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≪巻頭言≫ 

【ご案内】≪製薬医学教育コース参加募集のご案内≫ 

お知らせ：日本製薬医学会 2013 年度年次大会の開催案内  

MA（Medical Affairs）部会：第 6 回製薬医学セミナー報告 

MS（Medical Safety）部会 チーム１：MS 部会による活動報告、ならびに本年の活動予定 

MS（Medical Safety）部会 チーム 2：MS 部会による活動報告、ならびに本年の活動予定 

キャリア・デベロップメント・セミナーのシリーズ企画開始のお知らせ 

広報委員会より：お知らせ 

事務局よりご案内＆ご連絡 

JAPhMed カレンダー：Upcoming Event 
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Message from the Chairperson 

Information about Pharmaceutical Medicine at Osaka University 

First announcement: 4th Annual Congress of JAPhMed in Tokyo 2013 

Medical Affairs Committee: Report about The 6th JAPhMed seminar 

Medical Safety Committee team 1 (MS1): Report and planning on the activity 

Medical Safety Committee team 2 (MS2): Report and planning on the activity 

Announcement of a series of career development seminars 

Public Relations Committee: Announcement 

JAPhMed calendar: Upcoming Event 

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

≪巻頭言≫ 
年末の選挙で政局も大きく変わり、医学分野では京大の山中教授のノーベル賞受賞と話題の多い年の瀬でしたが、

何より 2013 年はこの日本製薬医学会にとって悲願であった教育コースの開講を迎えるという重要な年となります。 

我々のビジョンとミッションに示すとおり、製薬医学の普及啓発と人材育成の推進は日本製薬医学会の根本的な

存在理由です。当初は IFAPP（国際製薬医学医師連合会）のメンバー各国と同様に大学での開講を模索したものの、

我が国での製薬医学の社会的認知度は低かったため、2005 年以降は会員を対象とした製薬医学セミナーを定期開催

し、製薬医学認定医試験も開始しました。その間に我が国でも治験活性化から臨床研究推進へと社会の動きが活発

化し、人材育成が注目されるようになった結果、今般 PharmaTrain プログラムに準拠した製薬医学コースを開講で

きる運びとなりました。PharmaTrain は IFAPP の教育部会（CEPM: The Council for Education in Pharmaceutical 

Medicine）メンバーが中心となって EU の IMI(Innovative Medicines Initiative)の教育事業として確立したもので、

日本支部である日本製薬医学会としても意義深いものがあります。 

製薬医学コースは非会員も受講できますが、言うまでもなく、主たる目的は当学会会員の教育にあります。体系

的な製薬医学教育を受けて職務に就けば、担当以外の分野や未経験領域に着任する場合でも、クラスで得た知識や

理解、人脈を通しての情報収集等で対応の展開がやりやすくなります。今後はこの教育を受けた人材の産官学での
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活躍を期待するとともに、経験者にもあらためてライフサイクル全体を学ぶ機会として活用いただければと思いま

す。 

詳細は本号およびパンフレット(http://japhmed.jp/BrochurePharmaceuticalMedicineCourse.pdf)を参照して

ご応募ください。 

 

日本製薬医学会 理事長 

今村恭子 

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

大阪大学製薬医学教育コースのご案内 
 

≪製薬医学教育コース参加募集のご案内≫ 
前 号 の 速 報 に 引 き 続 き 、 今 回 は 最 終 確 定 し た 参 加 募 集 の お 知 ら せ を パ ン フ レ ッ ト

