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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 (Real + Web delivery) considering the 
status of expansion of new coronavirus infectious diseases. The following 
two types of lecture are planned.

● 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.

● On-demand lectures: Prerecorded lectures (and panel discussions) 
are distributed. Recordings can be viewed from the first day of the 
annual meeting 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.

CALL FOR ABSTRACTS
Session Topics
Deadline for submission: April 6, 2022
https://www.e-sips.com/dia_am_2022/session_topic.php
Poster Presentations
Deadline for submission: April 6, 2022
https://www.e-sips.com/dia_am_2022/poster.php
Please kindly read our guidelines before preparing your submission.
Guidelines for submission:  
https://www.diaglobal.org/productfiles/10087036/22303_CFA.pdf

Endorsement pending by  
MHLW, PMDA, AMED, JPMA, EFPIA, PDA ISPE

**Japanese follows English** 
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19th DIA Japan Annual Meeting 2022 
Call for Abstracts: Session Topics and Poster Presentations

<Call for Abstract>

DIA Japan is calling for abstract as a part of 19th DIA Japan 

Annual Meeting 2022 program development process. In this 

year, the program development will be largely based on the 

submitted abstracts. Outline of the submission of abstract is 

described below:

• Session topic (abstract for a 75-min “session” with mul-

tiple speakers or a 75-min “workshop” focused on a discus-

sion)

• Poster presentation (abstract for a poster presentation 

by an individual presenter). The presentation should be 

about the results of a study conducted by an individual or 

a group.

• All the abstracts should be fair and without commercial 

bias.

• At the time of application, DIA membership of the first    

author of session topics and posters is not required, but it 

is necessary to be a DIA member at the time of adoption.  

If you are a nonmember, please apply for membership.

Topics

Abstracts on healthcare areas such as pharmaceuticals, bio-

technology, medical devices, healthcare products, and dis-

covery, development and/or life-cycle management are wel-

comed. Abstracts should be prepared with DIA’s mission in 

mind and, ideally, should relate to the theme of this year’s 

meeting which is Moving Creativity and Innovation Forward 

in “New Normal.”

Eligibility & Requirements

• All abstracts should be impartial and without commercial 

bias. 

• DIA membership is not a prerequisite for session topic/

poster presentation abstract submission, however, should 

your abstract be accepted, the submitter will be required 

to become a DIA member. You can register for DIA 

membership via our website here: https://www.diaglobal.

org/en/get-involved/membership

Session Topic submissions

• Sessions should be 75 minutes in length and comprised of 

a chair and 2-3 speakers (3 speakers is the limit). Should 

you wish to include panelists in the session, you will be 

required to receive approval from the program committee. 

Interactive sessions that include time for panel discussions 

between speakers and input from audience members tend 

to be well-received. 

• Applications for discussion-based sessions are also 

accepted.

• It is not necessary for chair(s) and speakers to be 

confirmed at the time of abstract submission. However, 

please make it clear in your application who your preferred 

or planned speakers are.  

• If your session includes speakers from regulatory bodies 

(PMDA/MHLW/AMED/FDA/EMA/NMPA/MFDS) and is 

accepted, please contact DIA Japan who will provide 

support with approaching speakers. 

• DIA Japan asks session applicants to assume responsibility 

for organizing the session and selecting/securing 

speakers. Typically, session applicants will be the session 

chair or one of the speakers, though this is not 

a requirement. 

• In the interests of impartiality and diversity, sessions must 

not include multiple speakers from the same organization. 

• There may be occasions when the program committee 

requests changes to the session contents or asks to 

combine the session with another session. 

