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OVERVIEW
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New DIA Asia International Conference
DIA has held the DIA Asia New Drug Conference over 12 years in Japan, but this time,
with the introduction of the new ICH framework, we will start a new conference series
called “DIA Asia International Conference”. It has been decided to hold it under the
cooperation of the various Asian countries; the first one is to be held in Tokyo and future
ones will be held in other Asian counties in turn. In this conference, we will provide not
only a program suitable for the new ICH scheme, but also a useful information exchange
forum for the drug development in the new ara. New regulatory trends in various Asian
countries will also be shared and provide an opportunity to discuss how counties in Asia
can collaborate and provide breakthrough solutions for the patients.
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Asia, the most important emerging region in the world

In-Jin Jang, MD, PhD

Asia has a huge population that accounts for 60% of the world, and economic growth is
prominent, attracting global attention. Many countries has characteristic aging populations,
and the increased medical needs have become similar to other developped regions. Asian
countries are similar in many ways, such as culture, behavioral/language characteristics,
ethnic factors, etc. In order to discuss common issues under such circumstances, forum
where Asian people get together to share opinions would be very useful. On the other hand,
the proportion of new products derived from Asia among medicines around the world, is
still small, and the proportion of Asians in the clinical trials conducted worldwide is small, so
that the Asia is expected to play a more important role in the global drug development in
the future.
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Asia, the future, changing with ICH

Junko Sato, PhD

This year, the ICH has determined to allow multiple Asian regulators to join ICH as official
members, drastically changing from 3 originating regions of the US, EU and Japan. These
countries are all moving to a new era when they can introduce common pharmaceutical
regulations and discuss issues on the same foundation. To meet the unmet medical needs,
regulators are trying to accelerate the drug development, including the introduction of an
expedited review process. Asian academies/companies also change the methods using a
various new technologies to find a solution. It is becoming necessary to pay an effort to
understand both the cutting-edge science and technology and changes in medical needs,
flexibly responding to patient expectations.

PMDA

Crystal Wang

Chugai Pharma Taiwan Ltd.

PROGRAM SUPPORT
Hongyue Gang, MPharm
Novartis Pharma K.K.

We will be expecting your active participation!

WHO SHOULD ATTEND
The program will benefit those with the following interests:
• Clinical development

• Medical affairs and market • Regulatory affairs

• Academic organizations • Clinical study sites
• CROs and SMOs

• Regulatory agencies

Simultaneous Translation Available
Tabletop Exhibit Opportunities Available

DIA volunteers, members, and staff
provide a comprehensive catalogue
of conferences, workshops, training
courses, scientific publications, and
educational materials, throughout the
year, all around the world.
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For more information, contact DIA Japan
Tel: +81.3.6214.0574 | Fax: +81.3.3278.1313
Email: Japan@DIAglobal.org
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TRAVEL AND HOTEL

REGISTRATION FORM: Register online or forward to
DIA Japan, Nihonbashi Life Science Building 6F, 2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan

Hotel Sunroute Ariake is convenient accommodation adjacent to the
venue. To reserve, please contact Hotel Sunroute Ariake below.

tel +81.3.6214.0574 • fax +81.3.3278.1313

Address:
Telephone:
Email:
URL:

DIA Asia 2019 International Conference
Event #19302 • April 18-19, 2019 | TOC Ariake Convention Hall, Tokyo

3-6-6 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan
+81-(0)3-5530-3610 /  Fax: +81-(0)3-5530-3611
ariake_otoiawase@sunroute.jp
http://www.hotelsunrouteariake.jp/

Address: 3-5-7 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063

DIA will send participants a confirmation letter within 10 business days
after receipt of their registration.
Registration Fees: If DIA cannot verify your membership, you will be charged the
nonmember fee. Registration fee includes refreshment breaks and reception (if applicable), and will be accepted by mail, fax, or online.
Join DIA now to save on future meetings and to enjoy the benefits of
membership for a full year: DIAGlobal.org/Membership
q I DO want to be a DIA member
q I DO NOT want to be a DIA member

8% CONSUMPTION TAX INCLUDED
2 DAYS
Early Bird

¥43,200 q ¥43,200 q

¥69,120 q

¥47,560 q
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¥39,960 q
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(Until Mar 28, 2019)
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(CONFERENCE
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¥63,720 q
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Govnmnt, Early Bird
Non Profit, (Until Mar 28, 2019)
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Medicals On of After Mar 29,2019
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¥18,900 q