(http://japhmed.jp/BrochurePharmaceuticalMedicineCourse.pdf)でご紹介します。 

この誌面では、これまでお伝えしていなかったポイントについて、重点的に説明します。 
 
(1) 日本製薬医学会会員による受講申込 

本教育コースは当学会会員の教育を第一の目的とし、あわせて製薬医学の実践をめざす一般の方々の参加も受け

入れることで、将来の製薬医学の発展をめざしています。 

当学会会員は、日本製薬医学会事務局宛てに「製薬医学教育コースの受講を希望します」との定型通知メールを

送信してください。後日、受講料の振込手続きや開催に関し、別途、大阪大学臨床医工学融合研究教育（MEI）セ

ンターのコース事務局から本人宛に直接通知されます（注：日本製薬医学会事務局は通年型教育の受講希望受付と

書面審査対応を担当します）。 
 
※参考： 日本製薬医学会非会員の受講希望者は下記 3 点の文書ファイルを日本製薬医学会事務局に提出し、教育

部会による書面審査を受ける必要があります。 

① 医学部・薬学部（6 年制）卒業、または薬学・自然科学分野での 4 年制大学卒業 

② 職場において 2 年以上の製薬医学関連職務（研究・業務）の従事経験があること 

③ 推薦者による推薦状の提出（1 通） 
 

(2) アカデミアとの位置づけ 

大阪大学 MEI センターでは、従来より国立循環器病研究センターとの共催で医薬品の研究開発に関する教育とし

てクリニカル・リサーチ・プロフェッショナル（CRP）コースを開講しており、今回日本製薬医学会が国際製薬医

学医師連合会（IFAPP）の日本支部として提唱する PharmaTrain 準拠の製薬医学教育コースは、CRP コースの通

年型プログラムに位置付けられています。東京サイトでの講義は日本製薬医学会が、大阪サイトでは大阪大学 MEI

センターがそれぞれ運営を担当します。  

CRP コースでは従来通り今後も単科目での受講が可能ですが、日本製薬医学会が推進する PharmaTrain 準拠の

製薬医学教育コースはあくまで通年型教育であり、2 年間の一貫受講を原則としています。 
 
(3) 年間講義スケジュール 

2013 年 8 月 31 日（土）から 2014 年 3 月 8（土）までの土曜日を中心とした開講日程を組んでいます（一部、金

曜日の開講もあります）。詳しい開講スケジュールについては後日（本年 3 月頃）、大阪大学 MEI センターのサイト
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でご確認ください。90 分単位の講義を午前に 2 本、午後に 2 本提供予定です。講義だけでなく、グループディスカ

ッションや発表などのワークショップ形式で行う場合もあります。 

出席不可能な日程については担当講師と相談のうえ、与えられた課題を提出していただく予定です。 

MEI センターURL:  http://mei.osaka-u.ac.jp/ 
 
(4) 事前・事後学習、評価・試験 

年間の講義は６つのモジュールで構成され、各モジュールの講師から事前学習・事後学習用に文献や書籍が紹介

されます。また、モジュールの終了時には内容の理解度を評価するためのテストがあります。これらの成績をふま

えて、年間講義シリーズの終了後に評価の最終判定を行います。 

日本製薬医学会が実施する製薬認定医（Non-MD の場合は製薬医学認定士）試験を受験するには 2 年間の一貫受

講が必要です。今後は、この教育コースを通年受講した会員のみが製薬医学認定医（士）試験を受験できますので、

受講申込を確実にお願いします。 
 

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

お知らせ：日本製薬医学会 2013 年度年次大会の開催案内(2013 年 7 月 19-20 日) 

 

 日本製薬医学会は、医薬品開発に関連したさまざまな業務を通して、医療への貢献を目指しています。新薬の研

究開発や規制要件，製造販売後調査・臨床研究など、製薬医学の広範な領域にわたって製薬医学専門家の知識、専

門性およびスキルの向上を図り、より高い品質の医療を社会に提供できるよう日々活動しております。  

 

 日米欧 3 極間での協調、新たな規制要件の発効、透明性ガイドラインをはじめ製薬業界自主規制の厳格化に伴う

製薬医学の環境変化が急速に進む時代において、過去 3 回の年次大会では、製薬企業、アカデミア、規制当局の第

一線で活躍しているメンバーをはじめとする各分野の専門家が参集し、臨床開発、臨床研究、安全性・リスクマネ

ジメント及び倫理・規制に関する実践的な議論を展開し、提言や指針などの活動成果として公表して参りました。 

 

 第４回目の開催にあたる本会では、"Bringing better benefits to patients"を大会スローガンとして掲げ、最新の

事例検討に基づくパネルディスカッションや教育セッションを含め、製薬医薬に関わる産官学にて活躍されている

方々のオープンな議論の場を提供する予定です。 

 

 会員でない方の参加も歓迎しておりますので、製薬企業、企業・大学の医学研究者、医療機関、規制当局等から

の多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

第４回日本製薬医学会年次大会長  

ステュワート・ギリー 

（エーザイ株式会社） 

（日本製薬医学会理事） 

 

【開催概要】 
日時：2013 年 7 月 19 日（金） ～ 20 日（土） 
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会場： エーザイ株式会社 本社 東京都文京区小石川 4-6-10 Tel. 03-3817-3700 

       http://www.eisai.co.jp/company/headoffice.html 

（地下鉄丸ノ内線 茗荷谷駅下車徒歩 7分） 

学会ホームページ: http://japhmed.jp/soukai/20130719.html 

年次総会のご案内：http://japhmed.jp/20130719annualmeeting-v1.pdf 

 

