Pharmacovigilance 規制が日本の添付文書作成・改訂に与える影響とは－第 1 部 
Next Steps for Content of Company Core Data Sheet Prepared by Western Companies – Part 1 

 
Tutorial 3 実例を用いたシックスシグマ分析ツールの活用体験学習  （日本語のみ） 

Action Learning for Six Sigma Analytical Tools by Real Case Study  (Japanese language only) 

 
Tutorial 4 機能と分野の境界を越え多様性を活かすコミュニケーション、コーチングの可能性を探る  （日本語のみ） 

Coaching as a Diverse Communication Tool for Across Functions and Areas  (Japanese language only) 

 
Tutorial 5 「臨床研究」に関する規制の基礎  （日本語のみ） 

The Basics of “Investigator Initiated Trial (IIT)” Regulation   (Japanese language only) 

 

  ■Second Period  11 月 16 日（日）11:00 - 12:30  Sunday, November 16 

 
Tutorial 6 

システム薬理学によるヒトの薬物動態および安全性予測  （日本語のみ） 
Prediction for Human Pharmacokinetics and Safety using Systems Pharmacology  (Japanese language only) 

 
Tutorial 7* 

海外の Pharmacovigilance 規制が日本の添付文書作成・改訂に与える影響とは－第 2 部 
Next Steps for Content of Company Core Data Sheet Prepared by Western Companies – Part 2 

 
Tutorial 8 アダプティブデザイン概論 （英語のみ）  

An Introduction to Adaptive Designs   (English language only) 

 
Tutorial 9 

医療機関で計画・実施される臨床研究活動におけるプロジェクトマネジメント基本プロセスの導入   
（日本語のみ） 
Let’s Learn and Talk about Project Management - Basics of the Clinical Study in Medical Institutes!   (Japanese language only) 

 
Tutorial 10 

HTA 2016? 本邦における課題  （日本語のみ） 
HTA 2016? What are the challenges for Japan?   (Japanese language only) 

＊Tutorial 2 と Tutorial 7 は、連続で受講されることをお奨めしますが、どちらかのセッションだけでも受講可能です。 

* It is recommended to attend Tutorial 2 and Tutorial 7 in a row but you may attend either one only. 

チュートリアルセッション申込締切： 2014 年 11 月 7 日（金） Deadline of Tutorial Applications: Friday, November 7, 2014 

チュートリアルへの参加は、上記期日までに事前申込みをされた方に限ります。当日参加はできません。 
Registration for tutorial sessions must be made by the above date. On-site registration is NOT available for Tutorials. 

上記期日までに、ファクスまたはメールにてお申し込みください。10 営業日以内に確認メールをお送りします。 
Please send completed form by fax +81-(0)3-3583-1200 or email to diajapan@diajapan.org before the above date.  All applicants will 
receive a confirmation email within 10 business days. 

 
お問合わせ Inquires： DIA Japan Tel: 81-(0)3-5575-2130  Fax:81-(0)3-3583-1200 



会議参加申込書
一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン Fax:03-3583-1200　〒106-0041東京都港区麻布台1-11-10日総第22ビル7F Tel: 03-5575-2130

第11回 DIA 日本年会        　 [カンファレンスID　#14303]

◆ 参加申込方法
DIAウェブサイト(www.diahome.org)よりお申し込み頂くか、この申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメール添付diajapan@diajapan.org
にてお申し込みください。受理後、10営業日以内にEメールにて申込受領書を送付いたします。 

◆ 参加費用 (該当するにチェックしてください)
会員資格が失効している方および非会員の方は、会員登録(更新)することにより、会員価格にてご参加いただけます。会員資格はお支払いいただいて

から翌年同月末まで1年間有効です。また、DIA各種機関紙の入手、DIAウェブサイトの会員専用ページへのアクセス等、種々の特典が得られます。

不明な点がございましたら、ディー・アイ・エー・ジャパンまでお問い合わせください。本会議の参加申し込みは日本年会当日も受け付けています。

◆ お支払方法
ご希望の支払方法にチェックを入れてください。

[支払方法]  □銀行振込　申込受領書をお送りした後に請求書をお送りしますので、ご確認の上お振込ください。

　　　　　　　  □クレジットカード 使用可能クレジットカード（どちらか1つにチェック）　□VISA  □MasterCard
　　　　　　　  カード有効期限(mm/yy)                   　　　　　　　　　　　　カード番号                                                           

　　　　　　　  カードご名義    　　　　　　　　  ご署名

 

チュートリアル

DIA Japan 使用欄

Date

No.

