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

1． 巻頭言：年次大会長 岩崎幸司 

 

この度、2017年 6月 30日～7月 1日に日本製薬医学会 第 8回年次大会の大会長を務めさせていただきます。こ

のような大役を務めるにあたり、日ごろの学会会員の皆様のご支援のお陰と改めて御礼申しあげます。 

今国会の臨床研究法案の成立や改正個人情報保護法の施行をきっかけに、臨床研究をめぐる環境は大きく変わり

つつあります。さらに MID-NET をはじめとしてデータベース研究の基盤整備も進みつつあり、これらについて議論

し学ぶ機会になればと考えております。 

さらに本大会は日本製薬医学会の上部団体にあたるＩＦＡＰＰ(国際製薬医学会)の 2 年に一度に開催される

ICPM2018 の初の東京開催の前年にあたります。このため、産官学に加えて海外からもゲストスピーカーをお招きし

て、皆様に製薬医学の最新の状況について学べる機会を提供したいと考えております。 

会場も新たに、東京 日本橋ライフサイエンスハブ(Coredo 室町 3)にて開催いたします。皆様のご参加をお待ち

申しあげております。 

 

【インタビュー】臨床研究法 製薬企業にどう影響？―JAPhMed理事の岩崎幸司氏に聞く 

http://answers.ten-navi.com/pharmanews/9903/ 

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

2. 事前参加登録（5/31）にご協力を：日本製薬医学会 第 8 回年次大会（6/30-7/1） 

 

年次大会事務局よりご案内いたします。ただいま、第 8 回年次大会の事前参加申し込みを年次大会専用 Website

（http://japhmed2017.org/）にて受け付けております。なお、当日の大会プログラムならびに抄録も掲載いたしま
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した。ご確認ください。 

また、5 月 31 日の事前申し込み期限を過ぎても、引き続きウェブサイトでは事前の登録を受け付けております。

なお、当日参加の方には、スライドの開催後の資料ダウンロードサービスの提供がありませんので、必ず事前登録

をお勧めいたします。 

 

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

3. MA部会： MSLトレーニングカリキュラムセミナー報告 

 

2015年末に Medical Affairs部会の中で立ち上げた MSL提言タスクフォースチームは Medical Affairs部門に所

属するエビデンス構築や高度な医学・科学情報提供収集を行うメディカルサイエンスリエゾン（MSL）という職種の

定義、資質や要件、必要な法規制、教育など MSL が業務を全うするために必要な様々な事柄について議論を進めて

きた。中間報告として発表した 2016年の年次会で積み残しとなっていた MSLに必要な教育コンテンツについて 4月

14日午後にライフサイエンスセミナービルにて MSLトレーニング公開セミナーを開催した。 

開催の主旨はタスクフォースにて議論を進めている教育コンテンツやその内容をそのまま提言とさせて頂くより

もその前に、メディカル部門に関わる方々に検討している内容を公開し、広くご意見や賛否について伺い、それら

も考慮したうえで最終的な提言としたかったからであった。セミナーは事前参加登録だけでほぼ満席となったが、

参加者が非常に熱心にメモとられたり質問をされたりする姿が多く目立った。このことからもメディカル部門にお

ける教育に対する注目度が如何に高いかということを改めて知る機会となったと考えている。セミナーで出た質問

や意見などについては全て吟味したうえで 2017年の年次会で一旦 MSL提言の最終形としたいと考えている。 

 

 なお、前号にて MA部会長の名前が間違えていたこと、訂正いたします。 

 

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

4.関西部会：JAPhMed関西研修会の報告：関西部会長 篠田 現 

 

 2017 年 5 月 25 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。

当日は、斎藤俊樹先生（名古屋医療センター 臨床研究センター 再生医療研究部長）を講師にお迎えし、「国立病

院機構(NHO)の ARO 機能と CDISC 標準の活用事例」についてご講演いただきました。特に臨床中核病院として統

計解析の専門家も含めたプロトコールの立案から、研究に必要なデータベースの構築、CDISC 準拠の EDC システ

ムの整備など、臨床研究の支援体制が整いつつあることがわかりました。詳しくはこちらのホームページをご参考

ください。http://crc.nnh.go.jp/aro/ 

 また次回の開催が決定しましたら、皆様にもご案内いたします。 

 

