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 巻頭言：学会理事長 岩本 和也  

6月6日には、近畿、東海、関東甲信が梅雨入りし、いよいよ梅雨の季節が始まりましたが、皆様は如何お過ごし

でしょうか。さて、前号でもお話させて頂きましたように、製薬医学を取り巻く環境は刻々と変化しております

が、本学会が関与しているビッグデータや臨床研究法に関するセミナーに関しても、皆様から非常に高い関心を頂

いており、改めて私どもの使命を再認識しております。今年の9月には、ICPM・当学会年次大会を開催いたします

が、皆様のご興味、ご関心に沿えるよう鋭意、準備の最終段階を行っております。なお、早期割引の期限は、6月

20日となっておりますのでお忘れなきよう宜しくお願い申し上げます。  

若々しき木々の葉が生い茂るこの頃、皆様のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

 

Greetings from Chairperson   Kazuya Iwamoto 

 

Rainy season has just begun. How are getting along these days? As I touched on this at the previous issue, the environment 

regarding healthcare and pharmaceutical industries is changing day by day and seminars hosted/supported by JAPhMed on Big 
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Data and new law on clinical research attracted much interest, therefore, we recognized what is our mission again. We will hold 

ICPM (International Conference on Pharmaceutical Medicine) /annual meeting of JAPhMed in September this year and are 

currently working on preparation of the conference to meet the attendees’ expectations and to address their interest. Please note 

the early bird registration is due by June 20.  

Lastly, I would like to express my sincere gratitude to you for your effort and understanding about our activities and I wish you 

continued success and health. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 19th International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM)・第 9 回日本製薬医学会年次大会（会期：

2018 年 9 月 27 日（木）～29 日（土））準備状況： 

19th International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM) 大会長 今村 恭子 

第9回日本製薬医学会年次大会 大会長 西馬 信一  

 

 大会開催までにあと 4 か月を切る時点となり、おかげさまでプログラムもほぼ確定することができました。大会

ウェブサイトには 3 日間の日程表、各セッションのトピックスや座長・講師の情報に Objective と Learning 

outcomes を掲載しております（ICPM では毎回こうした教育的な構成をとることで、参加者により詳しい情報を事

前に提供しています）。また、大会開催にご尽力いただいている国内外の組織委員会メンバーの略歴や写真も掲載

しております（http://www.icpm2018tokyo.com/）。 

 今回の大会は ICPM と JAPhMed 年次大会の併催で、これまでになく多くの規制当局や外部団体からご登壇いた

だく予定で、内閣官房や厚労省、PMDA に AMED といった国を代表する立場からのご発表も豊富に予定しており

ます。ちょうど次世代医療基盤法や臨床研究法など、製薬医学関係者にとって重要な法制度が次々に整備されつつ

ある時期にこうした講師をお迎えして議論の場を持つことができますので、一人でも多くの皆様に事前登録にご協

力いただきたく存じます（6 月 20 日まで早期割引適用中）。組織委員会では大会に向けての機運を高めるべく、5

月に第１回医療ビッグデータセミナーを開催し、6 月はその第 2 回セミナーと臨床研究法対応の研究契約セミナ

ー、さらに関西部会研修会と続き、7 月は MS 部会セミナーと、JAPhMed でも大会に関連する企画が目白押しに予

定されており、参加者には ICPM への早期割引が適用となるキャンペーンを実施中ですので、奮ってご参加くださ

い。 

 大会運営の財政面では大変厳しい状況が続いており、一人でも多くの方々のご参加に加えて、協賛金や寄付金に

よるご支援も重要ですので、開催直前までお申し込みをお待ちしております。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

会期： 2018 年 9 月 27 日（木）〜29 日（土） 

会場： 東京大学伊藤国際学術研究センター（9 月 27･28 日：同時通訳） 

    東京大学医・教育研究棟 鉄門記念講堂（9 月 29 日：日本語のみ） 

大会長： ICPM;今村恭子（東京大学大学院薬学系研究科ファーマコビジネス・イノベーション） 

 JAPhMed;西馬信一（日本イーライリリー株式会社）  

大会テーマ：The future of Medicines Development（医薬品開発の未来）  

Web： http://www.icpm2018tokyo.com/   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

