
関薬協発第390号 

令和元年10月15日 

 

会  員 殿 
大 阪 市 中 央 区 伏 見 町 2 - 4 - 6 

関 西 医 薬 品 協 会 
 

国際ビジネスセミナー 
欧州における薬事承認の今後の展望の開催について 

 (Licensing Pharmaceuticals in the EU: procedures, development strategies) 
 

英国及び欧州のライフサイエンス・薬事の動向については、日本の製薬会社も高い関心をもっている

ところです。これまでも欧州各国の大使館・領事館主催の講演会では関薬協も協力をしてまいりまし

た。 

今般、英国スコットランド政府機関 スコットランド国際開発庁は、別添のとおりセミナーを行うこ

とになり、関西医薬品協会も協力することになりましたので ご案内申し上げます。 

つきましては、本セミナーへご参加希望の方は、12月2日（月）までに関西医薬品協会ホームページ

上（ http://www.kpia.jp ）の「講演会等受付システム」よりお申し込み頂きますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

＜セミナーに関するお問合わせ＞ 

*英国スコットランド政府機関スコットランド国際開発庁 

*担当者： 金谷保恒 

* Email: Yasutsune.Kanatani@scotent.co.uk 
* TEL 090 4595 7497 



令和元年 10 月 

 

英国スコットランド政府機関 スコットランド国際開発庁主催 

 国際ビジネスセミナー 

欧州における薬事承認の今後の展望  
(Licensing Pharmaceuticals in the EU: procedures, development strategies) 

  
 

スコットランド国際開発庁は主に日本企業に英国進出、英国企業の日本進出を政府の立場でサポ

ートしております。今般、英国企業である ESPL Regulatory Consulting 社が来日する機会に本セミ

ナーを開催することとなりました。本イベントは「大阪道修町・東京日本橋連携プロジェクト」の

一環として、開催いたします。 

 つきましては、本セミナーへご参加希望の方は、12 月 2 日（月）までに協力団体の関西医薬品協

会ホームページ上（http://www.kpia.jp/）の「講演会等受付システム」よりお申し込み頂きますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

１．日 時  令和元年 12 月 5 日（木） 15 時 00 分～17 時 30 分 

 

２．会 場  ワークスタイリング大阪本町 カンファレンスフィールド 01 

        大阪市中央区備後町 4-1-3 御堂筋三井ビルディング 1F 

        （北御堂の北側隣、御堂筋沿い）TEL 06-6201-4601 

３．実施運営  

主 催  英国スコットランド政府機関 スコットランド国際開発庁 

協 力  関西医薬品協会、公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 

協 賛  三井不動産株式会社、一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J） 

 

４．参加費 無料 

 

５. 定員 70 名（先着順） 

  

６．プログラム（予定） 

言語：英語（通訳はありません） 

 

15：00 開会挨拶 
 

15：15  英国スコットランドと日本とのビジネスパートナリング 

  スコットランド国際開発庁 金谷保恒 

 

15：30 欧州における薬事承認の今後の展望 
 (Licensing Pharmaceuticals in the EU: procedures, development strategies) 

      ESPL Regulatory Consulting  Dr Helen Erwood CBiol., MRSB., MTOPRA, MIoD Chairman , 
Mr Jason Collins BSc., MSc., CSci., MTOPRA Managing Director 

 
 



テーマ１ An overview of European Marketing Authorization  Application Procedures 
テーマ２ Strategies for Development Support and Incentive schemes in Europe  
 

 

17：00 質疑応答 

 

17：20 閉会の挨拶 塩野義製薬株式会社 シニアフェロー 坂田恒昭 氏  

 

17：30～18：30 ネットワーキング（軽食付）  

 

 

＜セミナーに関するお問合わせ＞ 

*英国スコットランド政府機関スコットランド国際開発庁 

*担当者： 金谷保恒 

* Email: Yasutsune.Kanatani@scotent.co.uk 

* TEL 090 4595 7497 

  



ESPL Regulatory Consulting 社紹介 

ESPL is an established independent regulatory consultancy, owned by its team of highly experienced 
regulatory professionals, with a proven track record in supporting its clients with regulatory submission for 
Medicines, Biologics, Radiopharmaceuticals, Medical Devices, and Borderline products, including drug-
device combinations (DDC).  ESPL provides: 
 strategic advice to global pharma and consumer organisations,  
 specialised regulatory support from Phase I to Phase III for high-tech / biotech SMEs (small to 

medium enterprises), including orphan and ATMP developments, and  
 strategic input to cutting edge technologies with “incubator” spin-offs from world-renowned UK 

University research groups.   

The team has a reputation within the European regulatory community for reliability and quality in its work, 
and, importantly, for innovative regulatory thinking: The team has successfully guided many different types 
of European submissions; from very early R&D / regulatory / strategic discussions with the European 
Medicines Agency (EMA) and national agencies, through clinical development and clinical trial 
authorisations, to Marketing Authorisation submissions and device CE marking approvals.   
ESPL is also well-known for the high quality of its bespoke regulatory training, both in-house to Pharma 
and Device companies and on behalf of TOPRA (the main industry professional regulatory affairs body) 
through which ESPL has trained EU national regulatory agencies.  The team brings scientific knowledge, 
considerable regulatory experience, commitment and enthusiasm to all its regulatory activities. 
 
 

 


