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----------------------------------------------------------------------------------------------１. 巻頭言：学会理事長 岩本 和也
COVID-19によるパンデミックが宣言されてからほぼ1年半が経過しようとしていますが、皆様はご健康にお過ご
しのことと存じ申し上げます。なかなかパンデミックの終息の兆しがみれない中でも世の中は進展してきており、
無観客ながらも無事、東京オリンピックが開催されて国内はメダルラッシュに沸き、また、身体的な接触を抑える
社会・生活様式、勤務形態の進展も長期化し、人々はこれらを歓迎していないながらもこれらの様式にある程度慣
れ親しんできた状況ではないかと思われます。経済への悪影響も予想されたよりは今までのところは、小さい範囲
に収まり、業種によっては大きく業績を伸ばしているようです。ただ、感染リスクを最小化させる生活様式だけで
は限界があり、最終的には、パンデミックの終息に向けては治療薬/治療方法やワクチン等の開発をはじめとした製
薬医学による根本的な解決が望まれていると思われます。
さて、下記で詳細が記されていますように、コロナ禍となって、2回目の年次大会が本年10月29日、30日に開催
されます。COVID-19関連のセッションとともに、各分野から多くの興味深いトピックが準備されています。今年
度も、今のところ、Webと対面のハイブリッド形式による開催を予定しており、例年より参加、視聴がしやすい形
式となっております。製薬医学を通して今後の社会の進展を考えていく上で多くの気付きを得られることと存じま

す。ぜひ、ご参加頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

Greetings from Chairperson

Kazuya Iwamoto

Although it has been 1 year and a half since the COVID-19 pandemic has been declared, I thought you keep safe and are
enjoying your continued good health and happiness. During the days in the pandemic, the Tokyo Olympic games were held and
the new social/life/working styles for minimizing the risks of infection have been penetrated. The negative impact of the
pandemic on the economies seem limited so far. There should be limitation for minimizing the infections only thorough the
social/life/working styles and the pharmaceutical medicine which enables development of the new treatment/vaccination are
really desired.
On October 29th/30th, this year’s annual meeting will be held with the hybrid style (virtual/face to face), where sessions
on COVID-19 and other interesting topics from each filed of pharmaceutical medicine will be provided. You will obtain lots of
insight from these talks. Please join our annual meeting this year.

----------------------------------------------------------------------------------------------２. 第 12 回日本製薬医学会年次大会（会期：2021 年 10 月 29 日（金）～30 日（土））準備状況：
第 12 回日本製薬医学会年次大会 大会長 松山 琴音
本年の日本製薬医学会の年次大会を、2021 年10 月29 日（金）～30 日（土）の会期で東京の日本橋ライフサイ
エンスハブで開催します。今回の年次大会ではCOVID-19による世界的なパンデミックの経験によって、Withコロ
ナ時代として、どのように製薬医学のあり方が変遷したのか、今何が起きているのかについて、製薬医学において
解決が期待される様々な社会的な課題を俯瞰し、製薬医学の”New Normal”を様々な角度から討議します。
招待講演には日本医科大学学長の弦間昭彦先生をお招きし、
「薬剤性肺障害と学会主導肺癌レジストリを用いた
リアルワールドデータの活用」についてご講演いただき、最先端の研究の潮流についてご教示いただく予定です。
また、基調講演には国立国際医療センター国際感染症センター長の大曲貴夫先生をお招きし、
「COVID-19の臨床」
と題して、最新の知見についてご講演いただきます。シンポジウムでは、昨年の年次大会からの継続・進展となる
「リアルワールドデータの薬事規制への活用の現状と将来への展望」や「製薬医学の教科書の発刊に向けて」、
「製
薬医学の立場から見た新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」、
「メディカル・サイエンス・リエゾン（MSL）の
価値」
、そして「メディカルアフェアーズ（MA）部門が実施するメディカルエデュケーションイベントの意義と実
践」や「リスクコミュニケーションの変革と今後の展望」、「製薬医学における臨床研究の今」
、子宮頸がん
（HPV）ワクチンに関する疫学調査結果を中心とした「HPVワクチンセッション」なども加えて、日本製薬医学会
だからこそ取り上げる魅力ある話題を企画します。また、基調講演と2つのシンポジウムでは、グラフィックレコ
ーディングを併用します。
本大会のプログラムの概要について、臨床評価誌にForumとして寄稿しました。9月中旬発刊の予定です。年次大
会プログラム委員の皆さんと共に準備を行っておりますので、是非多くの方にご参加いただければ幸いです。10月
1日17時までが早期割引期間ですので、皆様お早めにご登録ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
会期： 2020 年10 月30 日（金）〜31 日（土）
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）
Access：https://goo.gl/maps/Lex87BGNLsMikDnH7
大会長： 松山琴音（JAPhMed /日本医科大学）
大会テーマ：製薬医学の新しい様式