   【プログラム（予定）】 

 

・基調講演又は教育講演    （調整中） 

・ベネフィットの評価のあり方 （リスクマネジメントプランを通じて） 

・資金透明性時代における企業のあり方 （製薬企業の役割） 

・メディカルアフェアーズと営業の協働 （Compliance の観点から） 

・Compassionate Use のあり方 

・iPS 細胞を用いた安全性評価のあり方 

・その他 

 
    お問い合わせ＆事務局： 

      一般財団法人日本製薬医学会（JAPhMed）事務局 

      株式会社レ・ミゼラ内 （浅海） 

      E-mail： zymukyoku@japhmed.org 

 

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

MA（Medical Affairs）部会： 第 6 回製薬医学セミナー報告 

「製薬企業主催の研究会・セミナーはなくなるのか？」 

 

2012 年 11 月 27 日に MA 部会主催の第 6 回製薬医学セミナー「製薬企業主催の研究会・セミナーはなくなるの

か？」が、アストラゼネカ社東京オフィス会議室で開催されました。 

まず、北海道大学地域医療指導医支援センター/ 卒後臨床研修センターの宮田 靖志 先生が「日常臨床、医学教育

における利益相反を考える」と題して講演され、利益相反の概念に関する説明をはじめとして臨床現場、教育現場

における利益相反の問題点をお話しされました。続いて、独立行政法人放射線医学総合研究所 栗原 千絵子 先生

が製薬企業主催の医薬品の研究会・セミナーの今後の動向に関して講演され、今後は企業主催セミナーの割合は一

旦増えた後に減少傾向となるが、「なくなる」ことは当分ないだろうと話されました。ご講演の後、活発な質疑応答

が行われ、本テーマに関する聴衆の関心の高さがうかがわれました。 

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

医学安全性（Medical Safety）部会  チーム１ (MS１) ：活動報告、ならびに本年の活動予定 

 

開発段階での safety を考えることを主眼に、非臨床をバックグラウンドとするメンバーの参加を得て活動を行い

ました。2012 年 JAPhMed 年次大会では「非臨床から学ぶもの」というテーマでのパネルディスカッションを企画・

実行し、非臨床の専門家、病院の薬剤部の先生の参加も得て議論を行いました。一方、メンバーが日本毒性学会、

八ヶ岳フォーラム等、非臨床系の学会に積極的に参加し、非臨床と臨床との接点をめぐる議論を継続的に行いまし

た。2013 年も継続して非臨床のメンバーの協力を得ながら議論を深めて行く予定で、JAPhMed 年次大会では iPS/ES

細胞を取り巻く議論を企画しています。 

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

医学安全性(Medical Safety)部会 チーム２ (MS2) 
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MS2 部会では月１回の Face to Face 定例会を通じ、ファーマコビジランスの重要性の医療現場やアカデミアへの

教育や医薬品リスクマネジメントのあり方について活発に議論している。 

代表的な例として、2012 年 JAPhMed 年次大会では、MS2 主催の企画として「データベースの安全性における利用

法」「リスクコミュニケーションのあり方」の２セッションを設け、さらには他学会とも積極的に連携し日本臨床腫

瘍学会では「抗がん剤を安全に使用するには？ ―新薬はどんな医師が処方するべきか―」を、レギュラトリーサ

イエンス学会では「医療現場へ還元できる科学的な製造販売後調査」と題して産官学で医薬品リスクマネジメント

のあり方について活発に議論した。 

新たな試みとして、徳島文理大学薬学部と連携し e-ラーニング「副作用診断教育プログラム」を通じて薬剤師へ

副作用についての教育を、また鈴鹿医療科学大学薬学部では MS2 部会員が薬学生に対してファーマコビジランス・

リスクマネジメントについて教育した。引き続きこのような機会を通じて医療現場やアカデミアへファーマコビジ

ランスの重要性について啓発していく。 

2013 年も JAPhMed 年次大会にてセッション「リスクマネジメントに必要な人材とは」、またレギュラトリーサイエ

ンス学会では「イノベーションの時代を担う医薬プロフェッショナルの人材育成」を企画し、人材育成の必要性を

産官学交えて議論する予定である。また、「CRC と臨床試験のあり方を考える会議」にも参加し、CRC へのファーマ

コビジランスの教育にも取り組んでいく予定である。 

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

キャリア・デベロップメント・セミナーのシリーズ企画開始のお知らせ 

 

