第19回 DIA 日本年会 2022

新たな「未来への探求」

～Moving Creativity and Innovation Forward
in “New Normal"～

2022年10月9日(日)-11日(火)
ハイブリッド開催｜東京ビッグサイトおよびオンライン

English follows Japanese
プログラム概要

第19回DIA日本年会のテーマは、COVID-19を経験した私たちがニューノーマルな環
境の中で未来を探求していく、『新たな「未来への探求」～ Moving Creativity and
Innovation Forward in “New Normal” ～』です。
COVID-19は、私たちに今まで経験しなかった生活、環境をもたらしました。対面での
業務が激減する一方で、デジタルトランスフォーメーションが一気に加速しました。
また、きわめて迅速なワクチンや治療薬の開発、遠隔医療を含む新しい臨床試験モデ
ルなども推進されました。さらに、インフォデミックという課題への対応や受診控え
によるセルフケアの重要性も再認識されました。
そのようなCOVID-19のもたらしたニューノーマルな世界で、私たちは新しい治験の実
施、安全対策の遂行、情報の発信、新しいモダリティの開発、セルフケアへの対応を
模索しています。
医薬品、医療機器、再生医療等製品について、未来に向かって新たなCreativityと
Innovationが求められています。これをどのように前に進めていくか、皆さんの取り組
み、経験、アイデアをシェアし、議論し、さらに前に進める大会にしたいと考えてい
ます。様々な立場、目線から大いにディスカッションが行われることを期待していま
す。
本年は3年ぶりに東京ビッグサイトにて開催するはこびとなりましたが、新型コロナウイル
ス感染症拡大の状況を考慮し、ハイブリッド開催（リアル＋ウェブ配信）といたしま
す。講演形式は以下のライブ講演を予定しています。
●ライブ講演：各セッションの開催日時に、ライブ（一部は録画）で講演（及び
ライブでのパネルディスカッション）を行います。Webでも同時に配信いたしま
す。原則、当日のライブ映像は録画し、11月末まで視聴可能です。
10月の新型コロナウイルス感染症の状況にもよりますが、皆さまとできるだけリアル
でお会いできることを楽しみにしております。皆さまのご参加を心よりお待ちしてお
ります。

後援予定

厚生労働省／独立行政法人 医薬品医療機器総合機構／国立研究開発法人 日本医療研究
開発機構／日本製薬工業協会／欧州製薬団体連合会／日本PDA製薬学会／国際製薬技術
協会（ISPE）

大会長
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副大会長
石田 和彦
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中川 敦夫 慶應義塾大学病院
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澤田 克彦 大塚メディカルデバイス株式会社
柴田 康晴 MSD株式会社
砂村 一美 ファイザーR&D合同会社
鈴木 和幸 ノバルティス ファーマ株式会社
津森 桂子 MSD株式会社
渡辺 哲也 アステラス製薬株式会社
山内 美代子 中外製薬株式会社
日本諮問委員会
議長
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Drug Information Association

Global Center: Washington, DC | Americas | Europe, Middle East & Africa | China | Japan | India

オペレーションチーム
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河西 勇太 アステラス製薬株式会社
佐々木 哲哉 国立がん研究センター中央病院
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一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン

会議参加申込書

第19回 DIA日本年会 2022

◆ 参加申込方法

〒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

[カンファレンスID #22303]

2022年10月9日(日)-11日(火) ハイブリッド開催｜東京ビッグサイト
（有明）会議棟

DIAウェブサイトのRegister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。※2022年7月1日より改訂
Membership
（有効期間：1年間）

q
q
q
q

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）
Academia Membership **（対象：大学関係・医療従事者、
有効期間：2年間）

②参加費

Date

￥27,346 （税込）

No.