Web：年次大会専用HP https://japhmed2021.com
年次大会早期登録（Early-bird Regstration）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
第 12 回日本製薬医学会年次大会プログラム
第 1 日（10 月 29 日（金））

会場 A

時間帯
12:00
13:00-13:10

受付開始
開会の挨拶（松山琴音（大会長））

13:10-14:10

招待講演「薬剤性肺障害と学会主導肺癌レジストリを用いたリアルワールドデータの活用」
弦間 昭彦先生（日本医科大学 学長）

14:10-14:20
14:20-16:10
（110 分）

休憩
シンポジウム１（MS 部会セッション）
「リアルワールドデータの薬事規制への活用の現状と将来への展望」

16:10-16:20

休憩

16:20-18:10 シンポジウム２（MA 部会セッション）
（110 分） 「MA 部門が実施するメディカルエデュケーションイベントの意義と実践」
第 2 日（10 月 30 日（土））

会場 A

時間帯
9:00
9:10-9:30

会場 B

受付開始
会員総会

シンポジウム３（大会長セッション）
9:40-11:20
シンポジウム６（MA 部会セッション）
「製薬医学の立場から見た新型コロナウイルス
（100 分）
「MSL の価値 - 現状とその先へ」
感染症（COVID-19）
」
11:20-11:30
11:30-12:30
（60 分）

休憩
基調講演「COVID-19 の臨床」 大曲貴夫先生
基調講演
（国立国際医療センター国際感染症センター
サテライト会場
長）

12:30-12:40
12:40-13:40
（60 分）

休憩
シンポジウム７
「アジア各国における製薬医学の課題と各国
における取り組み（IFAPP Asian Meeting）
」

共催セミナー

13:40-13:50
13:50-15:30
（100 分）

休憩
シンポジウム４（MS 部会セッション）
シンポジウム８（教育部会セッション）
「リスクコミュニケーションの変革と今後の
「製薬医学の教科書の発刊に向けて」
展望」

15:30-15:40

休憩

15:40-17:20
（100 分）

シンポジウム５（大会長セッション）
「HPV ワクチンセッション」

17:20-17:30

閉会の挨拶

※『臨床評価』vol.50（予定）より引用

シンポジウム９（大会長セッション）
「製薬医学における臨床研究の今」
―

2021年9月15日以降、以下Websiteにて参照可能

http://cont.o.oo7.jp

12th Annual Congress of JAPhMed Kotone Matsuyama

The 12th annual congress of JAPhMed will be held on Oct 29th (Fri) and 30th (Sat), 2021, at Nihonbashi Life Science
Hub. At this annual conference, we will see how the global pandemic experience of COVID-19 has changed the way
pharmaceutical medicine should be. Now, we will take a bird's-eye view of various social issues that are expected to be solved
in pharmaceutical medicine, and discuss the "New Normal" of pharmaceutical medicine from various angles.
Dr. Akihiko Genma, President of Nippon Medical School, was invited to give a lecture on "Drug-induced lung injury and
utilization of real-world data using a lung cancer registry led by the Society" to teach the latest research trends. In addition, Dr.
Norio Ohmagari, Director of the International Center for Infectious Diseases, National Center for Global Health and Medicine
will be invited to give a keynote speech on the latest findings under the title of "Clinical COVID-19". At the symposium,
"Current status and future prospects of utilization of real-world data for regulatory affairs", "Toward the publication of
textbooks on pharmaceutical medicine", and "Pharmaceutical medicine", which will be continued and progressed from last
year's annual convention. From a standpoint, the new coronavirus infection (COVID-19), "the value of the medical science
liaison (MSL)", and "the significance and practice of medical education events conducted by the Medical Affairs (MA)
department" and " "Transformation of risk communication and future prospects", "Recent trend of clinical research in
pharmaceutical medicine", "HPV vaccine session" focusing on epidemiological survey results on cervical cancer (HPV)
vaccine, etc. That is why we plan attractive topics to be taken up. Graphic recordings will be held at the keynote speech and the
two symposia.
We contributed the outline of the program of this competition to the “Clinical Evaluation” journal as a forum article. It is
scheduled to be published in mid-September. We are preparing with the members of the annual convention program, so we
hope that many people will join us. The early discount period is until 17:00 on October 1st, so please register as soon as
possible.
*****************
Date： Oct 29th (Fri) – 30th (Sat), 2021
Venue： Nihonbashi Life Science Hub
Presidents： Kotone Matsuyama (JAPhMed/ Nippon Medical School)
Main Theme： The New Style of Pharmaceutical Medicine
Web: The 12th annual congress HP https://japhmed2021.com
Early-bird Registration
*****************.
----------------------------------------------------------------------------------------------３. MS 部会：MS 部会長

