INVITA
TION
第10回

WHODrug User Group Meeting 開催のご案内
ウプサラモニタリングセンター（UMC）主催
日時
2018年12月11日（火曜日）
ユーザーミーティング：午後12時20分 ～ 午後6時30分
受付開始時間：午前11時30分～12時20分
場所
スウェーデン大使館
〒106-0032 東京都港区六本木1-10-3-100

拝啓
時下ますますご清栄のことと存じます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
今年も私どもウプサラモニタリングセンターのユーザーグループミーティング（UGM）開催のお知らせを
お送りする時期となりました。
今年は日本スウェーデン外交関係樹立150周年、
また私どもUMCもちょうど40周年を迎え、
日本でのUGM
も10回目といろいろな意味での節目の年となりました。そこで、初の試みとして日本語のビデオも作成し
てみました。実践性を考え、第一弾のテーマはInsightの使い方です。下記のリンクよりご覧頂き、
ご感想
をお聞かせ願えればと思います。 https://www.who-umc.org/whodrug/training/videocasts/
またUGMも今年は少し趣向を変え、UMC側からの発表に加え、製薬企業やCRO業界からの視点でのご発
表に力を入れた構成と致しました。実践的な内容のご発表はもとより今後の展望を話し合うきっかけとし
ていただけるようなテーマでのご発表も予定されております。
ただ、一つ残念なお知らせは、例年ご好評をいただいております大使公邸でのUGM後のレセプション開催
を今年は、見送ることとなりました。最後の最後まで折衝を重ねて参りましたが、150周年ということで、
ご多
忙な大使のご予定を確保できなかったためです。その代わり、
スウェーデンの伝統的な焼き菓子をご用意
したコーヒーブレーク
（FIKA）を皆様に、そして当日の抽選で約10名様をSweden料理レストランでの立食
意見交換会にご招待させて頂きます。
また、ロビーホールでは150周年記念行事の一つ、クリスタル展示
会が開催中で、そちらもご覧いただけるかと存じます。
お蔭様でこれまでのミーティングでは、即満席となっております。
どうぞお早めにお申し込みください。
少なくとも各社1名様のお席をご用意致します。席に余裕がありましたら、複数名のご参加も可能です。
なお、UGMは無料ですが、準備の都合上、近々のキャンセルは、キャンセル料を頂く場合もございます旨、
ご理解ください。また、すべてのプレゼンテーションに同時通訳が入ります。
参加申し込みは、
メールに記載されたリンク先よりお願いします。
ファーマコビジランスや臨床開発に携わる方々、あらゆるユーザーの方々のご来場をお待ちしております。
敬具

WHODrug Team 企画担当一同
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INVITA
TION
The 10th official

WHODrug User Group Meeting
The Uppsala Monitoring Centre
Date
Tuesday, December 11, 2018
User Group meeting: 12:20 - 18:30
(Registration: 11:30 - 12:20)
Meeting location and Venue
The Swedish Embassy in Tokyo
1-10-3-100, Roppongi,
Minato-ku, Tokyo 106-0032

The WHODrug Team at Uppsala Monitoring Centre is pleased to invite you to attend the 10th
official WHODrug User Group Meeting in Japan. WHODrug User Group Meetings provide
excellent learning and networking opportunities and are targeted for WHODrug Users from
various fields, such as Pharmacovigilance and Clinical Drug Development. The WHODrug
User Group Meeting in Japan aims to act as a discussion and knowledge sharing forum for
WHODrug Users in Japan. All presentations will be translated simultaneously.
To celebrate the 40th year anniversary of Uppsala Monitoring Centre, we are pleased to invite
you to Swedish, traditional coffee breaks (“Fika”) during the meeting day. Additionally,
10 lucky attendees will be randomly selected to a Swedish Restaurant for networking
opportunities.
Participation fee is free and includes the coffee breaks. Travel and accommodation are to be
borne by the attendees. One seat per company is reserved, but you do have the possibility to
apply for more seats (to be confirmed upon availability). We reserve the right to charge a fee
for late cancellations.
Previous User Group Meetings have been very popular and filled up quickly, so please make
sure to register as soon as possible.
We are looking forward to welcoming you to our 10th WHODrug User Group Meeting in
Tokyo!

Welcome wishes,
The WHODrug Team
Uppsala Monitoring Centre
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