
 

平 成 2 9 年 5 月 9 日 

関 係 各 位 殿 

大阪市中央区伏見町 2-4-6 

大 阪 医 薬 品 協 会 

 

第３回「台湾・日本製薬セミナー/ビジネスマッチング in 台北」の開催について 
 

当協会では、製薬産業の国際化に伴い、会員会社のアジア各国に対する関心が高まっている

中で昨年より台湾の財團法人醫藥工業技術發展中心との提携関係が始まりました。 

これまで２回、大阪で表記イベントを開催してまいりましたが、今般、6月29日（木）～7

月2日（日）に台湾・台北市で開催される「バイオ台湾 https://bio-taiwan.com/en」にあわ

せて、第３回「台湾・日本製薬セミナー/ビジネスマッチング in 台北」を7月3日に開催する

ことになりました。当日は、午前に台湾企業と日本企業の「ビジネスマッチング」を行い、午

後からは「台湾・日本製薬セミナー」として、台湾側、日本側それぞれの医薬品産業に関する

講演、パネルディスカッション、名刺交換会を予定しております。 

台湾側から行政院衛生署薬物食品局でのご経験もある台湾経済部工業局の陳昭蓉 副組長並

びに食品薬物管理署（TFDA）の担当官、台湾企業のプレゼンテーション等、日本側からは日本製薬

団体連合会・国際委員会の赤田幸雄委員長、台湾中外製薬董事長（台北市日本工商会・医薬品医療

機器部会長）の斎藤好正部会長にそれぞれご講演いただく予定です。 

また、セミナーの前後の日には、台湾製薬工場訪問ツアー（2日・バイオ医薬品）、台湾製

薬工場・薬局訪問ツアー（4日・OTC医薬品）を計画しております。 

新たな販路開拓や台湾企業との業務提携等、ビジネスチャンスの拡大、新事業の取り組みな

ど、今後のビジネス展開に向けた場として絶好の機会となります。 

つきましては、参加ご希望の方は、6月23日（金）までに大薬協ホームページ講演会等受付

システムまたは、ファックス(06-6231-9195）にてお申し込み頂きますようご案内申し上げま

す。 

 

１．開催日程及びプログラム 

 2017年7月2日(日)～4日(火)〔３日間〕（全て現地集合・解散となります） 

【参考 2017年6月29日（木）～7月2日（日） バイオ台湾開催】 

７月２日（日） 

8:00-20：00 台湾製薬工場訪問ツアー（バイオ医薬品） 

７月３日（月） 

  9:30-12：00 ビジネスマッチング 

13:00-17：15 第３回「台湾・日本製薬セミナー」 

場所：台大医院 国際会議センター 

プログラム（案）別添のとおり 

７月４日（火） 

8:00-20：00 台湾製薬工場・薬局訪問ツアー（OTC医薬品） 

２．参加費  

（１）7月3日 セミナー/ビジネスマッチング 無料 

   （２）7月2日（日）見学会バス代 （5,000円程度）、夕食会（5,000円程度） 

   （３）7月4日（火）見学会バス代 （5,000円程度）、夕食会（5,000円程度） 

    （参加者の人数によって多少の変動の可能性があります） 



３．参加者   

・日本から参加する製薬企業、現地日系企業等 

 

４．交通手段・集合場所等   

・ 今回のイベントは、プログラム１日毎に参加の選択ができるようになっており、基本は
現地集合となりますが、航空運賃、ホテル等手配について、大薬協事務局が依頼してい
る旅行会社のご利用を希望される方は西鉄旅行にお申込みください。 

 

西鉄旅行㈱ 関西営業部関西団体支店（担当：吉田浩司 氏） 

〒541-0041 大阪市中央区北浜3-5-29（日本生命淀屋橋ビル３階） 

TEL 06-6222-2791  e-mail : koji_yoshida@travel.nnr.co.jp 
 
・ 各日の集合場所はお申し込みの方にお知らせさせていただきます。 

 

５．海外旅行保険等 

  ・交流会の参加期間中、参加者の被った被害に対して、一切の責任を負いかねます。万

一の損害に備え、海外旅行保険等に任意でご加入頂くことを是非お薦めします。 

 

６．本イベントへの参加申込方法 

大薬協ホームページ上(http://www.dy-net.or.jp/)の「講演会等受付システム」にて、

お申し込み頂きますようご案内申し上げます。申し込みの方に、詳細内容について大薬協

からご連絡いたします。 

 

７．本イベントに関するお問い合せ先 

大阪医薬品協会 （担当：島居） 

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6 

TEL 06-6231-9191  FAX 06-6231-9195  Mail shimaik@dy-net.or.jp 

 



 

第３回 台湾・⽇本製薬セミナー/ビジネスマッチングin台北 
 
⽇ 時  2017年7⽉2⽇（⽇）、4⽇（⽕）台湾製薬⼯場訪問ツアー 

2017年7⽉3⽇（⽉）第３回台湾⽇本製薬セミナー/ビジネスマッチング 
 

場 所  台⼤医院 国際会議センター 
主 催 経済部⼯業局（ＩＤＢ）、⼤阪医薬品協会、財団法⼈医薬⼯業技術発展センター(PITDC） 

共 催 ⽇本製薬団体連合会、⽇本OTC医薬品協会、経済部台⽇産業合作推動辦公室、 

経済部⽣技推動⼩組 

後 援  ⽇本貿易振興機構（ジェトロ）⼤阪本部 

協  ⼒ 台北市⽇本⼯商会医薬品医療機器部会 
 
セミナー プログラム 
（同時通訳付） 
13:00-13:30 台湾・⽇本製薬セミナー受付 

13:30-13:50 挨拶︓⼤阪医薬品協会 常務理事 ⼭岸正⽂ 
財団法⼈医薬⼯業技術発展センター総経理 羅 麗珠 

13:50-13:55 挨拶︓⽇本製薬団体連合会 ⽊村政之理事⻑ 

13:55-14:25 

『台湾バイオ医薬製薬ベンチャー向け研究開発振興策』 
Strength of Taiwan Biopharmaceutical Industry and Cooperation  
Opportunities for Japan-Taiwan 
台湾 経済部⼯業局⺠⽣化⼯組 副組⻑ 陳昭蓉 

