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医薬品の安全対策において、リスクマネジメントが今後ますます重要な役割を担うであろうことは、グロ

ーバルに広く認識されております。本邦においても、2013年4月1日から本格的にリスクマネジメントプラ

ン（RMP）制度がスタートし、すでに医薬品医療機器総合機構のホームページにおいて、50を超える製

品のRMPが公表されているところです。しかしながら、実装にあたりRMPを作成する企業側、それを審

査する当局側において、その考え方に違いやばらつきがあることが指摘されています。DIAでは昨年か

らリスクマネジメントワークショップを企画し、第１回の昨年は、RMPの作成方法にフォーカスをあてたワ

ークショップを開催しました。しかしなお、リスクマネジメントすべきリスクに関して、副作用のみならず幅

広い見地からリスクをとらえる必要があるものの、副作用のみがリスクとして考えられているケースが、

少なからずあるように思えます。

そこで今回、RMPに取り上げるべきリスクの考え方、更には対応する安全性コミュニケーションにフォー

カスをあて、企業、当局がそれぞれの見解や問題点を互いに述べ合い、相互理解を深めるとともに、

医療関係者や患者さんのためになるRMPについて考える機会を提供するため、本ワークショップを企

画いたしました。更には将来、本邦からリスクマネジメントに関してGlobal　Leadershipがとれるような人

材が製薬企業及び規制当局内に生まれることも企図しております。ワークショップでは、先進的な取り

組みを既に実施している海外の事例等を紹介するとともに、仮想品目について、グループワークによる

RMPの作成、並びに作成したRMPに対する議論を通じて、全員参加型学習と切磋琢磨の場を創出でき

ることを期待しています。

多くの方々のご参加をお待ちしています。

参加対象者：

・　製薬企業でRMPの作成等に主体的な係わりを持たれる方

・　RMPについて一般的な知識をお持ちの方

・　RMPのレビューをされる方

・　RMPの活用を検討されている方

・　安全性コミュニケーションに従事されている方

・  安全性コミュニケーションに興味を持たれている方

　　など

ディスカッションは日本語資料及び日本語のみで行います。

海外演者の講演及びパネルディスカッションには、英語から日本語への同時通訳がつきます。

第2回 DIAリスクマネジメントワークショップ

- RMPに記載するリスク及び対応する

安全性 Communicationとは？ -

プログラム委員長

日本イーライリリー株式会社

前田　玲

プログラム委員

エーザイ株式会社

大道寺　香澄

ファイザー株式会社

松井　理恵

武田薬品工業株式会社

宮川　功

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

村上　裕之

日本イーライリリー株式会社

西馬　信一

帝京平成大学

齋藤　充生

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

佐藤　淳子

2015年3月19日（木）～20日（金）

野村カンファレンスプラザ日本橋
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1日目　2015年3月19日（木）

8:30- 9:00 参加受付 

9:00- 9:15 開会の挨拶 
DIA Japan
関口　康
プログラム委員長/日本イーライリリー株式会社　

前田　玲

9:15-10:00 セッション１

講演（１）
座長： 

日本イーライリリー株式会社　

前田　玲

日本及び欧州におけるリスクマネジメントの類似点及び相違点
エーザイ株式会社　

ステュワート　ギリー

10:00-10:15 ブレイク

10:15-11:45 セッション１ （続き）

EUにおけるリスクマネジメントの実際
Quintiles　

Stella C.F. Blackburn
Dr. Stella Blackburn
Vice President Global Head of Risk Management Quintiles
欧州医薬品庁（EMA）においておよそ17年間、ファーマコビジランス、
薬剤疫学分野で活躍。近年では、EUGVP Module V(Risk management 
systems)、同Module XVI(Risk minimisation measures: selection of tools 
and effectiveness indicators)の策定にリーダーシップを発揮されるとと
もにCIOMS IX(Practical Approaches to Risk Minimisation for Medicinal 
Products)のメンバーとして欧州における医薬品のリスク管理に多大な貢

献をされ昨年より現職。

EUでは2005年にICH E2E(Pharmacovigilance planning)の合意後RMPが

実装されました。更に2012年よりGVPのModuleが随時公表され、Module 

Vではベネフィット・リスクバランスの観点をRMPに追加、Module XVIには

リスク最小化策のツールの選択とその有効性の測定方法、Module　XV

には安全性コミュニケーションの考え方についてまとめられました。更に

は、2014年8月にCIOMS IXが公開され、RMPだけではなくRMP関連状況

も更新されております。本セッションでは、EUにおいてRMPを何のために

策定するのか、企業はRMPをどのように作り、当局はどのような考えで

RMPをレビューするのか、添付文書とどのような位置づけで考えているの

か、といったことについて、現実的な視点からご説明いただきます。

11:45-13:00 ランチブレイク 

13:00-15:00 セッション２

グループワーク
グループワーク題材：疾患、RMPの概念及び構成説明 
日本イーライリリー株式会社　

西馬　信一

プログラム委員が考えるSSの回答例紹介 
エーザイ株式会社　

大道寺　香澄

15:00-15:30 コーヒーブレイク

15:30-17:30 セッション 2 （続き）

17:30-19:00 情報交換会　　　　　　　　　　　　　          

特に公表しない限り、本ワークショップ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。
発表者および講演タイトルは予告なく変更されることがあります。
書面における合意なく、DIAイベントの情報を録音することは、

いかなる形態であっても禁止されています。

Private Social Function Policy
本ワークショップ開催期間中、プログラム外の会議、展示、懇親会等の
イベントの開催はご遠慮ください。
下記時間帯につきましては、これに限りません。
3月18日（水） 終日
3月19日（木） 午前8時以前、午後7時以降

