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Program Overview

The ongoing COVID-19 pandemic has had a tremendous impact on social systems 
around the world and on our lives. In the development and life cycle management of 
pharmaceutical products, we are facing challenges on a global level due to a multitude 
of constraints never experienced before. On the other hand, previously uncommon 
tools and approaches such as telework, remote monitoring, new clinical trial models 
utilizing telemedicine, and various kinds of digital transformations have proven to be 
indispensable as the global pandemic has required us to shift our thinking and go back 
to the drawing board. Indeed, in many areas, these new tools and techniques have 
already been swiftly adopted.

In order to deal with the unprecedented global pandemic, it is vital for countries to 
bolster international coordination while promoting cross-boundary cooperation 
between industry, academia, and government. Agility in regulatory decision making 
is required for the rapid development of drugs and vaccines. Transparency in clinical 
trial protocols and in data disclosures have all become more important, as have post-
market introduction safety monitoring, information provision, and risk communication 
for rapidly approved drugs and vaccines. In addition, quality standards that are 
often used customarily and the methods for ensuring those standards need to be 
reexamined. While this certainly poses a challenge, it may also provide us with unique 
opportunities moving forward. Now is the time to take our experiences during this 
pandemic and apply them toward the development of more advanced medicines and 
life cycle management strategies for the benefit of patients all over the world.

At the 18th DIA Japan Annual Meeting, under the theme of “New Challenges, New 
Solutions” To overcome with people all over the world together we aim to provide 
opportunities for stakeholders from industry, government, academia, and patient 
bodies to look back at what we have accomplished and learned during the pandemic 
and engage in deeper dialogues as we move to the next stage.

Due to the COVID-19 pandemic, this year’s meeting will once again be held online 
meaning participants can join from wherever they may be in the world. 

The following two session formats are planned.

1)Live Sessions

Live Sessions will include live presentations, and in most cases a live panel 
discussion delivered at the prescribed date and time (please note certain sessions 
may include some pre-recorded presentations). Sessions will be recorded and the 
footage will be available to view on the event online platform for one month. 

2)Pre-recorded Sessions

Pre-recorded Sessions will include presentations and in some cases panel 
discussions recorded in advance of the event. Session recordings will be available 
to view from the first day of the meeting and will remain on the event platform for 
one month.

We look forward to your participation!

CALL FOR ABSTRACTS
Session Topics
Deadline for submission: April 16, 2021
https://www.e-sips.com/dia_am_2021/session_topic.php
Poster Presentations
Deadline for submission: May 16, 2021
https://www.e-sips.com/dia_am_2021/poster.php
Please kindly read our guidelines before preparing your submission.
Guidelines for submission:  
https://www.diajapan.org/meetings/21303/cfa/submission_guide.pdf

Endorsement pending by  
MHLW, PMDA, AMED, JPMA, EFPIA, PDA ISPE

http://www.DIAHome.org
mailto:Japan%40DIAglobal.org?subject=
https://www.e-sips.com/dia_am_2021/session_topic.php
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第18回 DIA 日本年会 2021
“New Challenges, New Solutions“

〜世界中の人 と々一緒に乗り越えるために〜

2021年10月24日(日)-26日(火)
Web開催

大会長
Geary Stewart エーザイ株式会社

副大会長
松井 理恵  ファイザーR&D合同会社
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プログラム概要
今もなお続く新型コロナウイルス感染拡大は、世界中の社会システム、我々の生活に甚大
な影響を及ぼしました。医薬品等の開発、ライフサイクルマネジメントにおいて、今まで経
験しなかったような様々な制約をもたらし、グローバルレベルで課題に直面しています。一
方で、これまで議論がなかなか進まなかった、テレワーク、リモート監査、遠隔医療を含む
新しい臨床試験モデル、デジタルトランスフォーメーション等、今まで当たり前でなかった
ことがコロナ禍での発想の転換や原点に返って本当に必要なことを見直すことで、速やか
に実施にいたったことも多くありました。

この未曽有の世界的感染拡大の状況に対応するためには、自国のみではなく、国際連携
を強力に推進し産官学の垣根を越えて協力することが非常に重要です。迅速な医薬品・
ワクチン等の開発のためには規制上の意思決定における機敏性が必要であり、臨床試験
プロトコールやデータの開示等透明性の充実、迅速に承認された医薬品・ワクチン等にお
いては、市販後安全性監視、情報提供、リスクコミュニケーションがより一層重要となって
きます。また、慣例的に運用されがちな品質基準やその確保の手法など、あらためて見直
すこととなり、これはチャレンジである一方、今後に向けたまたとない好機会かもしれませ
ん。今こそ、世界中の患者のために、コロナ禍で得た経験をもとに，更に進化した医薬品等
の開発、ライフサイクルマネジメントに繋げていくべきではないでしょうか。

第18回日本年会では、“New Challenges, New Solutions” 〜世界中の人々と一緒に乗り越
えるために〜をテーマに掲げ、産・官・学・患者・家族を含めた各ステークホルダーが新型
コロナウイルスの世界的感染拡大で、進化を遂げたこと、学んだこと、更に議論を深める
ことを整理し、振り返り、次のステージに向かう機会を提供したいと考えています。

本年も、新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、Web開催といたします。講演形式
は以下の2種類を予定しています。

ライブ配信：各セッションの開催日時に、事前録画又はライブで講演（及びライブでのパ
ネルディスカッション）を行います。原則、当日のライブ映像は録画し、11月末まで視聴可
能です。

録画配信：事前録画された講演（及びパネルディスカッション）を配信します。録画は年会
開催初日から11月末まで視聴可能です。

Web開催ですので、どこからでも参加頂けます。是非、皆さまのご参加をお待ちしており
ます。

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／国立研究開発法人 日本医療研
究開発機構／日本製薬工業協会／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）

演題募集中
セッショントピック 
募集期間：2021年2月17日（水） 〜 4月16日（金）
https://www.e-sips.com/dia_am_2021/session_topic.php
ポスター
募集期間：2021年2月17日（水） 〜 5月16日（日）
https://www.e-sips.com/dia_am_2021/poster.php
公募ガイド
https://www.diajapan.org/meetings/21303/cfa/submission_guide.pdf
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