Preparing for 19th ICPM & 9th Annual Congress of JAPhMed Kyoko Imamura，Shinichi Nishiuma 

 

http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/iirc/access.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_02_09_j.html
http://www.icpm2018tokyo.com/
http://www.icpm2018tokyo.com/


Now less than 4 months remains until ICPM2018 conference, and thanks to your support, we were able to confirm the most of 

programs. On the convention website, schedule of 3 days, topics of each session and chairperson / lecturer, objective and 

learning outcomes are posted. In addition, we also post biographical and photographs of members of domestic and international 

organizing committee who are committed to holding the conference (http://www.icpm2018tokyo.com/). 

This conference will be held jointly with ICPM and the JAPhMed annual conference and will be presented a lot from many 

regulatory authorities and external organizations, representing the country such as the Cabinet Secretariat, MHLW, PMDA and 

AMED. As the legal systems important to pharmaceutical medicine professionals such as new big data act and clinical research 

act have been implemented recently, we can welcome these lecturers and have a good place for discussion. So we recommend 

that you take advantage of pre-registration (early discount applied until June 20). The Organizing Committee planned and held 

the 1st Medical Big Data Seminar in May. In June the research contract seminar for the new clinical research act, Kansai 

seminar and Medical safety seminar in July are scheduled to enhance the awareness of coming ICPM2018 conference. We are 

doing a campaign for participants to apply early discount to ICPM. So please join us. 

In terms of the financial aspect of the conference management, a very tough situation continues. So we appreciate if you and 

many of your colleagues can participate in the conference. In addition, it is important that you or your referring stakeholders 

can support through donation and sponsorship, so we are waiting for your application until just before the event. 

 

***************** 

Date： Sept 27th (Thu) – 29th (Sat), 2018  

Venue： Ito International Research Center, University of Tokyo (Sept 27th & 28th; Translation provided)  

    Tetsumon Memorial Hall, University of Tokyo (Sept 29th; Japanese only) 

Presidents： ICPM; Dr Kyoko Imamura (University of Tokyo) 

     JAPhMed; Dr Shinichi Nishiuma（Eli Lilly Japan）  

Main Theme：The future of Medicines Development  

Web： http://www.icpm2018tokyo.com/  

***************** 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. MS 部会：MS 部会長 西馬 信一 

 

 2018 年 7 月 31 日（火）に、東京にて日本製薬医学会 Medical Safety部会セミナーを開催致します。 

講師に国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 中村治雅先生、小居秀紀先生をお迎えし、「リアルワ

ールドデータの薬事制度下での利活⽤とその国際規制調和に向けた調査、課題整理に関する研究」についてご講演

いただきます。近年、GCP 刷新（ICH E8、E6 の改訂）の動き、疾患登録情報を活用した臨床開発インフラの整

備、医療情報データベースの整備、その医薬品安全性監視活動への利用と課題（収集する臨床情報、臨床データの

質、信頼性）などの議論が活発になっており、リアルワールドデータの薬事制度下での利活⽤とその国際規制調和

には大きな関心が集まっています。本研究は 2018 年に AMED 研究として採択され、中村治雅先生が研究開発代表

者を務め、小居秀紀先生が分担研究者としてリードをされています。今回、日本製薬医学会が本研究に協力するこ

とになりました。つきましては、中村先生、小居先生より本研究の概要についてご講演いただき、本研究の意義や

学会に対する期待などをお話していただきます。質疑応答の時間も十分にとる予定です。また、本会にご参加の方

は、今年 9 月 28 日から開催されます、国際製薬医学会（ICPM2018）に事前参加料金で参加できます。詳しくはお

申し込み時の案内をご参照ください。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。 

セミナーに先立ち、7 月 24 日に本 AMED 研究の Kick off meeting が開催予定であり、AMED、厚生労働省、

PMDA、製薬協等のメンバーとともに MS 部会メンバーも参加予定です。 

上記のように活動を拡大していく予定ですので、議論に参加し、貢献していただけるメンバーを募集していま

す。ご興味のある方は、事務局あるいは西馬までご連絡ください。 

http://www.icpm2018tokyo.com/
http://www.icpm2018tokyo.com/


 