2-Year Membership

¥34,020 q
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(Academia, Medicals)**

¥12,960 q

DIA Terms and Conditions
CANCELLATION POLICY: On or before April 11, 2019
Administrative fee that will be withheld from refund amount:
Member or Nonmember = ¥20,000(2 days)/ ¥10,000(1 day)
Government/Academia/Nonprofit
(Member or Nonmember) = ¥10,000(2 days)/ ¥5,000(1 day)
Cancellations must be in writing and be received by the cancellation date
above. Registrants who do not cancel by that date and do not attend will
be responsible for the full registration fee paid.
Registrants are responsible for cancelling their own hotel and airline reservations. You may transfer your registration to a colleague at any time but
membership is not transferable. Please notify DIA of any such substitutions as soon as possible. Substitute registrants will be responsible for
nonmember fee, if applicable.
DIA does NOT allow registrants to pass name badges to others. DIA may
ask attendees to show identifications, if necessary.
DIA reserves the right to alter the venue, if necessary. If an event is cancelled, DIA is not responsible for any airfare, hotel or other costs incurred
by registrants.

EVENT STREAM AND RECORDING
If you attend a DIA event, we make video and audio recordings of events
(both face to face and online) that may include your participation in the
event, including your image, questions and comments. To view our full
photography and video recording policy, click the link below.
(https://www.DIAglobal.org/general/photography-policy)

PRIVACY STATEMENT
DIA respects the privacy of all of its members and customers. To view our
privacy policy, click->. (https://www.DIAglobal.org/about-us/privacy-policy)
You agree that your personal data will be transferred to DIA in the US.
The personal information provided when you register for an event will be
used to contact you with information about upcoming events, programs,
products and services of DIA. In addition, your name and organization
name will be listed in the Attendee List which will be distributed on site to
the participants of an event for which you have registered. By submitting
this information with a registration you are regarded as having agreed to
this handling of information, but if you do not agree, please contact DIA
Japan.
By signing below I confirm that I agree with DIA’s Terms and Conditions of
booking. These are available from the office or online by clicking below.
(https://www.diaglobal.org/General/Terms-and-Conditions?productIDs=7575682)

Early Bird Deadline: March 28, 2019
* To register for Academia Membership, please send this form to DIA Japan office
by fax or e-mail.
Please check the applicable category:

Signature

Date

PAYMENT OPTIONS

q Academia q Government q Industry q Medicals
q CSO (Contract research/service organization)
q Student (Call for registration information)

Register online at www.DIAglobal.org or check payment method.
q BANK TRANSFER:
You will receive an invoice with bank information detail by
Email after registration completion.
All local and overseas charges incurred for the bank transfer
must be borne by payer.
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M.I.

q CREDIT CARD (VISA, MasterCard or JCB only)
q VISA q MasterCard q JCB
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q Mr.
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/
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Card No.

Department

Company

Cardholder Name

Address (As required for postal delivery to your location)
Signature
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Zip/Postal

CONTACT INFORMATION

Contact the DIA Japan office in Tokyo for further information.
Tel: +81.3.6214.0574 | fax: +81.3.3278.1313
Email: Japan@DIAglobal.org
www.DIAjapan.org

Email Required for confirmation

Phone Number Required

Country

Fax Number

DIAアジア2019国際会議
- 新たなICHスキームにおけるコラボレーションと
ブレイクスルー 2019年4月18日
（木）-19日
（金）
TOC有明 | 東京
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プログラム概要
新しいDIA アジア国際会議
DIAでは、これまで12回に渡ってDIAアジア新薬会議を日本において開催して参りましたが、今
回、ICHの新枠組みの下、アジア諸国がより主体的に国際調和に向けた取り組みに参加できる
こととなったことに伴い、新しい会議シリーズDIAアジア国際会議として再出発し、アジア各
国の協力のもとに開催してゆくこととしました。最初の年は、DIAアジア2019国際会議として
東京で開催し、今後はアジア地域内で持ち回りでこのシリーズの会議を開催してゆく予定にし
ております。このDIAアジア国際会議では、ICH新時代にあったプログラムを提供するだけでな
く、今の時代に適合した開発に向けて有用な情報交換の場を提供します。アジア各国の規制
当局からの最新のアップデートもご報告頂き、今後各国が患者様へ革新的な医薬品を提供す
るために如何に協調して行くかの議論の場になればと期待しております。
アジア, 世界で最も重要な新興地域

