プレフィルドシリンジセミナー2020 東京要旨付きプログラム
Prefilled Syringe Seminar 2020 Tokyo Program with summary.
10 月 27 日（火曜日）：Oct. 27, 2020, on Tuesday
10:25-10:30 開会の挨拶
Opening Speech

渡邊英二（日本 PDA 製薬学会 特別顧問）
Mr. Eiji Watanabe (PDA Japan)

セッション A 効率的な製造プロセス設計
Session A title: Efficient manufacturing process design
座長: 寺田勝英（日本 PDA 製薬学会 理事長）
Moderator：Dr. Katsuhide Terada（ＪＰＤＡ Chairperson）
10:30-11:00

A-1 連続生産を選択肢とするプロセス設計
Process design considering continuous manufacturing as an alternative

講演者： 杉山弘和（東京大学 准教授）
Speaker: Dr. Hirokazu Sugiyama (The University of Tokyo Associate professor)
講演要旨： 連続生産は、バッチ方式と並ぶプロセスの選択肢になった。講演者はこれまで、
固形製剤製造を対象に、連続・バッチ方式を選択肢として含むプロセス設計手法を構築して
きた。研究では、両方式の長所・短所を考慮したうえで、プロセスの数理モデルを構築し、
経済面での評価を行えるようにした。また、品質面での差異を商用スケールでの実験を通し
て分析してきた。さらに、構築した手法を産業応用するためのソフトウェアも開発している。
講演ではこれらの研究の進捗を発表するとともに、低分子・バイオ原薬や無菌製剤への展開
にも触れる。
Summary ： Continuous manufacturing has become a process alternative to the batch
technology. So far, the presenter has been developing process design methodology for solid
drug product manufacturing incorporating continuous manufacturing as an alternative. The
method enables economic assessment of the process by mathematical modeling considering
the pros and cons of both technologies. Also, the aspects of quality have been investigated
through experimental studies at commercial scales. A software is also in development in order
to apply the developed method in the industrial decision-makings. The lecture will present an
overview of these research progresses, and introduce the expansion to the manufacturing of
small-molecules, biopharmaceuticals, and sterile drug products.
11:00-11:30

A-2 バイオ医薬品の連続生産のトレンドとこれからの展望
Trend analysis for the continuous BIO-manufacturing and the future aspects

講演者：五十嵐 聡（ザルトリウス ステディム ジャパン）
Speaker：Mr. Satoshi Igarashi （Sartorius Stedim Japan K.K）

講演概要：固形製剤の連続生産のチャレンジが発表されてから 3，4 年が経過した近年、シ
ングルユース技術を活用したバイオ医薬品の連続生産の様々な試みが報告され始めている。
細胞培養用培地の高性能化、細胞培養装置/灌流培養技術の確立、プロセス解析技術の進化
などに伴い、これまで数千リットルの製造スケールを必要としていたバイオ医薬品の製造
プロセスが変革期を迎えてきている。
本講演では今日の連続生産のトレンドとこれからの展望を最新技術動向などを用いて多角
的にまとめていく。
Summary：Recently, there has been a lot of success, as well as technical documents regarding
the continuous biomanufacturing with single-use technologies.
Recently, a number of various factors have affected the current biomanufacturing process.
These include: high-performance cell-culture media; single-use bioreactor and its perfusion
technology; advance

of process technology.

Our presentation shows the trend analysis of the continuous process,

while also exploring

various advantages and drawbacks.
11:30-13:00

昼食＋展示会社プレゼンテーション
Lunch&Exhibitor Presentation

セッション B：特定領域における最新技術
Session B title: The latest technology of things
座長：鶴丸智彦（スリーエム）
Moderator：Mr. Tomohiko Tsurumaru
13:00-13:30 B-1 新規経鼻デバイスについて
High performance innovative nasal spray device
講演者：吉村 裕一（ニプロ）
Speaker：Mr. Yuichi Yoshimura （Nipro）
講演概要：パンデミックを引き起こすウイルス疾患においては、ワクチン投与による上気道
感染抑制が有効であり、そのワクチン投与は経鼻投与が最も有望な投与方法の一つと考え
られている。
我々は鼻腔粘膜へ薬液を投与する場合、薬液を正しく噴霧させることが医薬品の効果効能
を担保するうえで重要であると考えており、それに伴い噴霧薬液の粒子径及び噴霧角度が
一定かつ、使用者によらず同一の効果が得られることが必要であると考えている。
今回、シリンジ先端に噴霧ノズルを装着し、シリンジのフランジ及びプランジャー構造に工
夫を加えることによって、上記の機能を持たせたプレフィルドシリンジ型の噴霧デバイス
を開発したので報告する。
Summary：Intranasal administration of a medicine such as a vaccine is one of the most