Medical Safety committee  Shinichi Nishiuma 

 

On July 31, 2018 (Tuesday), we will hold a seminar of the Medical Safety group of JAPhMed in Tokyo. Dr. Harumasa 

Nakamura and Dr. Hideki Oi, National Center for Neurology and Psychiatry, are invited and will give us a lecture on 

‘Research on application and utilization of RWD under regulatory framework and international harmonization’.  

In recent years, the movement of GCP renovation (revision of ICH E 8, E 6), the development of clinical development 

infrastructure making use of disease registry information, the development of medical information database, the challenges 

for drug safety monitoring activities (clinical information to be collected, The quality of clinical data, reliability) are 

actively discussed, and there is great interest in real world data being used under the regulatory system and international 

regulation harmonization. 

This research was adopted as an AMED research in 2018, Dr. Harumasa Nakamura serves as a principal researcher and Dr. 

Hideki Oi leads one of sub-teams. This time, it was honor that JAPhMed was requested to be a collaborator. Dr. Nakamura 

and Dr. Oi will give us a lecture on the outline of this research and talk about the significance of this research and 

expectations for JAPhMed. We plan to have enough time for question and answer. In addition, those who participate in this 

seminar can participate in the ICPM 2018/JAPhMed annual meeting (Sep 27 to 29) with a pre-registration fee. Please refer 

to the guide at the time of application for details. We are waiting for your active participation. 

Prior to the seminar, the Kick off meeting of the AMED research group will be held on July 24. and members of the 

JAPhMed MS committee are scheduled to join together with members such as AMED, MHLW, PMDA, and JPMA. 

As we are planning to expand our activities as above, we are looking for members to participate in the discussions and 

contribute. If you are interested, please contact the JAPhMed office or Nishiuma. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. MA部会：MA部会長 岩崎 幸司 

 

メディカルアフェアーズ（MA）部会では、定期的な情報交換に加えて、つぎの活動に力を入れて進めていま

す。 

(1) 製薬企業における MA 機能に関するサーベイ 

30 社以上の製薬企業から回答を得て、集計解析を実施しています。第 9 回 日本製薬医学会 年次大会にて結果

を公表いたします。 

(2) 臨床研究法対応契約サンプルの作成 

医薬品企業法務研究会（医法研）に協力して、臨床研究法対応契約サンプルを作成しています。研究者主導臨

床研究（単施設用）について完成させて公表しました。併せて、2018 年 6 月 28 日には説明セミナーを開催し

ます。 

********************* 

日時：2018 年 6 月 28 日（木）13 時～17 時 30 分 

場所：三井ライフサイエンス HUB（東京、日本橋） 

演者：岩崎幸司（大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 臨床研究センター、特任教授） 

 金子佳民、川平岳治、友平裕三（医薬品企業法務研究会） 

内容：臨床研究法対応契約サンプルに関する解説 

URL：https://goo.gl/rYCmUW 

********************* 

https://goo.gl/rYCmUW


(3) 特定臨床研究への製薬企業のかかわり方に関する提言 

特定臨床研究に対して、製薬企業はどのようにかかわるべきか？について、議論を深め、その内容を提言にま

とめて 7 月頃に公表します。 

 

Medical Affairs committee Koji Iwasaki 

 

Medical Affairs committee (MA Com.) holds information exchange meeting monthly meetings. In addition, MA Com. drives 

these activities as follows. 

(1) Survey for MA function in Pharmaceutical company (PC) 

Over 30 PCs have joined this survey, Taskforce Team (TFT) is listing and analyzing the date. The results of this survey 

will disclose at 9th Annual Congress of JAPhMed on Sept 27th (Thu) – 29th (Sat), 2018. 