製薬医学の普及啓発とともに、製薬医学を実践する専門家の育成や登用は日本製薬医学会のビジョン・ミッショ

ンに掲げるとおりですが、残念ながら実際の採用段階では十分なマッチングが実現していないのが現状です。これ

に対して当学会では、既に会員メールで配信のとおり製薬企業数社からスピーカーを招いてキャリア・デベロップ

メント・セミナーを実施し、製薬医学専門医（専門家）のキャリアパスの紹介や企業の期待する人材像などについ

て意見交換の場を何度か設けてきました。今後はこれをシリーズとして発展させるべく、近日中にメンバー登録や

開催スケジュール等、具体的なアクションについて策定し、この Newsletter にて紹介していきますので、ご意見や

要望のある方々はメール件名「キャリア・セミナーに関する問い合わせ」にて事務局（E-mail： 

zymukyoku@japhmed.org）までメール送信をお願いします。 

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

広報委員会より  

 
広報委員会では学会員の皆様の活動ならびに製薬医学に関連する学術活動をご紹介して参ります。会員の皆様か

らの情報提供をよろしくお願い申し上げます（E-mail： zymukyoku@japhmed.org）。次号発行予定は 6月です。  

 

新入会会員情報は、これまで医師以外は閲覧不能でしたが、２月より全会員が閲覧可能となりました。 

 

日本製薬医学会では、Facebook での情報発信・更新を予定しております。フォローを宜しくお願い申し上げます。 

Facebook JAPhMed homepage 

https://www.facebook.com/japhmed  

-------------------------------------------------------- 
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＜事務局よりご連絡＞ 

 

◆会費納入のお願い  

近日中にご登録の住所へ 2013 年度(2013 年 4 月～2014 年 3 月)分の年会費ご請求書を発行、送付申し上げます。 

本ご入金の締め切りは 2013 年 6 月 10 日(月)となっております。会員様におかれましてはご多用の中お手数をお

かけすることと存じますが、何卒ご対応くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

 [ 2013 年度 年会費金額 ] 

    カテゴリー1(カテゴリー2  3 に当てはまらない者) 20,000 円 

    カテゴリー2(行政機関に勤務する職員で、企業との契約の無い者) 5,000 円 

    カテゴリー3(大学、国立・地方自治体立の病院・研究所の職員で、企業などに所属しない者、または企業と顧

問契約などを有しない者) 5,000 円 

 

  ※カテゴリー1 に属す医師でない方を対象に設定されておりました暫定期間は 2012 年度を持ちまして終了とな

ります。年会費額が変動しますので、何卒ご留意ください。 

 

◆会員情報確認のお願い 

春を間近に控え、ご所属が変わられる先生方もおられるかと存じます。 

今一度、ご登録の会員情報が最新のものであるか、ご確認をいただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。 

尚、パスワードが不明になってしまった場合には、お気軽に事務局までお問合せください（E-mail： 

zymukyoku@japhmed.org）。 

また、メール並びに郵便が届かない等連絡の取れない場合には、自動退会の扱いとなってしまいますこと、何卒

ご了承ください。 

  

 =========================================== 

★JAPhMed カレンダー: Upcoming Event 
 

■2013/2/28 （木） 

  東大医科研・先端研 GCOE 医科学教育セミナー第６回疾患医科学ミニシンポジウム 

  会場：東京大学医科学研究所大講堂 

  http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/events/gakuyukai/archive/post_425.php 

■2013/3/16 （土） 

  「FDA の正体 上・下巻」刊行記念シンポジウム 

  会場：秋葉原 UDX 

  http://www.shinoharashinsha.co.jp/fda2013.pdf 

■2013/6/17-19 （月-水） 

  第 40 回日本毒性学会学術年会 

  会場：幕張メッセ 国際会議場 

  http://www.jsot.gr.jp/activity/index.html 
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■2013/7/19-20 （金-土） 

  日本製薬医学会 2013 年度年次大会 

  会場：エーザイ株式会社 本社 

  http://japhmed.jp/soukai/20130719.html 

■2013/9/6-7 （金-土） 

  第 3 回レギュラトリーサイエンス学会学術大会 

  会場：一橋大学一橋講堂 

  http:// www.srsm.or.jp/generalmeeting.html 

■2013/11/16-17 （土-日） 

  日本薬剤疫学会 第 19 回学術総会 

  会場：東京大学伊藤国際学術研究センター 

  http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/hamada/jspe2013/ 

■2013/12/4-6 （水-金） 

  第 34 回日本臨床薬理学会学術総会 2013 年度年次大会 

  会場：東京国際フォーラム 

  http:// www2.convention.co.jp/34jscpt/ 

 