受領書 
送付

Invoice

入金

アルファベット(英語)でご記入ください
Last Name ( 姓 )    Dr.       Mr.        Ms.              First name ( 名 )   Companay 

Job Title                                                                                                                                        Department

Address      City  State  Zip/Postal  Country

email ( 必須 )      Phone Number ( 必須 )   Fax Number

*  参加のキャンセルは、お申し込み受理後、 2014年

11月9日までは手数料として一般会員・非会員とも

20,000円、政府/大学関係者については会員・非

会員とも10,000円、チュートリアルのみの参加登録

については一律2,000円を申し受けます。それ以降

のキャンセルについては参加費全額を申し受けま

すのでご注意ください。 同一会社からの参加者変

更も可能ですが、その際はお早めにディー・アイ・エ

ー・ジャパンまでお知らせください。 (会員資格の譲

渡はできませんので、非会員としての参加費を申し

受ける場合があります。) 参加をキャンセルされる際

には、必ず書面にてディー・アイ・エー・ジャパンまで

ご連絡願います。会場は変更される場合があります

ので予めご了承ください。

*  本年会では、DIAの宣伝活動に使用する目的で、

開催期間中に参加者を含む会場内の映像・写真を

撮影することがあります。本年会の参加者は、DIA

が記録した映像・写真等について、DIAの宣伝資

料、出版物及びインターネット等への掲載その他

一切の利用に係る権利（肖像権、パブリシティ件権

等を含みます）はDIAに帰属することを認め、DIA

が無償で任意に利用できることを許諾するものと

します。

【DIAが取り扱う個人情報について】 お申し込みいただいた個人情報はDIAからの会議案内送付等の目的にのみ使用させていただきます。

 一律￥5,000

 

学 生

※裏面の「第11回DIA日本年会チュートリアル・セッション申込書」にて参加したいセッションを選択の上、
2014年11月7日（金）までに本会議参加申込書に添えてお申し込みください。 
※※18日の医療機器セッション「V6-S6 未来の医療を拓く医薬品と医療機器の新しい関係」と午後のセッションのみ参
加可能です。医療機器メーカーまたは医療機器関連組織に所属する方のみ対象とさせていただきます。

★ご請求の際は、別途消費税がかかります。

企業に籍をおいている方については学生の対象外とさせていただきます。

         2014年11月16日～18日　　　  ｜東京ビッグサイト（有明）　東京都江東区有明3丁目11番1号

本会議のみ参加
1チュートリアル

にも参加※

2チュートリアル

にも参加※

一般
早期割引 ￥79,000 ￥85,575 ￥92,150

10月21日以降のお申し込み ￥84,000 ￥93,300 ￥102,600

政府関係 ￥29,000 ￥33,025 ￥37,050

非営利・大学・医療従事者 ￥19,000 ￥20,900 ￥22,800

会員登録
する

登録費
\15,000
を含む

早期割引 一般
10月20日までのお申し込み

￥94,000 ￥100,575 ￥107,150

一般
10月21日以降のお申し込み

￥99,000 ￥108,300 ￥117,600

政府関係 ￥44,000 ￥48,025 ￥52,050

非営利・大学・医療従事者 ￥34,000 ￥35,900 ￥37,800

会員登録

しない

早期割引 一般
10月20日までのお申し込み

￥99,000 ￥105,075 ￥111,150

一般
10月21日以降のお申し込み

￥99,000 ￥107,925 ￥116,850

政府関係 ￥44,000 ￥47,650 ￥51,300

非営利・大学・医療従事者 ￥19,000 ￥20,900 ￥22,800

 減げgenn genntenn 

現 会 員

 

非 会 員

1チュートリアル※ 2チュートリアル※

早期割引 一般
10月20日までのお申し込み

￥9,000 ￥18,000

一般
10月21日以降のお申し込み

￥12,000 ￥24,000

政府関係 ￥5,000 ￥10,000

非営利・大学・医療従事者 ￥2,500 ￥5,000

16日午後パス　チュートリアル参加者のみ ￥17,000

18日医療機器パス※※ ￥17,000

★表示は税抜価格となります。/ウェブ申し込みはチュートリアルの割引適用外です。FAXまたはメール添付にてお申し込みください。