￥20,205 （税込）

受領書
送付

￥49,223 （税込）
￥36,369 (税込）

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（8月9日まで）

3日間（税込）

*早期割引（8月10日から9月17日まで）

一般

Invoice

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

¥123,200

¥129,800

1日
（税込）

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

入金

¥49,280
¥51,920

* 参加のキャンセルは、お申し込み受理後、2022
年9月9日までは手数料として一般会員・非会員と
*早期割引（9月17日まで）
¥44,000
¥17,600
会員
政府
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、学生については1,000円を
非営利団体 9月18日以降
¥20,240
¥50,600
申し受けます。それ以降のキャンセルについては
*早期割引
（9月17日まで）
¥24,200
¥9,680
大学関係
参加費全額を申し受けますのでご注意ください。
医療従事者 9月18日以降
¥30,800
¥12,320
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
一般
¥163,900
¥65,560
らせください。
（会員資格の譲渡はできませんの
¥72,600
¥29,040
非会員 政府・非営利団体
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
大学関係・医療従事者
¥45,980
¥18,392
書面にてディー・アイ・エー・ジャパンまでご連絡
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、
※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。
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
※同じ組織の方で、10名まとめてお申込みをいただいた場合、11名目の方が無料となります。
録した映像・写真等について、DIAの宣伝資料、
なお、会員と非会員の方を合わせてお申込みいただくことも可能ですが、無料となるのは会員の参加費分となります。
出版物及びインターネット等への掲載その他一
Webではまとめての申し込みはできません。詳細はDIA Japanに確認ください。
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
年会全体への参加
￥6,600（税込）
q
学生
（企業/団体に籍をおいている方は対象外）
無償で任意に利用できることを許諾するものと
スチューデントセッションのみ参加
￥2,640（税込）
q
します。
<注意>
* D I A 主 催 の 会 議 に は 、必ず 登 録 者ご 本 人 に
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。9月17日
（金）
までにFAXもしくはメールにて
ご 参 加 いた だくよう、お 願 いしておりま す。
9月18日以降

¥141,900

¥56,760

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。
2) 学生で年会全体への参加登録をされる方は、10月9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 参加方法：
ハイブリッド開催を受け、ご来場、あるいはオンラ
印を入れてください。
インによるご参加のいずれかを選択いただき、こ
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
ちらまでご返信ください。ご返信のない場合は、
参加の場合には、以下の申込情報記入欄のJob Titleに学年、Departmentに学部を英語でご記入ください。

来場されるものとして登録させていただきます。
□ 会場
□ オンライン

◆ 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・講演者・関係者（プログラム委員）に限り配布する場合があります。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。

会議参加申込書 若手割引専用

YOUNG
PROFESSIONAL

Fax:03-3278-1313

一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン

第19回 DIA日本年会 2022

〒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

[カンファレンスID #22303]

2022年10月9日(日)-11日(火) ハイブリッド会議｜東京ビッグサイト(有明) 会議棟

◆ 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。※2022年7月1日より改訂
Membership
（有効期間：1年間）

q
q

2-Year Membership
（有効期間：2年間/10%割引）

Date

￥27,346 （税込）

No.

￥49,223 （税込）
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。

若手割引 3日間

*超早期割引（8月9日まで）
会員

一般

非会員

一般

*早期割引（8月10日から9月17日まで）
9月18日以降

q
q
q
q

（税込）

若手割引 1日

¥97,900

¥39,200

q
¥103,000 q
¥113,000 q
¥130,000 q

③合計金額（①＋②）
：				

¥41,200
¥45,200
¥52,000

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

Invoice

参加方法：
ハイブリッド開催を受け、
ご来場、あるいはオンラインによ
るご参加のいずれかを選択いただき、
こちらまでご返信く
ださい。
ご返信のない場合は、来場されるものとして登録
させていただきます。
□ 会場
□ オンライン

日

◆ 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、2022年9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。

* 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・講演者・関係者（プログラム委員）に限り配布する場合があります。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。

19th DIA Japan
Annual Meeting 2022
New “Quest for the future”