Submission and evaluation process of the abstracts 

• Submission Period:

Session Topics: Monday, February 7th – 

Wednesday, April 6th, 2022

Poster Presentations: Monday, February 7th – 

Wednesday, April 6th, 2022

• Acceptance notification

Session Topics:  Monday, June 6th, 2022

Poster Presentations: Monday, June 6th, 20221

• Please go to the below submission website and input the 

necessary information to submit your abstract. Please refer 

Call for Abstracts: Session Topics and Poster Presentations
Deadline to submit: April 6th, 2022

https://www.diaglobal.org/en/get-involved/membership
https://www.diaglobal.org/en/get-involved/membership
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to the instructions provided on the website. 

Session topics submission: 

https://www.e-sips.com/dia_am_2022/session_topic.php

Poster Presentations Submission: 

https://www.e-sips.com/dia_am_2022/poster.php

• Even after submission, you can modify the abstract by us-

ing your email address and password until the submission 

deadline.

• Please complete your submission by the deadline. The 

website may be busy just before the deadline, so please 

submit the completed abstract prior to the deadline. There 

shall be no extension of the deadline.

• Once the abstract has been submitted, a reception notice 

will be sent to the submitter. Submitted abstracts will be 

evaluated by the program committee. When the decision 

of the acceptance is made, an acceptance notice will be 

sent to the submitter June 6th, 2022.

• At the time of acceptance, the submitter will be notified 

of the day and time of the session or poster presentation. 

This date and time cannot be changed, and the submitter 

will have to choose the chair and speakers who would be 

available.

Please Note

• Abstract submissions from outside Japan should be made 

in English (there is no need to provide Japanese 

translation).

• Posters presentation applications can be made in English 

or Japanese but final posters should be in English only.

• Slides for session presentations should be in English only. 

• Presentation slides will be shared on the event platform 

one week in advance of the meeting. Minor edits to 

presentation materials (changing font size/color etc.) may 

be made by DIA Japan prior to release on the event 

platform. 

• All sessions will be recorded, and for those sessions where 

speakers provide permission, the footage will remain on 

the event platform for one month following the meeting. 

Following the one-month viewing period, the footage will 

be transferred to the DIA NOW platform. For further 

information on DIA NOW, please see our website here: 

https://www.diaglobal.org/en/resources/dia-now

• The event participation fee will be waived for session chairs 

and speakers. The participation fee for the day the session 

is held will be waived for Session Coordinators.  

• Poster session presenters will receive a 30% discount on 

the event participation fee. 

For inquiries, please contact:

SH DIA Japan (JAM 2022 Team)

Nihonbashi Life Science Building 6F

2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-ku

Tokyo 103-0023 Japan

E-mail: JapanAnnual@DIAglobal.org

Tel: +81 3 6214 0574

Fax: +81 03 3278 1313

https://www.e-sips.com/dia_am_2022/session_topic.php
https://www.e-sips.com/dia_am_2022/poster.php
https://www.e-sips.com/dia_am_2021/poster.php
https://www.diaglobal.org/en/resources/dia-now
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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)
東京ビッグサイト・ハイブリッド開催（予定）

大会長
俵木 登美子 くすりの適正使用協議会

副大会長
石田  和彦  アステラス製薬株式会社

副大会長補佐
溝河　祥  アステラス製薬株式会社

プログラム委員
五十川 直樹 ユーシービージャパン株式会社

勝井 恵子 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構

丸山 加奈 ヤンセンファーマ株式会社

森谷　隆 Toyota Woven City

村上 裕之 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

長尾 典明 日本たばこ産業株式会社

中川 敦夫 慶應義塾大学病院

西村 由希子  特定非営利活動法人 ASrid 

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 株式会社中外臨床研究センター

日本諮問委員会 

議長
山本 晴子 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

副議長
西野 潤一 大塚製薬株式会社

コンテンツコミッティー 委員長
小澤 郷司 株式会社Real Discovery Outdoors

アドバイザー
松井 理恵 ファイザーR&D合同会社

佐藤 淳子 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

オペレーションチーム
濵﨑 奈々子 筑波大学 つくば臨床医学研究開発機構

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

宇都野 侑史 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

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。

本年も、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2種類を予定しています。

●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。原則、当日のライブ映像は
録画し、掲載後1か月間視聴可能です。