========================================== 

Message from the Chairperson 
Chairperson, JAPhMed 
Kyoko Imamura, MD PhD 
 

Year 2012 ended with dramatic change in the political scene after the elections and the great news of 

Professor Yamanaka of Kyoto University winning the Nobel Prize. For JAPhMed, 2013 should be memorable 

for the initiation of education in pharmaceutical medicine in Japan, a long time hope of our organization. 

As shown in our vision and missions, promotion of pharmaceutical medicine and talent development are our 

organizational raison d’etre. Although we initially hoped to develop a course at university as is done in other 

IFAPP (International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians）member nations, it was 

impossible due to social lack of awareness of this specialty. In accordance with recent focus on the activation of 

clinical trials and research, however, talent development received increasing attention and finally we are now 

able to open our course in compliance with PharmaTrain program. As PharmaTrain has been developed as an 

educational project in EU’s IMI (Innovative Medicines Initiative) based upon organizational effort by CEPM 

(Council for Education in Pharmaceutical Medicine) members of IFAPP, our program in Japan is significantly 

important as a national member of IFAPP. 

Needless to say, the primary objective of this course is to educate and train our members in pharmaceutical 

medicine (non-member can be accepted). If educated in a systematic manner, it will be easier to handle even 

when encountering unfamiliar tasks by overcoming lack or shortage of experience through knowledge and the 

human network acquired during the course. It will serve not only newcomers who need to learn the basics 

before taking a job but also for the experienced to review knowledge and complement matters throughout the 
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product lifecycle. 

Please refer further details in this newsletter, together with the brochure 

(http://japhmed.jp/BrochurePharmaceuticalMedicineCourse.pdf). 

 

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

≪ ≫Call for application: Course in Pharmaceutical Medicine  
 

Final guideline for application is announced in brochure (Japanese, 

(http://japhmed.jp/BrochurePharmaceuticalMedicineCourse.pdf), in which detailed information is available 

regarding the entry to this course. 

Outlines are as shown below: 

 

(1) Entrance application submitted by JAPhMed members 

Primary target of this course is our members. 

Members hoping to enter this course can simply inform JAPhMed administration office of their intent of 

entrance. Once informed, administration office for this course will directly contact you to tell practical process. 

(In case if non-members want to enter this course, they should submit necessary information (graduate 

status of 6 years’ education in medicine or pharmaceutical science, 2+ years of experience related to 

pharmaceutical medicine, a letter of recommendation) to our administration office for review.) 

 

(2) Positioning of this course with academia 

The Center for Advanced Medical Engineering and Informatics, Osaka University (MEI center) and National 

Cerebral and Cardiovascular Center (NCCV) are jointly operating Clinical Research Professional (CRP) Course. 

Our course based on PharmaTrain syllabus and core curriculum is to be provided as the year-long program of 

this CRP course. 

JAPhMed is only promoting this year-long course and 2-year learning is strongly recommended, while one 

can separately take individual lecture as needed through Osaka University. 

 

(3) Lecture schedule 

The course is provided from Aug 31st, 2013 (Sat) to Mar 8th, 2014’ (Sat), mainly given on each Saturday (with 

occasional lectures on Friday). For actual schedule, please refer to Osaka University website 

(http://mei.osaka-u.ac.jp/) which will be updated in Mar 2013’. Each lecture is 90 minutes long, two lectures in 

the morning and two in the afternoon. Not only lectures but group discussion and presentation may be expected. 

If unable to attend the lecture, alternative tasks will need to be completed. 

 

(4) Pre/Post works, evaluation/examination 

There are six modules provided each year, and lecturers will introduce articles and references for pre and 

post lecture study. Also at the end of each module, an examination will be done to assess the learning outcomes. 

Based on these assessments, final evaluation will be made at the end of annual lectures. 

To apply for examination to be certified by JAPhMed board, taking this 2-year course is required. 
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From now on, only those who successfully completed 2-year course can apply for examination. 

 

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

Announcement: The 4th Annual Meeting of JAPhMed in Tokyo 2013 
 

 Next annual meeting will be held at Eisai Head office of Japan in Tokyo in July 19-20th 2013. For more 

information, please visit our web site at http://japhmed.jp/soukai/20130719.html. Please send e-mail to  

zymukyoku@japhmed.org   

 

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

Medical Affairs Committee: Report about The 6th JAPhMed seminar： 
 “Will pharmaceutical company-sponsored seminars last in the future?” 