～ Moving Creativity and Innovation Forward in
“New Normal” ～

October 9-11, 2022
Hybrid | Tokyo Big Sight & Virtual
Program Overview
The theme of the 19th DIA Japan Annual Meeting is “New “Quest for the future”Moving Creativity and Innovation Forward in “New Normal” - ”. This means that
we who have experienced COVID-19 will explore the future in a new normal
environment.
COVID-19 has brought us lives and environments that we have never experienced
before. While face-to-face work declined dramatically, digital transformation
accelerated at once. They also promoted extremely rapid development of vaccines
and therapeutic agents, as well as new clinical trial models including telemedicine.
In addition, the importance of self-care associated with refraining from visiting
medical institutions and the importance of addressing the issue of infodemics
were reaffirmed.
In the new normal environment that has brought about by COVID-19, we are
seeking to implement new clinical trials, implement safety measures, disseminate
information, develop new modalities, and respond to self-care.
There is a need for new Creativity and Innovation on pharmaceuticals, medical
devices, regenerative medicine, and other products for the future. We wish to
share and discuss how to proceed with this in advance, as well as the efforts,
experiences and ideas of you, and to make it a conference to proceed further in
advance. It is hoped that discussions will take place from a variety of positions and
perspectives.
This year, we will also hold a hybrid (In-person + Live Virtual) considering the
status of expansion of new coronavirus infectious diseases. The following Live
Session are planned. After the Meeting you can watch the session on-demand
until the end of November.
●Live lectures: Live (partially recorded) speaks (and live panel discussions)
on the day and date of each session. In principle, a live video of the day is
recorded and can be viewed until the end of November.
It depends on the situation of the new coronavirus infection in October, but we
look forward to seeing you as realistically as possible. We sincerely look forward
to your participation.

PROGRAM CHAIR
Tomiko Tawaragi

RAD-AR Council, Japan.

PROGRAM VICE-CHAIR
Kazuhiko Ishida, MSc, RPh
Astellas Pharma Inc.

PROGRAM VICE-CHAIR ASSISTANT
Sho Mizokawa MSc, RPh, MBA
Astellas Pharma Inc.

PROGRAM COMMITTEE
Naoki Isogawa, PhD UCB Japan Co., Ltd.
Keiko Katsui, PhD Japan Agency for Medical

Research and Development (AMED)
Kana Maruyama Janssen Pharmaceutical K.K.
Takashi Moriya, PhD, MBA Woven Alfa Inc..
Hiroyuki Murakami Pharmaceuticals and
Medical Devices Agency (PMDA)

Noriaki Nagao, Mpharm, PMP
Japan Tobacco Inc.

Atsuo Nakagawa, MD, PhD

Keio University School of Medicine
Yukiko Nishimura, PhD, MSc NPO Asrid

Katsuhiko Sawada, Mpharm

Otsuka Medical Devices Co., Ltd.
Yasuharu Shibata, MSc MSD K.K.
Kazumi Sunamura Pfizer R&D Japan
Kazuyuki Suzuki, Msc Novartis Pharma K.K.
Keiko Tsumori MSD K.K.
Tetsuya Watanabe, RPh Astellas Pharma Inc.

Miyoko Yamauchi

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

ADVISORY COUNCIL OF JAPAN
CHAIR
Haruko Yamamoto, MD, PhD,

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
(PMDA)

VICE-CHAIR
Junichi Nishino, MSc, RPh

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

CONTENTS COMMITTEE CHAIR
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Real Discovery Outdoors Co,. Ltd.
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Rie Matsui, RPh Pfizer R&D Japan
Junko Sato, PhD Pharmaceuticals and Medical
Devices Agency (PMDA)
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Please Click here for COVID-19 Measures
DIA Japan
Nihonbashi Life Science Building 6F,
2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan
Tel: +81.3.6214.0574 Fax: +81.3.3278.1313 Email: JapanAnnual@DIAglobal.org
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Nanako Hamazaki University of Tsukuba
Yuta Kasai Astellas Pharma Inc
Tetsuya Sasaki, PhD
National Cancer Center Hospital