●オンデマンド講演：事前録画された講演（及びパネルディスカッション）を配
信します。録画は掲載後1か月間視聴可能です。

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、皆さまと出来るだけリアル
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）

演題募集中
セッショントピック 
募集期間：2022年2月7日（月） ～ 4月6日（水）
https://www.e-sips.com/dia_am_2022/session_topic.php
ポスター
募集期間：2022年2月7日（月） ～ 4月6日（水）
https://www.e-sips.com/dia_am_2022/poster.php
演題募集要項 
https://www.diaglobal.org/productfiles/10087036/22303_CFA.pdf

http://www.DIAHome.org
mailto:Japan%40DIAglobal.org?subject=
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第19回 DIA 日本年会 2022  公募案内

DIA Japanは、以下の要領で第19回DIA日本年会2022のセッ
ショントピックおよびポスター演題を募集いたします。本年の
プログラム作成も、昨年に続き提出されたアブストラクトを活
用した完全公募制で行います。
●セッショントピック（複数の演者による75分の”セッション”

あるいはディスカッションを中心とした”ワークショップ”の
テーマについての提案）

●ポスター演題（個人の発表者によるポスタープレゼンテー
ション）個人あるいはグループによって行われた研究や活
動についての結果を発表して頂きます。採用されたポスタ
ーは、年会会期中掲示して頂き、指定する時間帯で質疑応
答を実施します。

●全てのセッショントピック及びポスター演題は公平かつ商
業的バイアスのないものに限ります。

【応募対象分野】
医薬品、バイオテクノロジー、医療機器、ヘルスケア関連製
品の発見、開発、ライフサイクル マネジメントなど、あらゆ
る専門領域が対象となります。DIAのミッションである「イノ
ベーションの発展を助けるための産官学の立場を越えた
意見交換の場」を考慮して構成されることが期待されます。
なお、2022年のテーマ“新たな「未来への探求」～Moving 
Creativity and Innovation Forward in “New Normal”～に
関連の深いものといたします。

 
【応募者資格等】

（セッショントピック、ポスター演題共通）
応募時には、セッショントピック、ポスターの筆頭著者のDIA
会員資格は求めませんが、採択時点でDIA会員である必要
があります。非会員の方は、入会手続きをお願いします。

（セッショントピック）
●１セッション / ワークショップは原則75分です。セッション  

構成としては座長1名、演者2～3名です（演者は最大で3名
までです。演者の他にパネリストを希望する場合には別途
プログラム委員会の承認が必要です）。 演者間や参加者と
パネルディスカッションの時間を設けるなど双方向的なセ
ッションは満足度が高いです。また、全体を通じて対話を行
うセッション（ワークショップ）も応募可能です。

●セッショントピック応募時に全ての座長、演者が確定して

いる必要はありません。希望演者や予定演者がある場合に
は、それが分かるように記載下さい。

●公的機関(PMDA / MHLW / AMED/FDA/EMA/NMPA/
MFDS等)の演者については、セッションの採択確定後に事
務局で調整しますので、個別の打診はお控え下さい（希望
があればお伺いします）。

●セッショントピック応募者はセッションを成立させるため
に、座長、演者の選定・確定に責任を持って頂きます。通常
は応募者が座長または演者になることを想定しています
が、別の座長・演者を選任することも可とします。

