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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1．巻頭言：理事長 岩本和也  

 
 皆様、平素は年次大会や各部会の定例会議、MSL 制度認証事業、SMD プログラム、製薬医学教育コースなど、

様々な活動にご協力、ご理解を頂き有難うございます。岩崎大会長のもと、本年の６月２８日、７月１日に年次大

会を行い、来年の９月２８日、２９日には、国際製薬医学会の大会を東京で行う予定としております。本年度の年

次大会では、様々な魅力的なプログラムとともに、国際製薬医学会、アジア太平洋地域の製薬医学会との共催セッ

ションも予定しております。日本製薬医学会では、各団体のコラボレーションをはじめ、海外の団体との協働も今

後も積極的に行い、製薬医学専門家の知識、専門性およびスキルの向上を通した製薬医学の推進ならびに医薬品の

適正使用の推進を、更に進めていきたいと考えております。また、今後は学会として広報に力を入れていきたいと

考えており、一緒に活動して頂ける方を募集しております。ご興味のある方は、事務局までご連絡ください。 
引き続き皆様のご理解とご協力賜りますようどうぞ宜しくお願いいたします。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. 日本製薬医学会 第 8回年次大会（速報）：第 8回日本製薬医学会年次大会長 岩崎幸司 

第 8 回年次大会専用の Website（http://japhmed2017.org/）を開設いたしました。現在、実行委員会を中心にプ

ログラム、広報、陰影の各委員会で年次大会の準備を進めています。プログラムの一部が確定しましたのでお知ら

せいたします。最新情報は順次上記の Website に掲載して参りますので、あわせてご確認ください。 
 

プログラム概要 
1 日目(2017 年 6 月 30 日) 

【A 会場】 

 
【B 会場／DS 会場】 

  

http://japhmed2017.org/
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2 日目（2017 年 7 月 1 日） 
【主会場】 

 

 
第 8 回 日本製薬医学会年次大会 大会長 

武田薬品工業 岩崎幸司 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3．3 月 27日より日本製薬医学会年次大会の受付開始 

 
日本製薬医学会では今年度より、「年次大会」は事前カード決済システムを導入しました。5月 30日までに下記よ

り事前参加のお申し込み頂いた方には、大会開催後に当日使用したスライド掲載リンクを共有をいたします。事前

参加の方は下記の通りです(懇親会の費用含みます)。 

 Early Bird 
Mar. 27 – May. 30 

(事前登録参加費 5/30) 

On-site and After Jun. 1 
(当日参加費) 

JAPhMed member 
(日本製薬医学会会員) 18,000 JPY 20,000 JPY 

Non member 
(一般) 20,000 JPY 25,000 JPY 

なお、6月 1日以降は当日参加費（会員 20,000円、一般 25,000円）となります。 

 事前登録受付は 3月 27日より行います。お申し込みは下記よりお待ちしております。 

http://bit.ly/JAPhMed_2017 

http://bit.ly/JAPhMed_2017
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■参加登録・抄録集販売の変更・取り消し・返金について 

※ 住所など、登録内容の変更については、必ず文書（E-mail）にて下記の参加登録事務局までご連絡ください。 

※ 参加登録後のお取消し及びご返金は理由の如何に関わらずお受けいたしかねます。また、参加登録後の参加区分

の変更もお受けいたしかねますので、十分にご注意ください。 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. MA部会：MA 部会長 冨安美千子 

 
営業系から独立した組織として確立しつつあるメディカルアフェアーズ部門に所属するメディカルサイエンスリ

エゾン（MSL）について日本製薬医学会では 2015 年「企業における MSL 認証制度」を確立させ、その後も MSL
提言として定義や活動等について議論を続けています。その様な中、今回は MSL として必要な教育カリキュラムに

ついて具体的に考えていく機会を 4 月 14 日公開セミナーという形で開催させていただくに至りました。下記より事

前にお申し込みをお待ちもうしあげております。 
http://bit.ly/JAPhMed20170414 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. 関西部会：JAPhMed 関西研修会の報告：関西部会長 篠田 現 

