DIA Global Oncology Development 2021
～オンコロジー開発のゲームチェンジャーを目指して～
2021年1月21日(木）
、22日(金) 8:00-11:00、16:00-19:00
Web 開催 (Zoom Webinar)
プログラム概要
2020年に引き続き、オンコロジー領域における最新の臨床開発を
共有し議論するためのプラットフォームであるDIA Global Oncology Development 2021 Workshopを開催します。前回と同じく、
山本昇先生（国立がんセンター中央病院）、土井俊彦先生（国立が
ん研究センター東病院）が共同座長です。今回は日本の企業・規制
当局・アカデミアからの講演者やパネリストに加え、ASCO会長の
Dr.Howard Burrisをはじめとした、海外からのキーオピニオンリー
ダーもご登壇くださいます。Dr. Howard Burrisからは、オンコロジ
ー領域での医薬品開発を加速させるために私達はチームとしてど
のように「団結して征服する」
ことができるのかという視点でご講演
頂く予定です。
これは私たちへの非常に強力なメッセージであり、
こ
のワークショップの目的そのものです。今ある課題や私たちの意見
を集め、境界を越えてつながり、患者さんのために話し合う場を提
供致します。
希少疾病用医薬品の開発、COVID-19後の治験モデル、国際共同第
1相試験の実施上の課題と今後の方向性、今後のオンコロジー開発
と医療への貢献、国際共同開発におけるアジアと日本の役割、など、
今後のオンコロジー開発の課題と期待に焦点を当てて議論したい
と考えています。
今回はWeb開催及び変則的なタイムテーブルとなります。ライブで
の質疑応答、同時通訳もご用意し、通常の会場開催と同様に充実し
たワークショップとなるよう進めて参ります。
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なお、時差の関係から全てのセッションに参加が難しい地域にお住
まいの方にはスペシャルプライスの設定もございます。(海外からの
参加者は、英語のRegistration Formでお申込みください。）
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多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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日本語・英語間の同時通訳あり

昭和大学病院

佐々木

哲哉

Virtual展示申込受付中

詳細については、下記までお問い合わせください。
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1日目｜2021年1月21日(木）
8:00–8:30

開会の挨拶

一般社団法人 ディー・アイ・エー・ジャパン

西條

一

プログラム委員長 / 国立研究開発法人 国立がん研究センタ
ー東病院

土井

俊彦

8:30–11:00

Rare Disease

座長

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

土井

俊彦

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院

山本

昇

George D. Demetri

Treatment Development for Rare Cancers in Japan
国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院

盛彦

TransCelerateの提案：Modernizing Clinical Trial
Conduct
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

矢部

一美

臨床試験に対するCOVID-19の影響 ~CROの立場から~
シミック株式会社

長岐

大

Clinical Trial Model in Post COVID-19
-Site Perspectives国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

恭利

COVID状況下での臨床試験を経験して ～韓国施設のCRC
の立場から～
Asan Medical Center

Elisabet Kim

17:３0–17:40

ブレイク

一般社団法人日本希少がん患者会ネットワーク /
NPO法人脳腫瘍ネットワーク

Laureline Gatellier

1１:00–16:00

17:40-19:00 Part 2: Panel Discussion

Future Clinical Trial Model
座長

パネルディスカッション
本セッションのスピーカー、並びに

ブレイク

16:00–19:00 Post COVID-19の臨床試験モデル

第一三共株式会社

石橋

寿子

ノバルティスファーマ株式会社

関根

恵理

パネルディスカッション
Part1のスピーカー、並びに
日本製薬工業協会

森

和彦

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

大澤

座長

第一三共株式会社

石橋

Mark Scullion

建一

Sakigake of Cancer Genomic Medicine ~ Entrectinib~
中外製薬株式会社

林

Recasting the Model in a Post-COVID World
Novartis Pharma

久保木

Lessons from Rare Cancers to Accelerate Therapeutic
Development Globally
Dana Farber

中村

16:00-17:30 Part 1: Future Clinical Trial Model

寿子

智子

がん研有明病院

山崎

真澄

ノバルティスファーマ株式会社

関根

恵理

DIAのプログラム にて発表される内容は発表者本人の見解であり、所属す
る組織あるいはDIAのものとは限りません。
プログラム及び講演者は予告なく変更される場合があります。
書面による事前の合意なく、DIAのプログラムの情報を録音もしくは撮影す
ることは、いかなる形態であっても禁止されています。
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2日目｜2021年1月22日(金）
8:00-8:15

11:00–16:00

ブレイク

Barbara Lopez Kunz

16:00–18:50

総合討論

8:15–9:15

座長

Global Chief Executive’s Address

DIA

特別講演

第一三共株式会社

座長

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

藤原

康弘

Howard A. Burris

9:30–11:00

宏暢

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

佐藤

Unite and Conquer: Accelerating Drug Development
as a Team
ASCO前会長

9:15–9:30

齋藤

淳子

Global Oncology Development ~ Industry
Management’s Perspectives ~
第一三共株式会社

中山

ブレイク

讓治

Future Perspectives of Global Oncology Product
Creation

Global Phase 1 について

エーザイ株式会社

大和
座長

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

土井

俊彦

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院

山本

昇

隆志

Oncology Drug Development and Regulatory
Evolution in the Era of Precision Medicine in Japan
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

藤原

康弘

パネルディスカッション
本セッションのスピーカー、並びに

Global Phase I Studies – Looking from Both Sides
– the Academic and CRO Perspectives

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

Nashville Sarah Cannon Research Institute

日本製薬工業協会

Johanna Bendell

森

First-in-Human Phase 1 Studies in Oncology: The New
Challenge for Asian Investigational Sites

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
清水 俊雄
Global Phase I の経験から得たもの

第一三共株式会社

西岡

～成長と課題～

諭史

Global Phase 1 from the Points of Japan Affiliate of US
based Company
MSD株式会社

高見

朋子

土井

俊彦

和彦

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院

山本

昇

18:50–19:00 閉会の挨拶
DIA日本諮問委員会議長 / プログラムアドバイザー /
第一三共株式会社

齋藤

宏暢

会議参加申込書
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

Fax:03-3278-1313

DIA Global Oncology Development 2021

[カンファレンスID #21318]

2021年1月21日(木）、22日（金）｜Web 開催（Zoom Webinar）
◆ 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、ぜひこの機会にぜひご登録ください。
＊＊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）

q

￥17,500 (税抜)

￥19,250 (税込)

2-Year Membership（有効期間：2年間/10%割引）

q

￥31,500 (税抜)

￥34,650 (税込)

q

￥12,000 (税抜)

￥13,200 (税込)

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

DIA Japan 使用欄
Date

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。
早期割引:2021年1月8日までのお申込み

q

￥34,000 (税抜)

￥37,400 (税込)

2021年1月9日以降のお申込み

q

￥39,000 (税抜)

￥42,900 (税込)

早期割引:2021年1月8日までのお申込み

q

￥14,000 (税抜)

￥15,400 (税込)

2021年1月9日以降のお申込み

q

￥16,000 (税抜)

￥17,600 (税込)

一般

q

￥56,500 (税抜)

￥62,150 (税込)

政府関係／非営利団体

q

￥33,500 (税抜)

￥36,850 (税込)

大学関係／医療従事者

q

￥28,000 (税抜)

￥30,800 (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

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（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 )

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12月25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/非営利団体/医療従事者につい
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。
* 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。
* 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。