芹生

卓

本年度より、MS 部会長を拝命しました芹生卓です。これまで西馬部会長が推進してきた活動を継続するととも
に、医薬品の安全性に関する学会の貢献をより高めていく所存です。
本年度の MS 部会活動として、前年度から引き続き、リアルワールドエビデンス関連の活動と安全性情報の医学
的評価を正しく遂行するためのスキル向上を目的とした活動を行っています。8 月 20 日には筑波大学の岩上将夫先
生より『医療情報データベース研究のアウトカム定義（部会リード：青木文代さん）』を御講演いただき、事後ア
ンケートの結果も非常に好評であり、医学安全性評価に関しての貴重な学習機会を学会員の皆様に提供することが
できました。
また、新たに MA 部会との合同勉強会として、業界最前線の企業、講師から Real World Data に関する最新情報
を提供していただく機会を定期的（年 6 回予定）に開催しています（5 月：Milliman 岩崎宏介様、7 月：MDV 株式
会社香山京様、中村正樹様、9 月：株式会社データック二宮英樹様）。今後は、MA 部会、MS 部会のみならず、
学会員皆様に提供できるように基盤を整備してまいります。

10 月に開催される第 12 回日本製薬医学会年次大会では、MS 部会からは『リアルワールドデータの薬事規制への
活用の現状と将来への展望（部会リード：杉谷利文さん）』『リスクコミュニケーションの変革と今後の展望（部
会リード：阿部一典さん）』の 2 セッションを予定しています。新しい Real World Data の利活用や、コロナ禍にお
ける新しいリスクコミュニケーションの様式について、業界最前線で活躍されている先生方よりご講演いただく予
定です。
MS 部会においては、中村太一さんを中心に部会メンバーが精力的に企画・運営していますが、これらの活動をサ
ポート頂くメンバーを随時募集しています。医薬品の安全性評価、リアルワールドデータの利活用含め、ご興味の
ある方は是非、気軽にご連絡いただければと思います。
Medical Safety committee

Taku Seriu

I am Taku Seriu and have been appointed the chairman of the MS Department since April. I would like to continue the
activities promoted by the former chairman Dr. Nishiuma and to enhance the contribution of the JAPhMed regarding Drug
Safety.
Since last year, MS subcommittee has been providing activities related to real-world evidence and activities aimed at
improving skills for appropriate medical evaluation of safety information.
On August 20, Dr. Masao Iwagami of Tsukuba University gave a lecture on "The Definition of Outcomes in Medical
Information Database Research. The post-hoc survey were also very well received, and we believe to have provided the
participants with valuable learning opportunities for medical safety assessment.
In addition, we regularly (scheduled six times a year) hold joint study meetings with the MA subcommittee, which provide
update on Real World Data from industry-front companies and lecturers. We will develop an information-platform for MA
subcommittees, as well as for MS subcommittees and other JAPhMed members.
At coming 12th annual congress of JAPhMed in October, MS subcommittee plans to hold two sessions: the current status of
the Utilization of Real World Data for pharmaceutical regulation and future perspectives and the Transformation of Risk
Communication and Future Perspectives. We plan to provide lectures on the Utilization of new Real World Data and the new
modes of risk-communication in the Corona outbreak from leaders in the industry frontline.
The MS subcommittee is actively planned and operated by members of the subcommittee leaded by Dr. Taichi Nakamura,
and recruiting support members for these activities at any time. If you are interested in the activities of the MS subcommittee,
including the safety evaluation of drugs and the utilization of real-world data, please feel free to contact us at any time.
----------------------------------------------------------------------------------------------４. MA 部会：MA 部会長 西馬 信一
4 月から MA 部会長を拝命した西馬です。MA 部会は JAPhMed において、MSL や論証研究のあり方について
数々の提言を行ってきました。Medical affairs への理解が徐々に関係者に浸透しつつありますが、Medical Affairs
は更なる潜在能力を持っていると思います。Medical affairs をより多くの関係者に理解して頂き、アンメットメ
ディカルニーズの解決につながる仕組みづくりをしていきたいと思います。今後ともご支援のほどよろしくお願
い致します。
個々の活動ですが、臨床研究法や医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインなど、2014 年 12 月
1 日版の作成以降に発出された各種法規制やガイドライン、我が国でのメディカルアフェアーズを取り巻く環境
の変化や実情を鑑み、MSL 認証基準の項目及び記載の見直しを行いました。更新版は 5 月 24 日付で Website に
掲載しているので、ご一読頂けると幸いです。また新倫理指針の発行に伴い、医法研と協働してきた研究者主導