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

4. イベントのお知らせ 

■第 44 回日本毒性学会学術年会 

平成 29 年（2017 年）7月 10日～12日 

http://jsot.jp/activity/index.html 

会場 パシフィコ横浜 会議センター 

http://crc.nnh.go.jp/aro/
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■日本社会薬学会第 36年会 

平成 29 年(2017年)9月 23日-24日 

会場：大阪薬科大学 

http://shayaku.umin.jp/36nenkai/index.html 
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News & Updates 

1. Message from Chairperson of annual Congress 

2. Announcement: Early Bird registration fee increase on June 1, 2017 for JAPhMed 2017 

3. MA committee: Report of MSL Training seminar  

4. Kansai committee: Report of seminar  

5. Upcoming Events 

 

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

1．Greetings from Chairperson  Koji Iwasaki 

 

It is my great honor to serve as the Congress Chairperson for the8th Annual Congress of JAPhMed 

2017, which will be held in June 30 – July 1, 2017 in Tokyo. I would like to express my sincere 

gratitude to my colleagues for their ongoing support, offering me the opportunity to have this 

meeting.  

The Congress Chairperson’s session will expand the knowledge and networking through the 

discussion to enhance new drug development. This year, we welcome our guest speakers from 

industry, academia, government and global to collaborate with pharmaceutical professionals to 

foster successful communication for the ICPM 2018(19th International Conference of 

Pharmaceutical Medicine) which will be held in Tokyo next year.  

 The venue is changed to the Nihonbashi Life Science Hub located in the center of Tokyo. We believe that 

this meeting will prove to be an opportunity for everyone to be get knowledge for advanced pharmaceutical 

medicine.  

Congress chair person  

Koji Iwasaki, Ph.D. 

 

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

2. Announcement, Early Bird registration fee increase on June 1, 2017 for 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). Advance registration is 

recommended to reduce waiting time for onsite registration. 

http://shayaku.umin.jp/36nenkai/index.html
http://japhmed2017.org/
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 Please visit this website to check the latest news for this congress.  We are now waiting for all 

participants in this congress.. 

 

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

3. MA committee: Report of MSL Training seminar in Tokyo 

 

In the end of 2015, Medical Affairs Committee set up MSL proposition task force team and the team has been 

discussing to provide various statements concerning Medical Science Liaison (MSL), who contributes to the medical 

evidence generation or provides and collects advanced medical and scientific information in Medical Affairs department, 

such as the definition of MSL, requirement for MSL, regulations and training contents MSL has to master. The task force 

team made a presentation as an interim report in the annual meeting of JAPhMed 2016. However, not having provided 

the training syllabus and the contents yet, the task force team had an opening seminar regarding MSL training on the 

14th of April in 2017. The purpose of this opening seminar was to show what the team had been discussing MSL training 

contents and to receive and take in any opinion and question to finalize the proposition. The seat was almost full at the 

pre-registration. Furthermore, majority of the participants took memo and made questions eagerly while they took part 

in the seminar. This is distinct that the training contents and that of the way in Medical Affairs are no doubt attracted 

recently. The task force team will finalize the MSL proposition including MSL training syllabus in consideration of those 

opinions and requests in the annual meeting of JAPhMed in 2017.  

 

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

4. Kansai Committee: Report on the latest Kansai Committee seminar in Kobe 

 

A Kansai Committee seminar was held at Eli Lilly Japan K.K. office in Kobe on May 25, 2017. Dr. Toshiki 

Saito, Director, Department of Regenerative Medicine, National Hospital Organization Nagoya Medical Center, 

gave a lecture focusing on advanced CDISC system for the international collaboration with Asian researchers 

and ARO function for us.  

The next seminar will be informed via our website. 

 

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

4．Upcoming Events（2017 Jul.to Sep.） 

 

・The 44
th
 Annual Meeting of the Japanese Society of Toxicology 

July 10 to 12, 2017 

http://jsot2017.jp/index_en.html 

Venue: PACIFICO YOKOHAMA, Conference Center 

 

・The 36
th
 Annual Meeting of the Japanese Society of Social Pharmacy 

Sep. 23 to 24, 2017 

Venue: Osaka University of Pharmaceutical Sciences 

http://jsot2017.jp/index_en.html
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▼───────────────────────▼ 

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：080-3868-5851, Fax：072-949-0913 

     E-mail：zymukyoku@japhmed.org 

 

Office A to Z 

 1-137, Yugecho, Yao city, Osaka, Japan 

Zip code:581-0032 

Phone: 080-3868-5851 
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