Yuji Utsuno

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
(PMDA)

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

REGISTRATION FORM: Register online or forward to
DIA Japan, Nihonbashi Life Science Building 6F, 2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan
tel +81-3-6214-0574 • fax +81-3-3278-1313
19th DIA Japan Annual Meeting 2022
Event #22303 • October 9-11 Hybrid | Tokyo Big Sight (Virtual)
DIA will send participants a confirmation mail 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.
* If you wish to register as a Young Professional please use the Young Professional registration form.

Join DIA now to save on future meetings and to enjoy the benefits of membership for a
full year: www.DIAglobal.org/Membership

q I DO want to be a DIA member
q I DO NOT want to be a DIA member

Super Early-bird (until Aug 9

q

¥123,200

q

¥49,280

Early-bird (from Aug 10 to Sep 17)

q

¥129,800

q

¥51,920

On and after Sep 18

q

¥141,900

q

¥56,760

Government,
Non-profit

Early-bird (until Sep 17)

q

¥44,000

q

¥17,600

On and after Sep 18

q

¥50,600

q

¥20,240

Academia,
Medicals

Early-bird (until Sep 17)

q

¥24,200

q

¥9,680

On and after Sep 18

q

¥30,800

q

¥12,320

Industry

q

¥163,900

q

¥65,560

Government, Non Profit

q

¥72,600

q

¥29,040

Academia, Medicals

q

¥45,980

q

¥18,392

Entire Meeting

q

¥6,600

Student Session only

q

¥2,640

Industry

MEMBER

NONMEMBER

STUDENT *

1DAY TAX
INCLUDED

3DAYS TAX
INCLUDED

REGISTRATION FEE

10% TAX
INCLUDED

MEMBERSHIP
Membership

q

¥27,346

2-Year Membership

q

¥49,223

Academia Membership (Academia, Medicals)**

q

¥20,205

Academia 2-Year Membership (Academia, Medicals)**

q

¥36,369

* Student registation must be made by September 17, 2022. Please send this form with a copy
of your student ID to DIA Japan office by fax or e-mail.
**To register for Academia Membership, please send this form to DIA Japan office by fax or
e-mail.
***Revised from July 1, 2022

Register ten individuals from the same organization (including government, non
profit, academia and medicals) and receive complimentary registration for an
eleventh. To take advantage of this offer, please contact Japan@DIAglobal.org
for details.
Please check the applicable category:
q Academia

q Government

CANCELLATION POLICY: On or before September 9, 2022
Administrative fee that will be withheld from refund amount:
Member or Nonmember = ¥20,000
Government/Academia/Nonprofit (Member or Nonmember) = ¥10,000
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 here.
(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 here. (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
may be shared with the Program Committee, speakers, and participants
of the event for which you have registered. By submitting this information with your registration form you are regarded as having agreed to this
handling of information. Should you have any questions, please contact
the DIA Japan office (japan@diaglobal.org).
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 here.
(https://www.diaglobal.org/General/Terms-and-Conditions?productIDs=7240118)

How to Attend the Meeting:

Please select choice of meeting attendance by checking the applicable selection
box below. If no indication was selected it would be assumed as on-site attendance.
q On site
q Virtual
In case you change your attendance from On-site to Virtual or vice versa, please do
inform us in advance, as you will need a name tag for On-site and an URL link to
WEB access for Virtual attendance respectively.

Signature

q Student

First Name

PAYMENT OPTIONS

q B
 ANK TRANSFER:
When DIA completes your registration, an email will be sent to the
address on the registration form with instructions on how to complete
the bank transfer.
All local and overseas charges incurred in making the bank transfer
must be borne by the payer.

M.I.