promising methods for the suppression of upper respiratory tract infection in pandemic virus
diseases.
In order to ensure the efficacy of a medicine administered in the nasal mucosa, it is important
to ensure that the medicine be sprayed correctly, which means that the particle size and spray
angle of the medicine should be constant, and the same results should be obtained regardless
of the user.
We have developed a pre-filled syringe-type atomizing device with the above functions by
attaching an atomizing nozzle to the tip of the syringe and adding some modifications to the
flange and plunger of the syringe.
13:30-14:00 B-2 シリコーンフリーシステムと ClearX
Silicone Oil – Free Syringe Packaging System and ClearX
講演者：中村 隆之 （大成化工）
Speaker: Mr. Nakamura Takayuki

(Taisei kako)

講演概要：液充填後のシリンジはそのシリコーン微粒子の起因により薬効成分の凝集及び
吸着といった問題が発生している。そこでその微粒子を低減させるための一案として、PFS
用ピストン“ClearX”とシリコーン未塗布の COP シリンジを組み合わせた PFS システムを
提案する。これらの組合せでは薬剤中のたんぱく質の成分の吸着が低減でき、特にバイオ医
薬品に対して最適なソリューションの提供が可能である。このシステムは ISO11040 の規
格サイズを満たしており、各種局方試験、生物学的試験、エクストラクタブルズ試験も十分
に満足でき、また真空打栓やスリーブ打栓といったあらゆる充填方法に対応できるという
メリットがある。
Summary：Syringe filled with pharmaceutical potentially involves issues of aggregation and
adsorption of active pharmaceutical ingredients, induced by silicone oil particles.
One of proposals will be here presented to reduce particles by using PFS system combined
with non-siliconized COP syringe and stopper “ClearX” designated for PFS.
The combination enables to reduce adsorption of protein in pharmaceutical ingredients and
to provide best solution especially for biopharmaceuticals. It meets ISO11040 regulation
and satisfy every criteria and assessment such as pharmacopeias, biological tests and
extractables study.

Furthermore, it has advantage of applicability to some stoppering

methods, e.g. under-vacuum and through-sleeve piping in filling process.
14:00-15:00 休憩時間＋展示会社プレゼン
Break Time and Exhibitor Presentation
セッション C：一次容器管理技術
Session C title: Primary container management technology

座長：ガブリエレ ペロン（ステバナートグループ）
Moderator: Mr. Gabriere Peron (Stevanato Group)
15:00-15:30 C-1 ブローフィルシール技術を使用した新しい挿入成型と連続製造
NEW

DEVLOPMENTS

IN

INSERT

MOULDING

AND

CONTINUOUS

MANUFACTURING USING BLOW FILL SEAL TECHNOLOGY
講演者：ラジーヴ カブール（ブリベッティ アンジェラ）
Speaker：Mr. Rajeev Kabbur (Brevetti Angela)
Summary:We had already presented SECUREJECT PREFILLED SYRINGES in earlier
editions of PDA events. SECUREJECT syringes are made using Blow fill seal technology
starting from Polymer. Secureject prefilled syringes can be produced in 50 square meter at a
speed up to 8000 syringes per hour.
We have now some new developments which are:
1.

Filling OEB 5 Level products using MODIFIED BFS Technology

2.

Single use Nasal spray

3.

Multi use eye drop without preservative

4.

Multi use Nasal spray without preservative

5.

Aseptic filling of very small batches of very expensive products. Reduced loss of

product.
Some thoughts on continuous manufacturing using blow fill seal process, advantages and
limitations
仮訳：私たちは PFSS 東京で SECUREJECT PREFILLED SYRINGES をすでに提示してい
る。 SECUREJECT シリンジは、Polymer から始まるブロー充填シール技術を使用して製
造されている。 このシリンジは、1 時間あたり最大 8000 シリンジの速度で 50 平方メート
ルの製造場所で製造できる。
現在、次のような新しい開発が行われてる。
1. MODIFIED BFS テクノロジーを使用した OEB 5 レベル製品の充填
2.使い捨て鼻スプレー
3.保存料なしの多目的点眼薬
4.保存料なしの多用途鼻スプレー
5.非常に高価な製品の非常に小さなバッチの無菌充填。 製品の損失の減少。
ブローフィルシールプロセスを使用した連続製造に関するいくつかの考え、利点と限界を
話す。
15：30－16：00