(2) Sample contract format for Investigator initiated company sponsored trial (IIT) in Clinical Trial Act(CTA). 

MA Com. revising sample contract form for IIT (single site version) in collaborating with Japan Pharmaceutical Industry 

Legal Affairs Association(PLA).  MA Com. preparing the seminar for explanation of sample contract form on 28th 

June. 

********************* 

Date：28th Jun, 2018  

Venue：Mitsui Life Science HUB, Nihonbashi, Tokyo, Japan 

Speakers：Koji Iwasaki, Ph.D,, Professor, Academic Clinical Research Center, Osaka University Hospital  

 Yoshitami Kaneko, Gakuji Kwahara and Yuso Tomohira, Japan Pharmaceutical Industry Legal Affairs 

Association 

Theme：Template of Contract between Academic Research institute and Pharmaceutical Company for Clinical Trial Act 

in Japan  

Web：https://goo.gl/rYCmUW 

********************* 

(3) Proposal for collaborating manner for academia and PC in CTA 

How should collaborate with Academia and PC in CTA?  MA Com. discussing around this question deeply and create 

the proposal. This Proposal will disclose in July. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. 教育部会：教育部会長 内田 一郎 

 

教育部会は、製薬医学認定医士制度、 PharmaTrain (製薬医学) 教育コース、SMD (Specialist in Medicine 

Development) パイロットプログラムなどの教育関連活動を行っております。 

製薬医学認定医士試験は、新試験制度にて、12 月 2 日（日）に認定試験(筆記および口頭)を行う予定にしていま

す。応募資格要項などについて JAPｈMED の HP に後日アップして行く予定です。2017 年度から大阪大学薬学部

研究科と共催で行っている PharmaTrain COE 認証の PharmaTrain 教育コース(6 モジュール)は、本年度 6 月 7 日

（土）から講義（workshop 含む）の 2 年次コースを開催します。2 年次コースの講義は、各モジュール単位でも大

阪大学 PRP コース（http://www.phs.osaka-u.ac.jp/pharmatrain/pharmatrain(prp).pdf）として受講可能です。SMD プログ

ラムでは、昨年度、新規に 4 名の参加者を認定しています。9 月に開催される 19th ICPM でも大会 1 日目に教育シ

ンポジウムを催し、各国の製薬医学教育について情報交換、議論する予定です。 

 

https://goo.gl/rYCmUW
http://www.phs.osaka-u.ac.jp/pharmatrain/pharmatrain(prp).pdf


Education committee Ichiro Uchida 

 

Education committee conducts Certification for Pharmaceutical Medicine Physician, PharmaTrain (Pharmaceutical Medicine) 

Educational Course and Specialist in Medicine Development (SMD) pilot program. Examination of Certification for 

Pharmaceutical Medicine Physician/Scientist will be held on December 2nd. The updated information on this examination will 

be shortly provided in JAPhMED HP. Since 2017, PharmaTrain-certified pharmaceutical medicine educational course has been 

newly collaborated with Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, and the second year course (6 

modules) centered upon workshops start from June 7th. Each module is open for everyone to attend as PRP course of Osaka 

university （http://www.phs.osaka-u.ac.jp/pharmatrain/pharmatrain(prp).pdf）Four new participants in the SMD program 

were certified last year. At 19th ICPM, we plan to hold an educational symposium on the first day of conference to discuss 

pharmaceutical education with exchanging information of each country. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. 関西部会：関西部会長 篠田 現 

 