3月20日（金） 午前8時以前、午後6時以降
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2日目　2015年3月20日（金）

9:30-11:30 セッション３

グループ発表
司会： 

武田薬品工業株式会社　

宮川　功
第1日目に行ったグループディスカッションの結果として、どの様な理由に

よりその事象をリスクと考え、どのようなことを考えて、その管理計画を作

成したか、各グループより発表していただきます。グループディスカッショ

ンの結果について、正解はありません。同じ資料を基に議論を行っても、

グループごとに異なるリスクマネジメントが考え出されるかもしれません。

各グループがどのようなことを考えてリスクの特定、管理計画を作成した

かを分かち合い、自分達のグループの議論を更に深めていただくことを

予定しています。

11:30-13:00 ランチブレイク

13:00-15:00 セッション4

講演（2）
座長： 

日本イーライリリー株式会社　
西馬　信一

EU諸国におけるリスクマネジメントとその他規制との実質的
な関係
Quintiles
Stella C.F. Blackburn
RMPが機能するためには、他の関連規制やPRACなどのシステムと連

動することが必須です。本セッションでは、PRAC、PASS、添付文書等と

RMPとの関連性、RMPの見直し基準等について発表頂く予定です。

PMDAにおけるRMP評価の最新の状況
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構　

村上　裕之

本邦においてRMPの提出が求められるようになってから約2年を迎え、多

数のRMPが公表されている状況にある。PMDAにおける現時点でのRMP

評価の実態について、安全性検討事項や各活動の検討において実際に

あった具体的な事例も交えて紹介していただくとともに、今後の課題につ

いても検討していただきます。

15:00-15:30 コーヒーブレイク

15:30-17:00 セッション5

パネルディスカッション
ファシリテーター 

日本イーライリリー株式会社　

前田　玲

追加情報講演

パッケージリーフレットとSmPCとの類似点・相違点、パッケー
ジインサートとの違いについて
ファイザー株式会社　

松井　理恵

２日間の講演及びグループワークを通じて見いだされた疑問や将来の

課題等について、パネリストの方々とともに大いに議論したいと考えてお

ります。参加者の皆さんからも積極的な発言をいただければと考えてお

ります。

また、RMPについては、添付文書と密接な関係もありますので、パネル

ディスカッションに先立ち、ファイザー株式会社　松井理恵氏よりショート

プレゼンテーションをしていただきます。

パネリスト
Quintiles　

Stella C.F. Blackburn
エーザイ株式会社　

ステュワート　ギリー
ファイザー株式会社　

松井　理恵
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構　

村上　裕之
帝京平成大学　

齋藤　充生

17:00 ワークショップ終了

DIA 2014
Celebrate the Past - Invent the Future

June 15-19, 2014 | San Diego, CA
San Diego Convention Center

UPCOMING DIA JAPAN EVENTS
第9回アジア新薬開発カンファレンス
ーアジア連携がもたらす医薬品開発の成果と展望ー
4月20日（月）、21日 （火）　ベルサール飯田橋ファースト
プログラム委員長　矢守　 隆夫
（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）

第1回リスクマネジメント&安全性コミュニケーションストラテジー
トレーニングコース 
5月21日（木）、22日 （金）　アーバンネット神田カンファレンス
講師　Dr. Nancy Smith, Temple University and FDA Alumuni



会議参加申込書
 一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン Fax:03-3583-1200　〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-10 日総第22ビル7F Tel: 03-5575-2130

第2回　DIAリスクマネジメントワークショップ　　[カンファレンスID　#15309]

2015年3月19日～20日　｜野村コンファレンスプラザ日本橋  東京都中央区日本橋室町２-４-３

◆ 参加申込方法
DIAウェブサイト(www.diahome.org)よりお申し込みいただくか、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diajapan@diajapan.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。

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。

◆ 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　みずほ銀行　神谷町支店　普通　1273382　（口座名義） 一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン

　　　　　　　  □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

　　　　　　　  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。

◆  請求書をご希望の方は下のに

チェックを入れてください。

　請求書を希望します

DIA Japan 使用欄

Date

No.

受領書
送付

Invoice

入金

アルファベット(英語)でご記入ください
Last Name ( 姓 )   First name ( 名 )   Middle Initial Degrees     Dr.       Mr.        Ms.

Job Title Company

Address      City  State  Zip/Postal  Country

email ( 必須 )      Phone Number ( 必須 )   Fax Number

*  参加のキャンセルは、お申し込み受理後、2015年3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。会場は変更される場合がありますので予めご了承ください。

【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のみ使用させていただきます。

会 員

非 会 員

一般
早期割引 2015年3月5日までのお申込み

2015年3月6日以降のお申込み

政府関係

政府関係

政府関係

非営利団体／大学関係／医療従事者

 \80,000（税抜）　　\86,400（税込）

 \86,000（税抜）　　\92,880（税込）

 \40,000（税抜）　　\43,200（税込）

 \40,000（税抜）　　\43,200（税込）

 \95,000（税抜）　\102,600（税込）

 \101,000（税抜）　\109,080（税込）

 \55,000（税抜）　　\59,400（税込）

 \55,000（税抜）　　\59,400（税込）

 \101,000（税抜）　\109,080（税込）

 \55,000（税抜）　　\59,400（税込）

 \40,000（税抜）　　\43,200（税込）

会員登録
する

会員登録
しない

登録費
 \16,200
 を含む

早期割引 2015年3月5日までのお申込み
一般

2015年3月6日以降のお申込み

非営利団体／大学関係／医療従事者

非営利団体／大学関係／医療従事者

一般