C-2 オートメーションに特化した製品・デバイスとその製造工程につい

て
Shared experienced of highly automation in combination products and device manufacturing
講演者：アレッサンドロ・モランドッティ(ステバナートグループ)

Speaker：Mr. Alessandro Morandotti (Stevanato Group)
Summary： Last innovation in the primary packaging manufacturing process
Syringes and cartridges are reference containers for drug deliver systems (autoinjectors, pen
device, wearable)
We would like to illustrate the automation applied on the different production steps with the
goal of increasing the performances and reduce risk of contamination
In the overview will be presented also the integrated inspection technologies to match the
requirements of devices.
Device assembling technologies offering based on scalability and flexibility
During the definition of the device manufacturing process, the automation has different levels
of implementation due to the stage of the device development
Requirements from clinical and early phase production to full scale
Adoption of the modular approach to reduce validation cost and time to support all the
development phases.
Flexible technology to offer platforms for multiple devices
講演概要：一次包装の製造工程におけるイノベーションテクノロジー
ドラッグデリバリーシステム向け包装資材（オートインジェクター、ペン型デバイス、ウェ
アラブル）
：シリンジおよびカートリッジ
デバイスのパフォーマンス向上および汚染リスクを低減することを目的としたオートメー
ション生産
デバイスの製造要件に適合した高精度検査技術の紹介
スケーラビリティおよびフレキシビリティに優れたデバイス組立技術
デバイス開発および製造工程におけるオートメーションラインの実装
臨床から商用生産へ以降する際に求められる要件
各開発フェーズに必要なコストと時間を削減するためのモジュール式アプローチ
様々なデバイスプラットフォーム提供を可能にするフレキシブルテクノロジー
16:00-16:30

C-3

ウェアラブル注射器のような新しいドラッグデリバリーデバイスには

革新的な医薬品一次容器ソリューションが必要です。
Novel drug delivery devices like wearable injectors demand innovative primary packaging
solutions
講演者：ﾄﾞミンク・バード

(ショット）

Speaker: Mr. Dominique Bauert (Schott)
講演概要： ウェアラブル注射器の医薬品一次容器は、薬物の安定性、デバイスの互換性、
正確な投与、簡単な製造を確保すために特別な注意が必要です。医薬品一次容器設計には 2
つの方法があります。 1 つは、デバイスに適合する医薬品一次容器を設計すること。 も

う 1 つは、既存のタイプの医薬品一次容器中心にデバイスを構築すること。
このプレゼンテーションでは、ウェアラブルインジェクターの展望と、ガラスとポリマー
（環状オレフィン）の両方に関連する医薬品一次容器ソリューションについて説明します。
Summary: The primary packaging container in wearable injectors needs special attention to
ensure drug stability, device compatibility, accurate dosing and easy manufacturing. There
are two paths to designing primary packaging. One is to design the primary packaging that
fits into a device and the other is to build the device around an existing type of primary
packaging.
This presentation will discuss the wearable injectors landscape and the associated primary
packaging solutions both in glass and polymer (cyclic olefins).
セッション D：欧州規制状況
Session D title： European regulation of combination products
座長：後藤健太（ジョンソン・エンド・ジョンソン）
Moderator: Mr. Kenta Goto (Johnson & Johnson)
16:30-17:00 D-1 欧州医療機器規制の枠組みにおいてコンビネーション医薬品向けデバイ
スが必要とする薬事的要件
Regulatory Requirements on device-components within the new European framework
講演者：アリソン・バスコ（BD フランス）
Speaker：Dr. Alison BASCOU（BD France）
講演概要：2020 年 5 月に施工される欧州医療機器規制（EU MDR）は、薬剤/生物学的製剤
におけるプレフィルシリンジなどのコンビネーション製品開発に対して新しいパラダイム
を創造することになる。この講演では、本規制における広範な新要件と申請プロセスに対処
する方法について、デバイスメーカーとしての視点から広く論じる。新規制では、グローバ
ル規模における安全性や機能に関する要件へのアナリシスが規定されると同時に、医薬品
市販承認取得者（MAH）が今後欧州の認証機関と直接関わりあっていく必要がある。これ
は新規の申請だけでなく、大きな変更申請についても対象となる。このように明確で全体論
的な規制を導入することにより、コンビネーション製品の特異性を認知する国は増加して
おり、欧州の動きはその一部である。ここではさまざまに異なる国際的なアプローチの概要
についても見て行きたい。
Summary: The European Medical Device Regulation (EU MDR) will come into force in May
2020, creating a new paradigm for drug/biologic - device combination products, such as prefilled syringes. This talk will provide a device-component manufacturer’s perspective on how
to deal with these extensive new requirements and registration pathways. An analysis of the
new Global Safety and Performance Requirements will be provided as well as how Marketing
Authorization Holders will now have to interact directly with European Notified Bodies. New

