第11回DIA日本年会ランチョンセミナー 開催のご案内

DIA日本年会ゴールド・サポーターによるランチョンセミナーに関して、ご案内させて頂き
ます。
別紙の日程で３社による最新の製品やソリューションのご紹介を目的としたランチョンセ
ミナーが開催されます。このセミナーへの参加には事前登録が必要です。
会場は会議棟１Ｆのセミナールーム（101、102）でランチを取りながらのランチョンセミ
ナーです。
お申し込みは、下記の情報を記入してDIAJapan (diajapan@diajapan.org) 宛メールか、DIA
宛てFAX(03-3583-1200) にてお送り頂けます様宜しくお願い申し上げます。
申し込み期限：11月10日（月）ただし満席になり次第締め切らせて頂きます。
★
★

参加者の情報はセミナー開催企業に提供致します。
受付には名刺をご用意ください。

The Gold Supporters of DIA Annual Meeting Exhibitors will invite you to their Luncheon
Seminars being held during the lunch time (12:45-13:30) on November 17th and 18th at the
101 and 102 seminar rooms. Advanced registration is required to attend the seminars.
Please send your application form below to DIA Japan by e-mail (diajapan@diajapan.org) or
by fax (+81-3-3583-1200)
The deadline for application is Monday, November 10. Please note, however, that the
application will be closed when the seminars are full.
*The information on your application form will be provided to the Gold supporters.
*Please prepare your business card when you enter the seminar room.

************* 第11回日本年会 ランチョンセミナー申込書 ************
DIA Japan Annual Meeting –Luncheon Seminar application
会社名(Company Name)
氏 名 (Name)
所属部門 (Department)
職位 (Job Title)
メールアドレス (e-mail address)
参加申込受付番号(Registration Number )
ランチョンセミナー（日本語のみ）
Japanese Language Only
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101
ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

ランチョンセミナー（日本語のみ）
Japanese Language Only
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102
ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

11月17日（月） BOX / CTCLS

ランチョンセミナー（同時通訳あり
Simultaneous Translation Available
<English <–> Japanese>

3

101
ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

11月18日（火） INC Research

11月17日（月） Quintiles

ご希望の番号を〇で囲んで下さい。
Please mark the seminar number.
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第11回DIA日本年会ランチョンセミナー 開催のご案内
11月17日（月）12：45 -13：30
101セミナールーム

主催：Quintiles
テーマ：グローバルパートナーシップ – 製薬会社とCROの革新的な医薬品開発および
共存共栄への解

内容：できればグローバル市場向けに、品質は維持しつつ、極力効率的に医薬品の開発
を進めて、早く薬を患者さんにお届けしたい。だが、リソース、ノウハウ、専門
知識等が不足している。場合によっては、海外に事務所が無い、あっても臨床試
験を思うように行える環境ではない。治験業務のアウトソースを超えたソリュー
ションがほしい、ということはございませんか？
そのヒント/答えを、本パネルディスカッションで見つけてください。
パネリストはクインタイルズとそのパートナー企業関係者です。御社の臨床開発
の将来像が見えてくると思います。
11月17日（月）12：45 -13：30
102セミナールーム
主催：BOX.com / CTCライフサイエンス株式会社
テーマ：BOXを利用した原資料・生データ等ファイル一元管理ソリューションのご紹介
内容：BOXは、導入・運用コストがファイル保管量に依存しないクラウドファイル
管理システムです。GCP業務で実現できなかった文書ファイルや原資料・生
データファイルの電子化一元管理がＢＯＸを利用することで可能になります。
本セミナーではBOXの利用によるGxP業務の効率化、及びGxPコンプライ
アンス強化のソリューションについて文書管理システム等の既存業務システム
との並行運用方法などの用例をデモも 交えて紹介します。
11月18日（火）12：45 -13：30
101セミナールーム

主催：INC Research
テーマ：グローバル・ベストプラクティスとTrusted Process®ー治験成功への道
内容：グローバルＣＲＯであるアイエヌシー・リサーチは独自に開発した治験管理ツー
ルTrusted Process®を活用し、治験を成功に導きます。
アイエヌシー・リサーチは、このTrusted Process®と向上し続けるベストプラク
ティス及び治療領域の専門性により；
１．臨床試験成功のための戦略立案
２．業界標準より早い患者のエンロールメント
３．迅速で予測可能なエンロールメントの実施
４．業界平均より早いデータベースロックの遂行をサポートします。
製薬企業様と、熱意、明瞭なコミュニケーション、そしてビジョンを共有する
ことによって、Trusted Process®がこれらを実現します。
アイエヌシー・リサーチを御社の成功への道としてぜひご活用ください！
INC Research は特別なお弁当を用意しております!!
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DIA Japan Annual Meeting –Luncheon Seminar
November 17th, Monday 12：45 -13：30
101 Seminar Room

Gold Supporter：Quintiles
Subject：Global Partnership - Future Direction for Innovative Clinical Development and
Co-Prosperity for Pharmaceutical Company and CRO

Contents：You want to develop and market drugs efficiently maintaining quality, to
deliver to patients worldwide. But, your resources, knowhow and/or expertise might be
limited. If you are a Japanese company, you might not have offices overseas. Even if
you have, the environment might not allow you to conduct clinical trial as you would like.
What solution beyond outsourcing of clinical monitoring can be obtained from a CRO?
You can find the answer in this panel discussion among Quintiles Japan and their
partners about global partnership. With first-hand information of concrete examples you
will understand how partnership with a global CRO like Quintiles can provide you with a
solution tailored to meet your needs to improve your probability of success.
November 17th, Monday 12：45 -13：30
102 Seminar Room
Gold Supporter：BOX.com / CTC Life Science
Subject：Introduction of the tool of BOX under centralized administrative control
Contents：BOX lets you quickly and easily work securely with GCP raw data files.
We show advantage of BOX in GCP file management
November 18th, Tuesday 12：45 -13：30
101 Seminar Room

Gold Supporter：INC Research
Subject：Global Best Practices and the Trusted Process® – Your Connection to Success
Contents：INC Research, a Global Contract Research Organization, has developed the
Trusted Process® as an empirically validated Project Management Strategy designed to
help your pharmaceutical company succeed. The Trusted Process® along with our use
of continually improving Global Best Practices and Therapeutic Expertise will help you,
1) develop your strategy for success, 2) enroll your first patient faster than the industry
benchmark, 3) complete enrollment quickly and in a predictable fashion, and 4)
accomplish database lock faster than the industry average. The Trusted Process®
accomplishes this by using a collaborative approach fostering enthusiasm, clear
communication, and a shared vision. Let INC Research be your connection to success!

INC Research will provide you special lunch box!!
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