関西部会では、年数回の研修会（講演会）と懇親会を通じ、おもに関西圏の交流を深める活動を展開していま

す。 

2018年6月1日（金）に、日本イーライリリー株式会社 神戸本社にて関西部会研修会を開催しました。芹生卓先

生（大塚製薬株式会社 取締役（信頼性保証、PV、薬事、メディカル担当））を講師にお迎えし、「製薬企業にお

ける医師の役割と協働を考える」と題してご講演いただきました。ご講演終了後には、芹生先生を含め、藤本賢二

郎先生（日本イーライリリー臨床開発本部長）、中村太一先生（ヴィーブヘルスケア株式会社 Medical Affairs）を

交えたパネルディスカッションと活発な質疑応答が行われました。 

次回開催が決まりましたら、HP等でご案内いたします。また、MA部会やMS部会のイベントの関西でのネット

同時中継なども検討してまいります。今後ともよろしくお願いします。 

 

Kansai Committee Gen Shinoda 

 

Kansai Committee boosts exchanges and interactions among people around the Kansai Area through workshops (lectures) and 

networking events. A Kansai Committee seminar was held at Eli Lilly Japan K.K. office in Kobe on Nov 20, 2017. Dr. Taku 

Seryu, Board Member (Quality Assurance, PV, Regulatory Affairs, Medical), Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd, gave a lecture 

entitled ‘Thought on roles and collaboration of medical doctors at pharmaceutical companies’. Panel discussion by Dr. Seryu, 

Mr. Kenjiro Fujimoto (Senior Director, Clinical Development Operations & Innovations, Eli Lilly Japan K.K.), and Dr. Taichi, 

Nakamura (Medical Affairs, ViiV Healthcare K.K.) and an active Q&A session followed. The next seminar will be announced 

via our website, and we plan to provide the chance to join other MS and MA meetings in Tokyo by internet relay to support 

JAPhMed members in Kansai Area.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. 広報部会：広報部会長 小居 秀紀 

 

広報部会では、日本製薬医学会のプレゼンスの向上に寄与するよう、学会内外への情報発信を行います。特に、

学会員に対する情報提供、啓発に注力します。また、各部会活動において提言する内容を、医療関係者のみなら

ず、広く社会に啓発することを支援します。 

年次大会は、学会にとって大変重要な活動となります。組織委員会メンバーと協力し、広報活動を行います。 

 

http://www.phs.osaka-u.ac.jp/pharmatrain/pharmatrain(prp).pdf


Public Relations committee  Hideki Oi 

 

Public Relations committee is engaged in activities to improve recognition to JAPhMed with deep understanding, and 

supports activities of various committees by sending their massages toward various fields of society as well as medical 

personnel.   

In particular, the upcoming annual congress is one of the most important activities of JAPhMed and we conduct public 

relations activities, in the cooperation with the Organizing Committee of the congress. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. イベントのお知らせ： 

 

＜JAPhMed関連＞ 

2018年6月16日(土)  

■ 東京大学 PBI特別コース 医療ビッグデータセミナー 

 第2回：6月16日(土)：医療データの解析と実践 

  会場：東京大学経済学部 国際学術総合研究棟2F 第6教室 

＜参加申込URL＞ http://plaza.umin.ac.jp/~pbi/?p=201  

事前登録：会員2,000円、非会員4,000円 当日料金：会員3,000円、非会員5,000円 

 

2018年6月28日(木)   

■ MA部会 臨床研究法対応の契約サンプルに関するセミナー 

  会場：日本橋ライフサイエンスハブ：東京都中央区日本橋室町1-5-5 

＜参加申込URL＞ https://goo.gl/rYCmUW  

  事前登録：会員6,000円、非会員7,000円 当日料金：8,000円(非会員) 

 

2018年7月31日(火) 

■ MS部会 日本製薬医学会Medical Safety部会セミナー   

会場：東京 MSD株式会社 東京本社 ＜Webによる視聴申し込みも可能＞ 

＜参加申込 URL＞https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=0000001010019258&EventCode=P724922306  

参加費：会員は無料、非会員2,000円(事前登録) ・3,000円(当日料金) 

  

2018年9月27日(木) -29日(土) 

■ 第19回ICPM・第9回日本製薬医学会年次大会 併催   

会場：東京 東京大学伊藤国際学術研究センター(27・28日)・鉄門記念講堂（29日） 

＜参加申込 URL＞http://icpm2018tokyo.com/index.html   

事前登録：会員25,000円、アカデミア20,000円、非会員30,000円(6月20日まで適用) 