臨床研究契約テンプレートを ver3.2 に update しました。データベース研究のタスクフォース、Medical Advisory
Board meeting のタスクフォースにおいて、それぞれサーベイを予定しております。会員の皆様においてはご回答
頂き、活動をサポート頂けると幸いです。
年次大会においては MA 部会セッションとして、
「メディカル・サイエンス・リエゾンの価値」、「MA 部門が
実施するメディカルエデュケーションイベントの意義と実践」を企画し、medical affairs への理解を深め、あるべ
き姿への議論を進めていきます。多くの皆様に参加頂き、議論をさせて頂くことを楽しみにしています。
Medical Affairs committee Shinichi Nishiuma
Hello. I am Shinichi Nishiuma and was appointed as the chairman of MA Committee from April. At JAPhMed, the MA
committee made numerous achievements, making proposals on the ideal form of MSL and demonstration clinical research.
Although the understanding of Medical Affairs is gradually spreading among the stakeholders, Medical Affairs has a further
potential. We hope that more stakeholders will understand Medical affairs better and create a framework that leads to solving
unmet medical needs. We look forward to your continued support.
Regarding individual activities, the items and descriptions of the MSL certification standards were revised since Dec 2014
in light of various laws, regulations, and guidelines including Clinical Research Act and the Guideline for Activities to Provide
Marketing Information on Prescription Drugs as well as changes in the environment surrounding Medical Affairs in our country
and the actual situation. The updated version was posted on the website as of May 24. We would appreciate it if you could read
it. Also, in association with the issuance of the new ethical guidelines, the investigator-initiated clinical research contract
template that had been collaborating with Ihoken was updated to version 3.2. In addition, we are planning to conduct surveys at
the task forces of database research and Medical Advisory Board meeting. We would appreciate it if all of our members could
respond and support our activities.
At the annual meeting, we plan sessions, “Value of Medical Science Liaison” and “Significance and Practice of Medical
Education Events Conducted by the MA Department” led by members of the MA committee. We believe these help us deepen
our understanding of medical affairs and advance discussions toward the ideal MA state. We look forward to the participation of
many people and having discussions.
----------------------------------------------------------------------------------------------５. 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、製薬医学奨学金などの教育関連活動
を行っております。
• 2020 年度の製薬医学認定医士試験(筆記および口頭)を、2021 年 4 月 18 日に催行しました。６名の合格者
（製薬医学認定医士）があり、JAPhMed ホームページの製薬医認定医士名簿に追加しました。本年度は、
2022 年 1 月 30 日（日）に東京にて製薬医学認定医士試験(筆記および口頭)を催行予定です。
• 大阪大学薬学部研究科と共催している PharmaTrain 教育コースは、2021 年度も本年 6 月から 1 年次を Zoom
にて開講します。東京/大阪以外のどこからでも（自宅、職場、海外からでも）受講可能です
（http://www.phs.osaka-u.ac.jp/pharmatrain/）。尚、本コースは、大阪大学薬学研究科 PRP コースとして、4 日
間のモジュール毎の受講も可能です（http://www.phs.osaka-u.ac.jp/prp/）。興味のある多くの方の受講をお待
ちしております。
• 本年度の JAPhMed 年次総会でも教育部会によるシンポジウムを開催しますので、ご来場お待ちしておりま
す。