 
 2017 年 1 月 18 日（木）に、日本イーライリリー株式会社 神戸本社にて JAPhMed 関西研修会を開催しました。

田代志門氏（国立がん研究センター 社会と健康研究センター 生命倫理研究室 室長）を講師にお迎えし、「個人情

報保護法と医学研究：研究倫理指針改正の過程から見えてきた日本の課題」についてご講演いただきました。 
 次回は夏ごろの予定です。皆さんのご参加お待ちしております。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. 教育部会：教育部会長 内田一郎 

 
前号でお知らせしましたように、製薬医学(PharmaTrain CoE 認証)コースが、新しく大阪大学大学院薬学研究科

と共催にて、“PharmaTrain 教育コース”として本年８月５日（土）から開講します（申し込み開始は５月１日予

定 ）。 ま も な く 、 日 本 製 薬 医 学 会 （ http://japhmed.jp/education/ ） 及 び 大 阪 大 学 薬 学 研 究 科

（http://www.phs.osaka-u.ac.jp/）のホームページにパンフレットなどの情報をアップします。従来通り、土曜日開

催で大阪と東京会場で同時に受講可能です。多くの方の受講をお待ちしております。 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
■事務局移転のお知らせ 
 
会員各位 

 日本製薬医学会 
                                                                                理事長 岩本和也 

http://bit.ly/JAPhMed20170414
http://japhmed.jp/education/
http://www.phs.osaka-u.ac.jp/
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 日本製薬医学会事務局は、2017 年 1 月より下記に事務局が変更となりました。ご周知の程お願いいたします。 
 
＜JAPhMed 事務局＞ 
  〒581-0032  大阪府八尾市弓削町 1 丁目 137 
  Office A to Z 
      担当：木村 
  Tel：090-9169-5851, Fax：072-949-0913 
     E-mail：zymukyoku@japhmed.org (メールに変更はございません) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
■イベントのお知らせ（2017 年） 
4月 14日(金)  JAPhMed MA部会「MSL トレーニングカリキュラムセミナー」http://bit.ly/JAPhMed20170414 

5月 13日(土)  J-CLEAR春季セミナー 

＜第１部＞講 演 16:00-17:00 保健医療分野におけるICT活用  座長：飯山幸雄 （国民保険中央会常任理事） 

＜第２部＞シンポジウム 17:00-18:00  医薬品広告，講演会などの適正な在り方について」 

場 所：東京大学医学部附属病院入院棟 A 15階大会議室 

主 催：臨床研究適正評価教育機構（J-CLEAR) 

参加費：無料 

http://j-clear.jp/katsudou28.html 

参加希望の方は事前に FAXまたはメールフォームにて J-CLEAR 事務局へお申込みください。 

6 月 30 日(金)-7 月 1 日(土) 日本製薬医学会第 8 回年次大会 http://japhmed2017.org/ 
 
■Headline＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

News & Updates 
1. Message from Chairperson 
2. Announcement for the 8th Annual Congress of JAPhMed 2017 
3. Advance Online Registration site open from March 27 
4. Medical Affairs committee 
5. Kansai committee 
6. Education committee 
*Office  
*Upcoming Events 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1．Greetings from Chairperson  Kazuya Iwamoto 
 
I would like to express my sincere gratitude to the members for your efforts on various activities including 
the annual meeting, committee meetings, MSL accreditation program and education programs. As for this 

mailto:zymukyoku@japhmed.org
http://bit.ly/JAPhMed20170414
http://j-clear.jp/katsudou28.html
http://japhmed2017.org/
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year’s JAPhMed annual meeting which is organized by Dr Iwasaki, we will serve a lot of attractive 
contents in addition to IFAPP session in collaboration with IFAPP and APAC national members 
association. On Sep. 28th and 29th next year, we will hold the ICPM (International Congress of 
Pharmaceutical Medicine) in Tokyo. We will continue and start activities in order to further address 
JAPhMed’s Mission. We would like to enhance communication and public affairs activities, thus now we 
are recruiting members who would like to deal with these activities. Please contact with our secretariat. 
Again, may thanks for your continuous your support and understanding. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Announcement for the Annual Congress of JAPhMed 2017 
 

We have set up the website (http://japhmed2017.org/) for the 8th Annual Congress of JAPhMed the Japanese 
Association of Pharmaceutical Medicine in 2017(JAPhMed 2017). Please visit this website to check the 
latest news for this congress.  
We are now creating the program of this congress. The latest program is follows. 
 