 

＜外部団体＞ 

2018 年 7 月 1 日(日) -6 日(金) 

■ 第 39 回日本臨床薬理学会学術総会（2018 年 12 月は学術総会の開催なし） 

第 18 回国際薬理学・臨床薬理学会議   

会場：国立京都国際会館 

http://www.wcp2018.org/JSCPT/index.html 

http://plaza.umin.ac.jp/~pbi/?p=201
https://goo.gl/rYCmUW
https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=0000001010019258&EventCode=P724922306
http://icpm2018tokyo.com/index.html
http://www.wcp2018.org/JSCPT/index.html


http://www.wcp2018.org/JSCPT/information/outline.html 

テーマ：Pharmacology for the Future -Science, Drug Development and Therapeutics- 

 

2018 年 7 月 18 日(水) -20 日(金)    

■ 第45回日本毒性学会学術年会 

会場：大阪国際会議場 (グランキューブ大阪) 

http://jsot2018.jp/contents/general.html 

テーマ：インタラクティブ 毒性研究とリアルワールドへの応用  

同時期開催 第 40 回日本中毒学会総会（7 月 20 日(金) -21 日(土)： 

 大阪国際会議場 (グランキューブ大阪) 日本毒性学会学術年会の参加証で聴講可。） 

 

2018 年 7 月 21 日(土) 

■ 第 16 回臨床腫瘍学会において、日本製薬医学会がジョイントシンポジウムを開催 

合同シンポジウム５ 

最適使用推進ガイドラインも関連付けた「本邦における医療技術評価（HTA）の最新動向」  

http://www.congre.co.jp/jsmo2018/program/index.html#008 

司会：増田 智先（九州大学病院薬剤部）、芹生 卓（大塚製薬株式会社） 

 

2018 年 7 月 21 日(土) 

■ 第 5 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 

https://www.diaglobal.org/jp-jp/course-listing/training/2018/07/5th-dia-project-management-course-for-clinical-site 

 

2018 年 7 月 23 日(月) 

■ 第1回DIAライフサイクルマネジメントワークショップ（旧DIAリスクマネジメントワークショップ） 

http://www.diaglobal.org/ja-jp/conference-listing/meetings/2018/07/1st-dia-lifecycle-management-workshop-in-japan 

テーマ：使用成績調査からデータベース調査移行の可能性 

 

2018 年 8 月 18 日(土) -19 日(日) 

■ 第 4 回 日本医薬品安全性学会学術大会 

テーマ： Drug Safetyの新時代を開く～症例報告からビッグデータまで～ 

  会場：岡山県倉敷市 倉敷芸文館 

https://jasds.jp/conference/2018/ 

 

2018 年 8 月 23 日(木)- 24 日(金) 

■ 第 5 回 DIA 欧州医薬品規制トレーニングコース 

https://www.diaglobal.org/jp-jp/course-listing/training/2018/08/5th-dia-european-medicines-regulations-and-the-eu-network-

training-course 

 

2018 年 9 月 2 日(日)- 4 日(火) 

■ 第 7 回 DIA 医薬品開発に携わる生物統計専門家でない方のための統計ワークショップ 

https://www.diaglobal.org/jp-jp/conference-listing/meetings/2018/09/7th-dia-statistics-workshop-in-japan-for-non-

statisticians 

http://www.wcp2018.org/JSCPT/information/outline.html
http://jsot2018.jp/contents/general.html
http://www.congre.co.jp/jsmo2018/program/index.html#008
https://www.diaglobal.org/jp-jp/course-listing/training/2018/07/5th-dia-project-management-course-for-clinical-site
http://www.diaglobal.org/ja-jp/conference-listing/meetings/2018/07/1st-dia-lifecycle-management-workshop-in-japan
https://jasds.jp/conference/2018/
https://www.diaglobal.org/jp-jp/course-listing/training/2018/08/5th-dia-european-medicines-regulations-and-the-eu-network-training-course
https://www.diaglobal.org/jp-jp/course-listing/training/2018/08/5th-dia-european-medicines-regulations-and-the-eu-network-training-course
https://www.diaglobal.org/jp-jp/conference-listing/meetings/2018/09/7th-dia-statistics-workshop-in-japan-for-non-statisticians
https://www.diaglobal.org/jp-jp/conference-listing/meetings/2018/09/7th-dia-statistics-workshop-in-japan-for-non-statisticians


