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プログラム概要

近年、第4次産業革命を背景に、医療用製品の研究開発やライフサイクルマネジメントの
分野においても、人工知能、ビックデータ、医療情報やゲノム情報の利用に代表されるよ
うな新しいアイデアや手法、技術の創造と活用により、我々の社会に新たな価値や大きな
変化を生み出す様々なイノベーションの取り組みが始まっています。
イノベーションには破壊的イノベーションとよばれる、これまでの既存慣習や手法を劇的に
変化させるものと、一方で持続的イノベーションとよばれる、既存路線の延長上にあり様
々な技術革新を用いた製品やサービスの向上をもたらすものに大別されますが、重要なこ
とは、様々なイノベーションを支える最新の技術や取り組みを積極的に学び、私たちが現
在行っている業務が将来的にどのように変わっていくのかを常に考え、新しい変化に対応
するスキルとマインドセットを醸成していくことです。同時に、イノベーションによってもた
らされる新たな価値や変化が、本当に患者さんや人々の健康と福祉の向上に役立つもの
であるのか？それぞれのステークホルダーが今一度、原点に戻って一緒に考える必要があ
るのではないでしょうか。
第17回日本年会では、“イノベーションの先にあるもの”をテーマに掲げ、産官学に患者さん
も含めた各ステークホルダーが最新の技術や取り組みについて学び、かつその目指すべき
ものについて原点に立ち返って議論を行うことで共通の目的を再認識し、更なる価値のあ
るイノベーションの発展につなげていく機会を提供したいと考えています。
本年は、COVID-19の影響を受け、Web開催に変更になります。講演形式は以下の3パター
ンを予定しています。
①On-demand：講演（およびパネルディスカッション）を事前録画し、開催日の1週間前か
ら2か月間いつでも視聴可能とします。
②Semi-Live：事前録画した講演をOn-demandで視聴し、パネルディスカッション（Q&A
も含む）のみをライブで行います。
③ Live：セッションをライブで放映します。
新たなプログラムは9月中旬に公開を予定しています。
（現在、公開しているプログラムは
Web開催を前に決定したものです。発表時間等は変更になりますが、講演内容の変更は
ありませんのでご参照ください） 皆さまの積極的な参加をお待ちしております！
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2020年11月8日(日)-10日(火) Web開催（Zoom）

◆ 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。
また、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、種々の特典が得られます。
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

DIA Japan 使用欄

非会員の方及び会員資格が失効している方で、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。
＊
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
ている方及び非会員の方は、ぜひこの機会にご登録ください。
＊＊ 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。

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

Date

￥17,500 （税抜） ￥19,250 （税込）

No.

￥31,500 （税抜） ￥34,650 （税込）

受領書
送付

￥12,000 （税抜） ￥13,200 （税込）

②参加費

Invoice

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。
＊若手割引でのお申込みは、専用の申込書をご使用下さい。

*超早期割引（9月8日まで）
一般

*早期割引（9月9日から10月8日まで）

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

¥76,000 （税抜）
¥80,000 （税抜）

¥83,600 （税込）

入金

¥88,000 （税込）

* 参加のキャンセルは、お申し込み受理後、2020年
10月12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・
会員
*早期割引（10月8日まで）
¥27,000 （税抜） ¥29,700 （税込）
政府
非会員とも10,000円、学生については1,000円を
非営利団体 10月9日以降
¥32,000 （税抜） ¥35,200 （税込）
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。
¥15,000 （税抜） ¥16,500 （税込）
大学関係 *早期割引（10月8日まで）
同一会社からの参加変更は可能ですが、その際
医療従事者 10月9日以降
¥19,000 （税抜） ¥20,900 （税込）
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
一般
¥105,500 （税抜） ¥116,050 （税込）
で、非会員としての参加費を申し受ける場合があ
非会員 政府・非営利団体
¥49,500 （税抜） ¥54,450 （税込）
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
大学関係・医療従事者
¥31,000 （税抜） ¥34,100 （税込）
願います。
③合計金額（①＋②）
：				
合計
円 * 本年会では、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映像・写真を撮影す
※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。
ることがあります。本年会の参加者は、DIAが記
録した映像・写真等について、DIAの宣伝資料、
学生
年会全体への参加
q
￥4,000 （税抜）
￥4,400 （税込）
出版物及びインターネット等への掲載その他一
（企業/団体に籍をおいて
切の利用に係る権利（肖像権、パブリシティ権等
（税抜）
（税込）
スチューデン
トセッシ
ョンのみ参加
q
￥1,600
￥1,760
いる方は対象外）
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
<注意>
します。
1) 学生の参加につきましては、事前申込制とさせていただきます。10月23日
（金）
までにFAXもしくはメールにて
* DIA主催の会議には、必ず登録者ご本人にご参加
お申し込みください。なお、学生証の提示をお願いする場合がございます。
ご了承ください。
いただくよう、お願いしております。
2) 学生で年会全体への参加登録をされる方は、11月8日
（日）に行うスチューデントセッションへの参加の有無につい
て以下に印を入れてください。
qスチューデントセッションに参加する qスチューデントセッションに参加しない
10月9日以降

¥88,000 （税抜）

¥96,800 （税込）

◆ 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ください。
□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および会社名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

【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Web会議では、
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情報を利用し、開催期間及び開催後2週間程度、参加者、関係者、展示企業とのネットワーキングに活用いたします。本申込書の提出を
もって以上の個人情報のお取扱いに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。

YOUNG
PROFESSIONAL

会議参加申込書 若手割引専用

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17回 DIA日本年会 2020

[カンファレンスID #20303]

2020年11月8日(日)-10日(火) Web会議（Zoom）

◆ 参加申込方法

本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。
また、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、種々の特典が得られます。
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。本会議の参加申し込みは日本年会当日も受け付けています。

①年会費

DIA Japan 使用欄 (K08)

非会員の方及び会員資格が失効している方で、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。
＊ 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
が失効している方及び非会員の方は、ぜひこの機会にご登録ください。
Membership
（有効期間：1年間）

q
q

2-Year Membership
（有効期間：2年間/10%割引）

￥17,500 （税抜）

￥19,250 （税込）

￥31,500 （税抜）

￥34,650 （税込）

Date

No.
受領書
送付

②若手割引参加費
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。
若手割引は申込時点で35歳以下の方が対象となります。下欄に生年月日をご記載下さい。
*超早期割引（9月8日まで）
会員

一般

非会員

一般

*早期割引（9月9日から10月8日まで）
10月9日以降

¥83,600（税込）

¥66,000 （税込）

q
q
q
q

¥88,000（税込）

¥96,800（税込）

¥116,050（税込）

③合計金額（①＋②）
：				

Invoice

若手割引

通常

入金

¥69,300 （税込）
¥77,000 （税込）
¥92,400 （税込）

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。

生年月日
（必須）
西暦

年

月

日

なお、当日受付にて身分証を確認させていただく場合がございます。
ご了承ください。

◆ 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ください。
□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および会社名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、2020年10月12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。
* 本年会では、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映像・写真を撮影することがあります。本年会の参加者は、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。
【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Web会議では、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情報を利用し、開催期間及び開催後2週間程度、参加者、関係者、展示企業とのネットワーキングに活用いたします。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。