 

 The 6th JAPhMed seminar was held on November 27, 2012 in Tokyo. Dr. Yasushi Miyata delivered a lecture 

entitled “COI at clinical practice and medical education” and Dr. Chieko Kurihara gave us a talk on the 

tendency of numbers of company-sponsored seminars in the future, followed by active discussions. 

 

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

Medical Safety Committee team 1 (MS1): Report and planning on the activity  

 

 In 2012, Medical Safety Team-1 continued collaboration with pre-clinical specialists and sponsored a panel 

discussion session “What physician should know from preclinical data”, inviting attendance of pre-clinical 

specialists and hospital pharmacists. Collaboration also took place at other scientific meetings such as the 

Japanese Society of Toxicology annual meeting. 

 

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

Medical Safety Committee team 2 (MS2): Report and planning on the activity  

 MS2 group has intensively discussed and implemented several sessions at Academic meetings on How to 

educate Pharmacovigilance / safety Risk management into Clinical fields and Academia.  In 2013, MS2 would 

continue to discuss further on these and implement academic meetings especially focusing on “How to develop 

the excellent talents in Pharmaceutical area”. 

 

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

Announcement of a series of career development seminars 

 As is listed in our organizational vision and mission, talent development in pharmaceutical medicine is 

among JAPhMed’s prioritized aims and objectives. However, matching people to the right job is not easy and 

there is a gap between those who are seeking to work in the professional and appropriate positions. As a joint 

effort with interested companies, JAPhMed is developing career seminars to provide opportunities for exchange 
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between both parties by introducing the role of pharmaceutical physicians (experts) and the expectations from 

different departments at companies. JAPhMed is planning to further develop this exercise as a series of regular 

seminars and will inform details (member registration, annual schedule, etc.) in future newsletters. Please feel 

free to e-mail your ideas and opinions to our administrative office. 

 

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

Public Relations Committee:  

 Scholarly activities by JAPhMed members and other related academic information on pharmaceutical 

medicine are available at our website (http://japhmed.jp).  We would really appreciate it if members provide 

relevant information by email at zymukyoku@japhmed.org. The next issue will be out in June 2013. 

 Browsing of information on new members is available to all JAPhMed members since Feb 2013.  

 We opened our official facebook page – please follow us if you are interested in our events.  

Facebook JAPhMed homepage 

https://www.facebook.com/japhmed/ 

 

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

Upcoming Event: 
 

■2013/2/28 （Thu） 

   GCOE The 6th Medical Science Mini-Symposium 

  At the Auditorium, the Institute of Medical Science, the University of Tokyo, Tokyo 

   http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/events/others/2176.pdf 

■2013/3/16 （Sat） 

   Symposium on “Inside the FDA” publication 

  At Akihabara UDX, Tokyo 

   http://www.shinoharashinsha.co.jp/fda2013.pdf 

■2013/6/17-19 （Mon-Wed） 

   The 40th Annual Meeting of The 33rd Annual Meeting of The Japanese Society of Toxicology 

  at the Makuhari Messe, Chiba 

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

■2013/7/19-20 （Fri-Sat） 

   The 4th Annual Congress of JAPhMed in Tokyo 2013 

  at Eisai,. Co., Ltd., Tokyo 

    http://japhmed.jp/soukai/20130719.html   

■2013/9/6-7 （Fri-Sat） 

  3rd Meeting of the Society for regulatory science of medical products 

  At Kanematsu auditorium of Hitotsubashi University, Tokyo 

    http:// www.srsm.or.jp/generalmeeting.html 

■2013/11/16-17 （Sat-Sun） 
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   19th Annual Meeting of Japanese Society for Pharmacoepidemiology 

   At Ito International Research Center of the University of Tokyo, Tokyo 

    http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/hamada/jspe2013 

■2013/12/4-6 （Wed-Fri） 

  The 34th Annual Meeting of The Japanaese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics 

  At Tokyo International Forum, Tokyo 

    http:// www2.convention.co.jp/34jscpt 

 

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

JAPhMed office 

http://japhmed.jp 

Les Misera Co. Ltd. 

member of the secretariat：Riye Asami 

E-mail： zymukyoku@japhmed.org  

Note: E-mail address has been changed to the above address since 22nd Aug 2012.  

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