 

2018 年 9 月 8 日(土) -11 日(火) 

■ ISPOR Asia Pacific Conference 

https://www.ispor.org/Event/Index/2018Tokyo 

会場：東京 京王プラザホテル 

 

2018 年 10 月 4 日(木) 

■ 第 1 回 DIA Health Economics and Outcomes Research (HEOR) ワークショップ（旧 HTA ワークショップ） 

https://www.diaglobal.org/ja-jp/conference-listing/meetings/2018/10/1st-dia-health-economics-and-outcomes-research-heor-

workshop 

 

2018 年 10 月 12 日(金) 

■ 第 6 回 DIA Regulatory Communication トレーニングコース 

https://www.diaglobal.org/jp-jp/course-listing/training/2018/10/6th-dia-regulatory-communication-training-course-in-japan 

 

2018 年 10 月 13 日(土) -14 日(日) 

■ 日本薬剤疫学会 第 24 回学術総会 

テーマ：薬剤疫学研究の新たな方法論 

http://convention.jtbcom.co.jp/24jspe/index.html 

  会場：宮城県仙台国際センター展示棟 

 

2018 年 10 月 25 日(木) - 26 日(金) 

■ 第7回DIAカーディアックセイフティー・ワークショップ  

http://www.diaglobal.org/ja-jp/conference-listing/meetings/2018/10/7th-dia-cardiac-safety-workshop-in-japan 

 

2018 年 10 月 27 日(土) -29 日(月) 

■ 国際薬剤疫学会アジア会議（ACPE） 

会場：中国 西安 

 

2018 年 11 月 11 日(日)- 13 日(火) 

■ 第 15 回 DIA 日本年会 

DIAglobal.org/Japan2018 

 テーマ：未曾有の変革の時代、イノベーション創出とグローバルヘルスへの貢献を、どのような連携の下で進め

ていくか 

 

Upcoming Events： 

 

Jun 16(Sat), 2018 

■ Medical Big Data seminar 6月16日(土)  

Tokyo University, Tokyo, Japan 

http://plaza.umin.ac.jp/~pbi/?p=201 

 

https://www.ispor.org/Event/Index/2018Tokyo
https://www.diaglobal.org/ja-jp/conference-listing/meetings/2018/10/1st-dia-health-economics-and-outcomes-research-heor-workshop
https://www.diaglobal.org/ja-jp/conference-listing/meetings/2018/10/1st-dia-health-economics-and-outcomes-research-heor-workshop
https://www.diaglobal.org/jp-jp/course-listing/training/2018/10/6th-dia-regulatory-communication-training-course-in-japan
http://convention.jtbcom.co.jp/24jspe/index.html
http://www.diaglobal.org/ja-jp/conference-listing/meetings/2018/10/7th-dia-cardiac-safety-workshop-in-japan
DIAglobal.org/Japan2018
http://plaza.umin.ac.jp/~pbi/?p=201


Jun 28(Thu), 2018 

■ MA subcommittee Seminar for the new clinical research law in Japan 

 Tokyo Life Science Hub, Nihonbashi, Tokyo 

https://goo.gl/rYCmUW 

 

Jul. 1 (Sun) -6 (Fri), 2018  

■ 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2018) (English) 

http://www.wcp2018.org/index.html 

Theme：Pharmacology for the Future -Science, Drug Development and Therapeutics- 

 

Jul. 18 (Wed) -20 (Fri), 2018  

■ The 45th Annual Meeting of the Japanese Society of Toxicology (English) 

http://jsot2018.jp/index_en.html 

 In conjunction with The 40th Annual Meeting of the Japanese Society for Clinical Toxicology 

（Jul 20 (Fri) -21 (Sat), 2018：Osaka International Convention Center） 

 

Jul. 23(Mon), 2018 

■ 1st DIA Life Cycle Management Workshop in Japan 

http://www.diaglobal.org/en/conference-listing/meetings/2018/07/1st-dia-lifecycle-management-workshop-in-japan 

 

Jul. 21(Sat) a.m. 