Day 1 ; 30th Jun.2017 
[Venue A] 

 

[Venue B/Venue DS] 

http://japhmed2017.org/
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Day 2 ; 1st Jul.2017 
[Main Venue] 

 
 

Congress chair person 
Koji Iwasaki, Ph.D. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Advance Online Registration site open from March 27  
 
For advance online registration for annual conference, click the link below by May 30. The fee is including 
the social gathering. JAPhMed member (Member): 18,000 yen / person, General (Non Member): 20,000 
yen / person. After Jun .1, onwards, the participation fee is same with On-site registration (20,000 yen for 
members, 25,000 yen for general). 

 Early Bird 
Mar. 27 – May. 30 On-site and After Jun. 1 

JAPhMed member 18,000 JPY 20,000 JPY 

Non member 20,000 JPY 25,000 JPY 
 
Online Registration will open from March 27th. We are waiting for your application from the following. 

http://bit.ly/JAPhMed_2017 

http://bit.ly/JAPhMed_2017
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・Cancel Policy 
Changes and cancellation of registration information must be confirmed to the Registration Desk either by 
fax or e-mail. No Refund after completion of registration. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Medical Affairs committee 
  

The sort of job, medical science liaison (MSL), who is independent of commercial department (and 
contributes to the medical evidence generation or provides and collects advanced medical and scientific 
information) with Medical Affairs establishment, is building. The JAPhMed built ‘The accreditation 
system of MSL’ in 2015. Then next, we set up MSL proposal task force to discuss the definition of MSL and 
their activities etc. This time the task force team is opening the public seminar for MSL training 
curriculum on the 14th of April with all the participants in the seminar. 

For registration, please click the link below. 
http://bit.ly/JAPhMed20170414 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Kansai committee: Report on the latest Kansai Committee seminars in 2015-2016 
 

A Kansai Committee seminar was held at Eli Lilly Japan K.K. office in Kobe on Jan 18, 2017. Dr. Shimon 
Tashiro, Head, Office for Bioethics, Center for Public Health Science, National Cancer Center, gave a lecture 
entitled “Personal Information Protection Law and Medical Research – Challenges for Japan learned from the 
process of revision of ethical guidelines for medical research”. 

The next seminar is expected to take place this summer. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.Education committee 
  
We will start new course “PharmaTrain Educational course” with new operation collabolated with 
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University on 5th Aug. Registration for the course 
starts on 1st May. Detail information about new course will be available on the following websites soon:   

http://japhmed.jp/education/, and （http://www.phs.osaka-u.ac.jp/ . 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Announcement from New Office  
  
To serve you better with even more support, JAPhMed office was changed to Office AtoZ in Osaka from Jan. 

2017.  
New address is below 

http://bit.ly/JAPhMed20170414
http://japhmed.jp/education/
http://www.phs.osaka-u.ac.jp/
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Office A to Z 
 1-137, Yugecho, Yao city, Osaka, Japan 

Zip code:581-0032 

Phone: 090-9169-5851 

E-mail: zymukyoku@japhmed.org (No change) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Upcoming Events 
  
Apr. 14 (Fri): JAPhMed MA committee meeting：MSL training curriculum seminar http://bit.ly/JAPhMed20170414 
May. 13 (Sat): J-CLEAR Spring seminar in Tokyo University http://j-clear.jp/katsudou28.html 

 ICT utilization for Healthcare/ Proper pharmaceutical advertisement and medical seminar in Japan  

June 30-July 1(Fri-Sat)  the Annual Congress of JAPhMed 2017 http://japhmed2017.org/ 
 

▼───────────────────────────────────────▼ 
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 
      担当：木村 
  Tel：090-9169-5851, Fax：072-949-0913 
     E-mail：zymukyoku@japhmed.org (メールに変更はございません) 
▲───────────────────────────────────────▲ 
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