俊介

アジアは世界の約60％を占める膨大な人口を有するとともに、急速な近代化により経済的成長は著し
く、新薬開発や市場において特に注目を集めています。また、各国は人口の高齢化が進み、疾病構造
も先進諸国と同様になってきています。さらにアジア諸国は文化、民族的要因、食習慣など数多くの点
で類似していると考えられ、また、アジアで多く見られる疾患もあることから、共通の課題を議論でき
る場は非常に有用です。一方で、世界中の医薬品の中でアジア発の新規開発品の占める割合はまだま
だ少なく、また世界中で行われている臨床試験の患者集団の中でのアジア人の占める割合は、わずか
数％にしか過ぎず、アジア地域が世界の医薬品開発でより重要な役割を果たすことが今以上に求めら
れていると言っていいでしょう。
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アジア、ICHで変わる未来
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本年、ICHの枠組みが日米欧の限られた３地域から、複数のアジア規制当局のICHメンバーとして加盟
が認められるなど、ICHは新時代を迎えるに至りました。ICHの目的である、安全で有効な医薬品をよ
り早く効率的に患者に届けるため、アジア諸国が同じ土台の上で共通の問題点を議論・解決すること
が出来る時代に変化しつつあります。近年アジア規制当局は、治療方針が確立していない疾患で苦し
んでいる患者さんのアンメットメディカルニーズを満たす為に、迅速審査プロセスの導入等、医薬品開
発加速化に向けた骨組みを整備しています。同じく、アジアのアカデミアや企業としても従来型の開発
手法から多種多様な新技術を用いた開発手法へと変化するにつれ、最先端のサイエンス、技術への理
解だけでなく、医療ニーズの変化の潮目を見定めて柔軟に自らの開発に活かし患者の期待に応える努
力が今こそ求められています。
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多くの皆様の参加をお待ちしています。

カン 洪月

参加対象者

ノバルティス ファーマ株式会社

このプログラムは下記に従事されている方に特に有益です。
•
•
•
•

臨床開発ご担当者     
・薬事ご担当者
治験現場でのご担当者
  ・CRO及びSMOご担当者
メディカルアフェアーズ                            ・マーケティングご担当者
アカデミアの方                                          ・行政の方

卓上展示申し込み受付中

日本語･英語間の同時通訳あり

詳細については、ディー・アイ・エー ジャパンまでお問い合わせください。
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-11  日本橋ライフサイエンスビルディング6F
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会議参加申込書
Fax:03-3278-1313

一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-11
日本橋ライフサイエンスビルディング6F          Tel: 03-6214-0574  

DIAアジア2019国際会議

[カンファレンスID

2019年4月18日
（木）~19日
（金）

TOC有明 コンベンションホール

#19302]

東京都江東区有明3丁目5番7号

◆ 参加申込方法

DIAウェブサイト(www.DIAglobal.org)よりお申し込み頂くか、
この申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメール添付Japan@DIAglobal.orgにてお申し込みください。
受理後、10営業日以内にEメールにて申込受領書を送付いたします。

◆ 参加費用 (該当するqにチェックしてください)

会員資格が失効している方および非会員の方は、会員登録(更新)することにより、会員価格にてご参加いただけます。会員資格はお支払いいただいてから翌年同月末まで
１年間有効です。DIA各種機関紙の入手、DIAウェブサイトの会員専用ページへのアクセス等、種々の特典も得られます。不明な点がございましたら、ディー・アイ・エー・ジャ
パンまでお問い合わせください。

①年会費 現在会員でない方で、会員登録をされる場合は希望する年会費の欄に印を入れてください。
* 参加費の早期割引価格は現会員の方または会員登録と同時にお申し込みされる方のみに適用されます。会員資格が失効している方および非会員の方は、この機会に是非
ご登録ください。
＊＊アカデミア会員資格にお申し込みの方は、本申込書をディー・アイ・エー・ジャパンまでFAXもしくはメールにてお送りください。
DIA Japan 使用欄
q ￥18,900 (税込)
Membership（有効期間：1年間）
Date
q ￥34,020 (税込)
2-Year Membership（有効期間：2年間/10%割引）

q

Academia Membership ＊＊（対象：大学関係・医療従事者、有効期間：1年間）

￥12,960 (税込)

No.