Education committee

Ichiro Uchida

Education committee conducts Certification for Pharmaceutical Medicine Physician, PharmaTrain (Pharmaceutical
Medicine) Educational Course and Pharmaceutical Medicine educational fellowship and other educational initiatives.
• Examination of Certification for Pharmaceutical Medicine Physician/Scientist was held on April 18th (Sun) and the detail
be updated in our HP. The passed candidates will be listed in Six members were newly given with Certification for
Pharmaceutical Medicine Physician/Scientist and the list of these member was updated n JAPhMed HP. The
examination for this fiscal year will be held on January 30th (Sun), 2022.
• PharmaTrain-recognized pharmaceutical medicine (PharmaTrain) educational course collaborated with Graduate School
of Pharmaceutical Sciences, Osaka University has started the first-year course in June through the Web-based lectures (a
http://www.phs.osaka-u.ac.jp/pharmatrain/) . The module-based participation for this course is available as PRP course.
Please refer to http://www.phs.osaka-u.ac.jp/prp/ to apply this course. This web-based course can be taken from your
home or anywhere in Japan and abroad. We are calling many course applicants.
• In oncoming annual meeting, education committee is organizing a symposium and welcoming many audiences.
----------------------------------------------------------------------------------------------６. 関西部会：関西部会長 小森 英寛

2021年は7月6日に第一回関西部会セミナーを開催いたしました。国立循環器病研究センターに長年ご勤務された
後、国循発ベンチャーとして創業された（株）リードファーマ社外取締役の斯波真理子先生にご登壇いただきまし
た。コロナ禍で初めてのリモート形式での開催となり、不手際やお聞き苦しいところなど至らぬ点もあったと思い
ますが、みなさまのご協力・ご尽力のおかげで盛会に開催できました。あらためて御礼申し上げます。今後も関西
在住の会員の方々と製薬業界、研究所、アカデミアの方々との交流を通じ、化学反応が起きることを期待しつつ、
また本部会の特徴である会員交流の場形成を目指し、活動を続けて参りたく思っております。今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします。
Kansai Committee Hidenori Komori
We will continue our activities with the aim of becoming a place for members living in Kansai to interact with industry
relations, research institutes, and academia, while also changing the number of members, which is characteristic of our
committee. Thank you very much in the future.
In 2021, the first Kansai Committee Seminar was held on July 6. Dr. Mariko Shiba took the stage. After worked at the
National Cardiovascular Research Center for many years she became an outside director of Liid Pharma Co., Ltd. which was
founded as a NCRC based bio-venture. It was held as the first Kansai meeting using remote communication tools under the new
corona virus pandemic, and some difficulties have happened in auditory procedure. Fortunately owe to everyone's cooperation
and efforts, we were able to hold the event. I would like to express my fully gratitude again. We will continue our activities with
the aim of providing a place for members living in Kansai to interact with pharmaceutical industry, research institutes, and
academia which is characteristic of our committee. Thank you very much in the future.
----------------------------------------------------------------------------------------------７. 国際製薬医学会（IFAPP）活動：IFAPP担当

松山 琴音

日本製薬医学会は、国際製薬医学会（別名：国際製薬医学医師連合会、International Federation of Associations of
Pharmaceutical Physicians & Pharmaceutical Medicine, IFAPP）の日本支部として活動しています。IFAPPは1975年に発

足し、ヨーロッパ諸国を中心として発展してきました。現在は約30カ国が参画する国際的な製薬医学に関する連合
体です。IFAPPは各国支部と協力し、2-3年毎に国際大会となるICPM (International Conference in Pharmaceutical
Medicine) を開催しておりますが、コロナ感染拡大により次回のICPMは2022年秋にアテネでの開催が予定されまし
た。IFAPPには各国支部（national member association, nMA）のメンバーが参画可能なWGがあります。2021年6月の
代議員会議において、IFAPPのSecretaryにAnna Jurczynskaが着任し、WGのリーダー（Standing Officer）が一新しま
した。日本から松山がEthics WGのSOに着任しています。WGについては現在メンバーを募集していますので、是
非ご参加ください。また、第12回日本製薬医学会学術集会2日目にIFAPP Asian Meetingが開催されます。先般2月25
日に開催されたCOVID-19セミナーについて、DIA Global Forumに寄稿しました。8月号に掲載されましたので、是
非ご一読ください。
IFAPP WG：https://ifapp.org/blog/call-forapplications-to-ifapp-working-groups
DIA Global Forum: https://globalforum.diaglobal.org/