Department

q Dr.

q Mr.

q Ms.

q CREDIT CARD (VISA, MASTERCARD OR JCB ONLY)
q VISA q MC
q JCB Exp. (mm/yy) _______________________

Job Title

Company

Card No.

Address

Cardholder Name

State

Zip/Postal

Country
Signature

email Required

Phone Number Required

Date

Register online at www.DIAglobal.org or check payment method.

q Industry

Last Name

City

DIA Terms and Conditions

Fax Number

DIA JAPAN
tel: +81.3.6214.0574 | fax: +81.3.3278.1313
email: Japan@DIAglobal.org

YOUNG
PROFESSIONAL

DIA Terms and Conditions

REGISTRATION FORM

CANCELLATION POLICY: On or before September 9, 2022

To register please complete the registration form below and fax to
+81-3-3218-1313 or email Japan@DIAglobal.org.
Online registration is not available for Young Professional applicants.
19th DIA Japan Annual Meeting 2022
Event #22303 • October 9-11 Hybrid | Tokyo Big Sight (Ariake)
DIA will send participants a confirmation mail 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: www.DIAglobal.org/Membership

q I DO want to be a DIA member
q I DO NOT want to be a DIA member

ELIGIBILITY FOR YOUNG PROFESSIONALS RATE

3DAYS TAX
INCLUDED

MEMBER

NON-MEMBER

Industry

1DAY TAX
INCLUDED

Super Early-bird (until Aug 9)

q

¥97,900

q

Early-bird (from Aug 10 toSep 17)

q

¥103,000

q

¥41,200

On and after Sep 18

q

¥113,000

q

¥45,200

q

¥130,000

q

¥52,000

Industry

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 here.
(https://www.DIAglobal.org/general/photography-policy)

PRIVACY STATEMENT

Professionals working in health product development, regulation and related fields,
under the age of 35.

YOUNG PROFESSIONALS REGISTRATION FEE

Administrative fee that will be withheld from refund amount:
Member or Nonmember = ¥20,000
Government/Academia/Nonprofit (Member or Nonmember) = ¥10,000
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.

¥39,200

Please provide your date of birth below:

DIA respects the privacy of all of its members and customers. To view our privacy policy, click here. (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
may be shared with the Program Committee, speakers, and participants
of the event for which you have registered. By submitting this information with your registration form you are regarded as having agreed to this
handling of information. Should you have any questions, please contact
the DIA Japan office (japan@diaglobal.org).
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 here.
(https://www.diaglobal.org/General/Terms-and-Conditions?productIDs=7240118)

How to Attend the Meeting:
Date of Birth (mm/dd/yyyy) Required

* Please note that we may ask you to show proof of your identity and age.
10% TAX
INCLUDED**

MEMBERSHIP
Membership

q

¥27,346

2-Year Membership

q

¥49,223

Please select choice of meeting attendance by checking the applicable selection
box below. If no indication was selected it would be assumed as on-site attendance.
q On site
q Virtual
In case you change your attendance from On-site to Virtual or vice versa, please do
inform us in advance, as you will need a name tag for On-site and an URL link to
WEB access for Virtual attendance respectively.

* Revised from July 1, 2022
Signature

Date

Please complete the form below in block capital letters:

Last Name

PAYMENT OPTIONS

Please check payment method.
First Name

M.I.

Department

q Dr.

q Mr.

q Ms.

q B
 ANK TRANSFER:
When DIA completes your registration, an email will be sent to the
address on the registration form with instructions on how to complete the bank transfer.
All local and overseas charges incurred in making the bank transfer
must be borne by the payer.

Job Title

q CREDIT CARD (VISA, MASTERCARD OR JCB ONLY)
q VISA q MC
q JCB Exp.(mm/yy)_______________________

Company

Address
Card No.
City

State

Zip/Postal

Country
Cardholder Name

email Required

Phone Number Required

Fax Number

Signature

DIA JAPAN
tel: +81.3.6214.0574 | fax: +81.3.3278.1313
email: Japan@DIAglobal.org