②参加費 所属カテゴリーと会員資格の有無により異なりますので、該当欄に印を入れてください。
Day 1のみ
(ICH day)

2日間のご参加

一般
会員

政府関係/非営
利団体/大学/医
療従事者

非会員

受領書
送付

Day 2 のみ
(Asia Conference Day)

早期割引*:2019年3月28日までのお申込み

q

￥63,720 (税込)

q

￥43,200 (税込)

q

￥43,200 (税込)

2019年3月29日以降のお申込み

q

￥69,120 (税込)

q

￥47,520 (税込)

q

￥47,520 (税込)

早期割引*:2019年3月28日までのお申込み

q

￥24,300 (税込)

q

￥16,200 (税込)

q

￥16,200 (税込)

2019年3月29日以降のお申込み

q

￥27,000 (税込)

q

￥18,360 (税込)

q

￥18,360 (税込)

一般

q

￥88,020 (税込)

q

￥61,560 (税込)

q

￥61,560 (税込)

政府関係／非営利団体

q

￥45,900 (税込)

q

￥31,320 (税込)

q

￥31,320 (税込)

大学関係／医療従事者

q

￥39,960 (税込)

q

￥27,000 (税込)

q

￥27,000 (税込)

Invoice
入金

＊＊＊1日目のみ・2日目のみのお申し込みは、FAXもしくはメールのみで承ります。本申込書をディー・アイ・エー・ジャパンまでお送りください。

③合計金額（①＋②）
：

合計

円

＊最終確定金額はDIA Japanからお送りする受領書メールにてご確認下さい。

◆ お支払方法

ご希望の支払方法にチェックを入れてください。

□ 銀行振込 請求書を送付しますので、その案内に従って振り込み手続きを行ってください。
□ クレジットカード 使用可能クレジットカード（いずれか1つにチェック） □VISA  □MasterCard  □JCB
カード有効期限(mm/yy)     

カード番号     

カードご名義    

ご署名     

ご入金の際は、
ご依頼人の欄に必ず参加者名または請求書番号を記載してください。同一会社で複数名の参加費を同時に振り込まれる場合は、書面
にて参加者名と振込日をディー・アイ・エー・ジャパンまでお知らせください。振込に関する手数料は、振込人負担でお願いいたします。

アルファベット(英語)でご記入ください

Last Name ( 姓 )

Job Title

q Dr.

q Mr.

q Ms.

First name ( 名 )			

Company		

Department

Address						City		

State		

Zip/Postal		

Email ( 必須 )						Phone Number ( 必須 )			

Country

Fax Number

* 参加のキャンセルは、お申し込み受理後、2019年4月11日までは手数料として、２日間の場合、一般会員・非会員とも20,000円、政府/大学関係者については会員・非会員とも10,000
円、何れか一日の場合は、一般会員・非会員とも10,000円、政府/大学関係者については会員・非会員とも5,000円を申し受けます。それ以降のキャンセルについては参加費全額を
申し受けますのでご注意ください。同一会社からの参加変更は可能ですが、
その際はお早めにディー・アイ・エー・ジャパンまでお知らせください（会員資格の譲渡はできませんので、
非会員としての参加費を申し受ける場合があります）。参加をキャンセルされる際には、必ず書面にてディー・アイ・エー・ジャパンまでご連絡願います。会場は変更される場合があり
ますので予めご了承ください。
* DIA主催の会議には、必ず登録者ご本人にご参加いただくよう、お願いしております。ネームバッジの貸し借りはご遠慮ください。必要に応じて、会場にてスタッフが本人確認をさせ
ていただく場合がございます。
* 本会議では、DIAの宣伝活動に使用する目的で、開催期間中に参加者を含む会場内の映像・写真を撮影することがあります。本会議の参加者は、DIAが記録した映像・写真等につ
いて、DIAの宣伝資料、出版物及びインターネット等への掲載その他一切の利用に係る権利（肖像権、パブリシティ権等を含みます）はDIAに帰属することを認め、DIAが無償で任意
に利用できることを許諾するものとします。
【DIAが取り扱う個人情報について】お申し込みいただいた個人情報はDIAからの会議案内送付等の目的に使用させていただきます。