IFAPP activities

Standing Officer of Ethics WG, IFAPP Board of Officers Kotone Matsuyama

The Japanese Association of Pharmaceutical Medicine operates as the Japanese branch of the International Federation of
Association of Pharmaceutical Physicians & Pharmaceutical Medicine, IFAPP). IFAPP was founded in 1975 and had
developed mainly in European countries. It constitutes about 30 countries from all over the world nowadays. IFAPP hold the
International Conference in Pharmaceutical Medicine (ICPM) every 2-3 years under cooperation with the IFAPP national
member association. The next ICPM is currently scheduled for fall 2022 in Athens. IFAPP has a WG in which members of
national member associations (nMA) can participate. Anna Jurczynska was appointed to the IFAPP Secretary at the June 2021
Congress, and the WG leader (Standing Officer) was renewed. Matsuyama has joined the Ethics WG SO from Japan. We are
currently looking for members for the WG, so please join us. In addition, the IFAPP Asian Meeting will be held on the second
day of the 12th Annual Meeting of the Japanese Society of Pharmaceutical Medicine. I contributed to the DIA Global Forum
about the COVID-19 seminar held on February 25th. It was published in the August issue, so please take a look.
IFAPP WG：https://ifapp.org/blog/call-forapplications-to-ifapp-working-groups
DIA Global Forum: https://globalforum.diaglobal.org/

----------------------------------------------------------------------------------------------８. 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。

Public Relations committee

Hideki Oi

Public Relations committee transmits information toward both inside and outside JAPhMed, in order to contribute to
improving the presence of JAPhMed. In particular, we will focus on providing information and enlightening JAPhMed
members. We also support each committee by sending their massages toward various fields of society as well as medical
personnel.

The upcoming annual congress is one of the most important activities of JAPhMed, so we cooperate with the organizing
committee of the congress to conduct public relations activities.

----------------------------------------------------------------------------------------------９. イベントのお知らせ：
2021 年 9 月 12 日（日）～14 日（火）
■ 第 10 回 DIA 臨床研究・医薬品開発に必要な生物統計ワークショップ
Web 開催（Zoom）
https://www.link-j.org/member_event/post-3474.html
2021 年 10 月 24 日（日）～26 日（火）
■ 第 18 回 DIA 日本年会 2021
Web 開催：https://www.diajapan.org/meetings/21303/exhibit/index.html
テーマ：”New Challenges, New Solutions”～世界中の人々と一緒に乗り越えるために～
2021 年 10 月 29 日（金）～30 日（土）
■ 第 12 回日本製薬医学会年次大会
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）
大会テーマ：製薬医学の新しい様式
2021 年 11 月 26 日（金）～28 日（日）
■ 第 26 回日本薬剤疫学会 学術総会
開催形態：ハイブリッド形式

https://site2.convention.co.jp/26jspe/

テーマ： Regulatory Science Meets Epidemiology.
2021 年 12 月 9 日（木）～12 月 11 日（土）
■ 第 42 回日本臨床薬理学会学術総会
会 場：仙台国際センター
第 42 回日本臨床薬理学会学術総会 (convention.co.jp)

Upcoming Events：
Sep.12 (Sun) to 14 (Tue), 2021
■ 10th DIA Biostatistics Workshop for Clinical Research and Drug Development
Online (Zoom)
https://www.link-j.org/member_event/post-3474.html
Oct.24 (Sun) to 26 (Tue), 2021
■ 18th DIA Japan Annual Meeting 2021
Online：https://www.diajapan.org/meetings/21303/exhibit/index.html
Theme：”New Challenges, New Solutions”～ To overcome with people all over the world～

Oct.29 (Fri) to 30 (Sat), 2021
■ 12th Annual Congress of JAPhMed 2021
Hybrid meeting (On site + web)
Venue： Nihonbashi Life Science Hub
Main Theme： New Style of Pharmaceutical Medicine
Nov. 26 (Fri) to 28 (Sun), 2021
■ 26th Conference of Japanese Society for Pharmacoepidemiology
Hybrid meeting (On site + web)

https://site2.convention.co.jp/26jspe/en/

Venue：Keio University Mita Campus
Theme： Regulatory Science Meets Epidemiology.
Dec 9 (Thu) to 11 (Sat), 2021
■ The 42nd Annual Scientific Meeting of The Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics
Venue：Sendai International Center
第 42 回日本臨床薬理学会学術総会 (convention.co.jp)
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