第9回 DIAプロジェクトマネジメント・トレーニングコース
「PMの国際標準を学び、
グローバルとローカルに活かす！」
2019年5月16日(木)～17日(金)
日本橋ライフサイエンスビルディング 201会議室
本トレーニングコースは、医薬品開発全般におけるPM業務の基本的な講座です。

極めて不確実性の高い医薬品研究開発を効率的かつ効果的に進めていくために、
プロジェクトマネジ

メント
（PM）の概念が製薬企業にも必要であるとの認識は広まってきましたが、その手法や考え方に
関しては、各社様々あり、一定のコンセンサスを得る状況にはありません。

一方で、十分なPMの知識・トレーニングがなされないまま、形だけ既存の組織への適合・適応を行うこ

とで、PM機能が十分発揮できなかった、むしろ非効率となり結果的にPMの導入に失敗したケースも
散見されています。更に各社独自の用語の適用や概念のカスタマイゼーションにより、
グローバル開

発や複数企業による共同研究開発において、様々な混乱やミスコミュニケーションをもたらしている
問題点も指摘されています。

本講座では、DIA米国のPM基本トレーニングプログラム資料を用い、製薬企業における研究開発PM

講師：

びます。
また、
日本発のPM（グローバルならびにローカルプロジェクト）について概括します。

東京大学医科学研究所

に深い経験と認定資格も持つ日本人講師から、
グローバルで基準となるPMの知識・技法の基本を学
本講座を受講することにより、

1) PMの基礎知識と技術を習得し、
プロジェクトを効果的に成功に導くことが出来るようになる
2)「コミュニケーション」
「リスクマネジメント」
「プロジェクトチーム運営」について、理論的
ならびに実践的な技術を身につけ、効果的なプロジェクトチーム運営が可能になる

ことが期待されます。

本講座の受講生が、
プロジェクトマネジメント知識を通じ、
日本のみならず世界の医薬品研究開発の
促進、中心リーダーとして活躍していくことを期待しています。

プログラム

2019年5月16日
（木）

9:30-10:00
10:00-10:45

2日目

2019年5月17日
（金）

受付

9:30-9:45

1日目の振り返り

オープニング

9:45-10:30

SESSION 5

開校式及び講師、参加者紹介

効果的なチーム運営について

10:45-12:00

10:30-10:40

ショートブレイク

プロジェクトマネジメントのフレームワーク

10:40-12:10

SESSION 6

12:00-13:00

ランチブレイク

プロジェクトリスクマネジメント

13:00-14:00

SESSION 2

SESSION 1

12:10-13:10

ランチブレイク

“Initiation” - プロジェクトマネジメント基本プロセス①

13:10-15:10

SESSION 7

14:00-16:00

“Execution and Control” - プロジェクトマネジメント基

SESSION 3

本プロセス③&④

“Planning” - プロジェクトマネジメント基本プロセス②

(途中10分間の休憩が入ります）

16:00-16:15

ショートブレイク

15:10-15:50

16:15-17:30

SESSION 4

SESSION 8

“Project Closing” - プロジェクトマネジメント基本プロ
セス⑤

プロジェクトマネジメントにおけるコミュニケーション

15:50-16:50

17:40

質疑応答

情報交換会

本トレーニングコースは定員となり次第受付終了
いたします。予めご了承の程、お願い申し上げます。

16:50-17:05

SESSION 9
SESSION 10

まとめ
17:05

Nihonbashi Life Science Building 6F,
2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-ku Tokyo
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CONTINUING EDUCATION
DIA has been reviewed and
approved as a provider of project
management training by the
Project Management Institute (PMI).
This program offers a maximum of 12.5 professional development
units(PDUs). PMI #: 2166EZUGWY
The PMI® Registered Education Provider logo is a registered mark
of the Project Management Institute, Inc.
If you would like to receive a statement of credit, you must attend
the program, sign in at the DIA registration desk each day of the
meeting, and complete the online credit request process through
My Transcript. To access My Transcript:Visit HYPERLINK “http://
www.diaglobal.org” DIAglobal.org, select “Sign in” and you will be
prompted for your user ID and password
·Select the Welcome Menu in the upper right hand corner (where
your name appears)
·Select My Account from the menu
·Select the blue “My Transcript” button followed by “Credit Request”
to process your credit request for the course My Transcript will be
available for credit requests on Monday June 3, 2019.
Disclosure Policy : It is DIA’s policy that anyone in a position to control
the content of a continuing education activity must disclose to the
program audience (1) any real or apparent conflict(s) of interest
related to the content of their presentation and/or the educational
activity, and (2) discussions of unlabeled or unapproved uses of
drugs or medical devices. Disclosure statements will be included in
the activity materials.
Unless otherwise disclosed, DIA acknowledges that the statements
made by faculty are their own opinion and not necessarily that of
the organization they represent, or that of the DIA.
Faculty and agenda are subject to change without notice.
Recording of any DIA training material in any type of media, is
prohibited without prior written consent from DIA

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.

DIAglobal.org

会議参加申込書
一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン

Fax:03-3278-1313

〒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

第9回DIA プロジェクトマネジメント・トレーニングコース

[カンファレンスID #19352]

2019年5月16日～17日 ｜日本橋ライフサイエンスビルディング2F
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-11

◆ 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。

◆ 年会費及び参加費
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、ぜひこの機会にぜひご登録ください。

DIA Japan 使用欄

＊＊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。

Membership（有効期間：1年間）
2-Year Membership（有効期間：2年間/10%割引）
Academia Membership ＊＊（対象：大学関係・医療従事者、有効期間：1年間）

q
q
q

￥17,500 (税抜)

￥18,900 (税込)

￥31,500 (税抜)

￥34,020 (税込)

￥12,000 (税抜)

￥12,960 (税込)

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。＊価格は全て税込みです
早期割引 2019年4月25日ま でのお申込み

q

￥59,000 (税抜)

￥63,720 (税込)

2019年4月26日以降のお申込み

q

￥65,000 (税抜)

￥70,200 (税込)

早期割引 2019年4月25日までのお申込み

q

￥22,500 (税抜)

￥24,300 (税込)

2019年4月26日以降のお申込み

q

￥25,000 (税抜)

￥27,000 (税込)

一般

q

￥82,500 (税抜)

￥89,100 (税込)

政府関係 ／ 非営利団体

q

￥40,000 (税抜)

￥43,200 (税込)

大学関係／医療従事者

q

￥37,000 (税抜)

￥39,960 (税込)

一般

会員

非会員

政府関係
非営利団体
大学関係
医療従事者

③合計金額（①＋②）
：

合計

Date

No.
受領書
送付

Invoice

入金

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。

[支払方法] □銀行振込 請求書を送付しますので、その案内に従って振込手続きを行って下さい。
□クレジットカード 使用可能クレジットカード（どちらか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もしく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 )q Dr.

Job Title

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5月9日までは手数料として一般会員・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。
また当日は、
ご参加いただく皆様の会社名または組織名とご氏名を記載した
リストを参加者・講師・関係者（プログラム委員）に限り配布いたします。本申込書の提出をもって以上の個人情報のお取扱いご同意いただいたものと解釈いたしますが、
ご同意いただけない場合はDIA Japanまで
ご連絡ください。