■ Joint symposium at JSMO 2018 with JAPhMed 

 Current trend of HTA in Japan including Proper usage guideline 

http://www.congre.co.jp/jsmo2018/program/index.html#008 

 

Jul. 23(Mon), 2018 

■ 1st DIA Life Cycle Management Workshop in Japan 

http://www.diaglobal.org/en/conference-listing/meetings/2018/07/1st-dia-lifecycle-management-workshop-in-japan 

 

Jul. 31(Tue), 2018 

■ Medical Science subcommittee 

MSD Tokyo HQ, Japan 

https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=0000001010019258&EventCode=P724922306 

 

Aug. 18(Sat) to 19(Sun), 2018 

■ 4th Annual meeting of the Japanese Society of Drug Safety 

 Kurashiki, Okayama Pref. Japan 

https://jasds.jp/conference/2018/ 

 

Aug. 23(Thu) to 24(Fri), 2018 

■ 5th DIA European Medicines Regulations and the EU-Network Training Course 

https://www.diaglobal.org/en/course-listing/training/2018/08/5th-dia-european-medicines-regulations-and-the-eu-network-

https://goo.gl/rYCmUW
http://www.wcp2018.org/index.html
http://jsot2018.jp/index_en.html
http://www.diaglobal.org/en/conference-listing/meetings/2018/07/1st-dia-lifecycle-management-workshop-in-japan
http://www.congre.co.jp/jsmo2018/program/index.html#008
http://www.diaglobal.org/en/conference-listing/meetings/2018/07/1st-dia-lifecycle-management-workshop-in-japan
https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=0000001010019258&EventCode=P724922306
https://jasds.jp/conference/2018/
https://www.diaglobal.org/en/course-listing/training/2018/08/5th-dia-european-medicines-regulations-and-the-eu-network-training-course


training-course 

 

Sep. 8(Sat) to 11(Tus), 2018  

■ ISPOR Asia Pacific Conference 

  Keio Plaza Hotel, Tokyo, Japan 

https://www.ispor.org/Event/Index/2018Tokyo 

 

Sep. 27(Thu) -29（Sat） 

■ 19th ICPM・9th JAPhMed annual meeting   

The University of Tokyo Ito International Research Center (27th・28th)・Tetsumon Memorial Hall（29th） 

http://icpm2018tokyo.com/index.html  

 

Oct. 13(Sat) to 14(Sun),2018 

■ 24th Annual meeting of the Japanese Society for Pharmacoepidmiology 

 Sendai, Miyagi pref. Japan 

http://convention.jtbcom.co.jp/24jspe/index.html 

 

Oct. 25(Thu) to 26(Fri), 2018 

■ 7th DIA Cardiac Safety Workshop in Japan 

http://www.diaglobal.org/en/conference-listing/meetings/2018/10/7th-dia-cardiac-safety-workshop-in-japan 

 

Nov. 11(Sun) to 13(Tue), 2018 

■ 15th DIA Japan Annual Meeting 2018 

DIAglobal.org/Japan2018 

 Theme: Promoting Better Collaboration to Drive Global Health and Innovation in an Era of Medical and Scientific 

Transformation 

 

▼───────────────────────▼  

発行：日本製薬医学会 http://japhemed.jp  

事務局：〒581-0032 大阪府八尾市弓削町1丁目137  

Office A to Z内 

担当：木村 

Tel：090-9169-5851, Fax：072-949-0913 

E-mail：zymukyoku@japhmed.org  

▼───────────────────────▼  
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