●公正性・多様性の観点から、１セッションに同一企業から複
数名の演者を選定することは出来ません。（座長と演者が同
一企業のケースは認めます）

●プログラム委員会より、応募いただいたセッショントピック
の一部を修正（座長の変更、演者の追加等）や、他セッション
トピックとの統合を依頼することもあります。

（ポスター演題）
●ポスター演題においては、共同研究者としての共著者に人

数のしばりはありません。後述する応募サイトの共著者欄に
記載できない場合は、コメント欄に追記ください。

●ポスター演題は原則として未発表・未登録のものに限りま
す。

【応募方法および選考過程】
●募集期間：

セッショントピック：
2022年2月7日（月）～2022年4月6日（水）まで
ポスター演題：
2022年2月7日（月）～2022年4月6日（水）まで

●採否連絡：
セッショントピック：2022年6月6日（月）
ポスター演題：2022年6月6日（月）

●応募の際には、以下の各応募サイトにアクセスされ、必要
事項を記入の上登録してください。記入に際しては、応募サ
イトに記載の注意書きを参照してください。
セッショントピック:
https://www.e-sips.com/dia_am_2022/session_topic.php

ポスター:
https://www.e-sips.com/dia_am_2021/poster.php

●一度応募登録したセッショントピック、ポスター演題は、登

第19回DIA日本年会2022 セッショントピック/ポスター演題募集要項

https://www.diaglobal.org/en/get-involved/membership
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第19回 DIA 日本年会 2022  公募案内

録時のメールアドレス、パスワードで締切日まで修正が可
能です。

●締切日は厳守してください。締切り直前は応募が混みあう
ことが予想されますので、余裕をもってご応募ください。原
則として募集期間の延長はいたしませんのでご注意くださ
い。

●申し込みいただいた応募者には事務局より受領した旨のメ
ールをお送りし、その後プログラム委員会により選考を行い
ます。採用されたセッショントピックあるいはポスター演題
の応募者へは、2022年6月6日に事務局よりメールにて採用
通知をお送り致します。その際、採用確定時に発表日時も決
定してお知らせ致します。その時間で都合の付く座長、演者
を選定頂くことになります。

【注意事項】
●セッショントピックの応募は日本語、英語どちらでも構いま

せんが、採択された場合には、より詳細なセッション情報を
日本語及び英語両方で再提出頂きます。（外国からの応募
の場合は英語のみも可）

●ポスター演題の応募は日本語、英語どちらでも構いません
が、日本語で応募された方が採択された場合は、英語版を
作成いただきます。

●年会当日に使用するプレゼンテーションスライドおよびポ
スターの使用言語は英語のみとなりますのでご注意くださ
い（発表そのものは英語・日本語いずれも可）。

●基本的に発表スライドは開催期間の前後開催1週間前～開
催後6か月間）に参加者・演者に向け公開させて頂きます（
公開希望されないスライドは公開用スライドから除くこと
は可能です）。なお、公表に当たり、事務局で文字のフォント
等について編集させていただく場合がありますので、予め
ご了承ください。

●セッションを録画した映像は、掲載後1か月間、参加者・演者
に向け公開させて頂きます。（公開希望されない講演は公
開用録画から除くことは可能です）

●セッションを録画した映像は、後日、DIA NOWでDIA NOW
の会員向けに公開させていただきます。（公開希望されな
い講演は公開用録画から除くことは可能です）

●座長および演者は年会参加登録費が免除されます。座長お
よび発表者にならなかった応募者（セッションコーディネー
ター）は提案したセッション当日の参加費が免除されます。
残り2日間の参加を希望される場合は、13,200円（税込み）と

なります。
●ポスター演題の発表者（1名）は年会参加費に30%割引が

適応されます。

*1 DIA Now：最新のライフサイエンス分野の動向、世界中
の規制関連、分析などを、あらゆるデバイスで簡単にご覧い
ただけるオンデマンドコンテンツです。 DIA NOWは、皆さ
まの業務において、より一層情報に基づいた意思決定の手
助けになるよう、日本で開催されたイベントのセッションも
含めて、数千にものぼるコンテンツを提供しています。詳し
くは：https://www.diaglobal.org/en/resources/dia-now

【お問い合わせ先】
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担当
〒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6階
E-mail: JapanAnnual@DIAglobal.org
Tel. 03-6214-0574 
Fax. 03-3278-1313

https://www.diaglobal.org/en/resources/dia-now
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