14:25-14:55 『台湾の医薬品審査および薬事政策管理』 
台湾 ⾷品薬物管理署（TFDA）薬品組代表 

14:55-15:15 休憩（コーヒーブレイク）

15:15-15:45 『⽇本のＯＴＣ・ジェネリック医薬品の台湾ビジネス展開上の課題』 
⽇薬連・国際委員会委員⻑︓⾚⽥幸雄 

15:45-16:05 『台湾における⽇系製薬企業の抱える課題』 
台湾中外製薬 董事⻑（台北市⽇本⼯商会・医薬品医療機器部会⻑）︓⻫藤好正  

16:05-16:45 

・数社による企業紹介 
・パネルディスカッション 『台湾と⽇本のWin-Winの連携戦略』 
What is the win-win strategy for Taiwanese and Japanese Pharmaceutical 
companies. 
コーディネーター︓豊⽥繁（⼤薬協︓国際連携アドバイザー、PITDC⾮常勤顧問）
パネリスト︓演者を予定

16:45-17:15 
（30分) 名刺交換会 会場にて 

 



７⽉３⽇ 台湾側ビジネスマッチング参加会社 
 
友霖⽣技医薬 Orient Pharma 
信東⽣技 Taiwan Biotech 
杏輝藥品 Sinphar Pharmaceutical 
培⼒藥品 Pei Li Pharmaceutical  
健喬信元醫藥⽣技 Synmosa Biopharma 
永勝藥品 Everest Pharm. Industrial 
永昕⽣物 Mycenax Biotech 
台康⽣技 EirGenix 
⽣泰合成 Syn-tech Chem.& Pharma 
台湾東洋薬品⼯業 TTY BioPharm 
⽣達化学製薬 Standard Chem & Pharm 
瑞安⼤薬廠 Purzer Pharmaceutical 
聨合⽣物製薬 United BioPharma 
中國化學 China Chemical & Pharmaceutical 
（確定分のみ。増える可能性あり）



７⽉２⽇ 台湾製薬⼯場訪問ツアー（バイオ医薬品/バイオシミラー⼯場訪問） 
訪問先 午前︓永昕⽣物医薬株式会社 

午後︓聨合⽣物製薬株式会社 
台康⽣技株式会社汐⽌⼯場。

予定スケジュール
07:30-09:30 
09:30-10:00 
10:00-11:00 
11:00-12:30 
12:30-13:00 
13:00-13:30 
13:30-14:30 
14:30-16:00 
16:00-17:00 
17:00-17:30 
17:30-18:00 
18:00-20:00 

移動（⽵南へ） 
永昕⽣物⼯場訪問 会社および⼯場の紹介 
質疑応答交流 ⼯場敷地内案内 
昼⾷ 
移動（新⽵へ） 
聨合⽣物⼯場訪問 会社/⼯場紹介と質疑応答交流 
⼯場敷地内案内 
移動（台北汐⽌へ） 
台康⽣技 ⼯場訪問 会社/⼯場紹介と質疑応答交流 
⼯場敷地内案内 
移動（そのまま⼣⾷会へ） 
⼣⾷会 

 
 
７⽉４⽇ 台湾製薬⼯場・薬局訪問ツアー（OTC医薬品） 

訪問先 午前︓杏輝薬品⼯業株式会社本社⼯場。 
午後︓ドラッグストア旗艦店訪問。 
康是美、⼤樹藥局。

予定スケジュール
08:30-10:00 
10:00 
10:00-10:20 
10:20-11:30 
11:30-11:50 
12:00-13:30 
13:30-15:30 
15:30-16:30 
16:30-17:30 
18:00-20:00 
散会 

移動（宜蘭県へ） 
杏輝薬品⼯業殿本社⼯場訪問  
会社および⼯場の紹介 
質疑応答交流 
⼯場敷地内案内 
昼⾷ 
移動（桃園県へ） 
ドラッグストア訪問(康是美、⼤樹藥局) 
移動（台北へ） 
⼣⾷会 

 

 



 

⼤阪医薬品協会 ⾏(fax 06-6231-9195) 

 

第３回 台湾・⽇本製薬セミナー/ビジネスマッチング in 台北参加申込書 

 

 

7/2（⽇） バイオ医薬品ツアー  □ 参加  □ 参加しない 
 
7/2（⽇） ⼣⾷会        □ 参加  □ 参加しない 
 
7/3（⽉） ビジネスマッチング  □ 参加  □ 参加しない 
 
7/3（⽉） セミナー       □ 参加  □ 参加しない 
 
7/4（⽕） ＯＴＣ医薬品ツアー  □ 参加  □ 参加しない 
 
7/4（⽕） ⼣⾷会        □ 参加  □ 参加しない 

 

 

 

 

会社名  

部署・お役職  

郵便番号  

住所  

お名前  

お名前ふりがな  

電話番号  

メールアドレス  
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