submissions but also substantial changes will be discussed. Europe is thus part of the
increasing number of countries to acknowledging the specificities of combination products by
introducing specific holistic regulations. This is the opportunity to have a brief look at
different international approaches.
17:00-18:00 展示延長時間
10 月 28 日（水曜日）
：Oct. 28, 2020, on Wednesday
セッション E：医療現場事例と投与管理技術
Session E Title: Medical Case Study and Administration Technology
座長：鈴木宏明（フェッターファルマ）
Moderator：Mr. Hiroaki Suzuki (Vetter-pharma)
10：30-11：00 E-1 介護事業所におけるインスリン自己注射及び COVID-19 対策の現状
Current situation regarding Insulin self-injection and countermeasure of COVID-19 at
nursing homes
講演者：遠山 光一、柴垣

竹生（エクセレントケアシステム）

Speaker: Mr. Kouichi Toyama and Mr. Takeo Shibagaki
講演概要：介護現場におけるインスリン自己注射においては、2019 年に厚生労働省が「介
護職員によるインスリン自己注射サポートについて」において医行為に該当しない例を 12
例具体的に示し、介護職に実施可能な範囲を提示した。本来は喀痰吸引と同様、内容は早期
に介護現場に反映されるべきであるが、実情としてどうであるか。
そこで今回は、インスリンに関して、自己注射サポートの現状と今後の対策について、複数
施設のヒアリング結果より考察を交えて紹介する。
なお、併せて、日本国内でも罹患者が 4 万人を越えた COVID-19 について、介護施設にお
ける対策の実情及び、社員の認識についても言及する。
Summary：Regarding the Insulin self-injection at the nursing care site, in 2019, the Ministry
of Health, Labor and Welfare specifically showed 12 cases that do not correspond to the
medical practices in “Insulin self-injection support by nursing care staff” and presented the
range that can be implemented by nursing care staff.
Originally, the contents should be reflected in the nursing care site as early as in the case of
sputum aspiration, but what is the actual situation? Therefore, this time, with regard to insulin,
the current status of self-injection support and future measures will be introduced with
discussions based on the results of interviews at multiple facilities.
At the same time, the actual implementation status of nursing care facilities and employee
awareness will be mentioned under the situation of COVID-19, which has more than 40,000
affected individuals in Japan．

11:00-11:30 E-2 TCI による自動静脈麻酔投与
TCI: Automatic intravenous anesthesia administration technology.
講演者：八木 昭彦（テルモ ME 開発部）
Speaker: Mr. Akihiko Yagi （Terumo ME R&D）
講演概要：TCI (Target Controlled Infusion)とは静脈麻酔で用いられる薬剤投与技術である。
この技術によって投与されている薬剤の濃度をシミュレーションによって推定し、推定さ
れた結果をもとにポンプを自動制御することで体内の薬剤濃度を素早く目的の値に到達さ
せ、その後一定に保つように薬液を投与することが可能となる。本講演では TCI で用いら
れている計算方法や制御方法について解説するとともに TCI 技術を用いることの利点につ
いても説明する。さらに TCI 機能が組み込まれているポンプや各国の TCI に関する状況、
最新知見による将来展望についても紹介する。
Summary:TCI (Target Controlled Infusion) is the auto controlled drug administration
technology used in intravenous anesthesia.

This technology enables to estimate the

concentration of the drug in the body by simulation, and possible to reach the drug
concentration to the target value quickly, and keep the drug concentration by controlling drug
administration based on the simulation result.
We will explain the simulation and control methods used in TCI, and the advantages of this
technology. In addition, we will introduce the infusion pump equipped the TCI function, as
well as the status of TCI in the world and future prospects with the latest technology.
11：30－13：00 昼食＋展示会社プレゼンテーション
Lunch & Exhibitor Presentation
セッション F 最新の工程無菌管理技術
Session F title : Latest process sterility control technology
座長：森川実千代（テルモ）
Moderator：Ms.Michiyo Morikawa(Terumo)
13:00-13:30 F-1 迅速微生物試験装置の実装例と導入のポイント
Implementation example of RMM and key points of introduction
講演者：澤田周二（アズビル）
Speaker: Mr. Shuji Sawada ( Azbil)
講演概要：第十七改正日本薬局方の参考情報に「微生物迅速試験法」が新規に収載され、様々
な方式の迅速微生物試験装置が定義されました。これを契機にこれからの普及が進むと考
えられていますが、本講演では導入するにあたり必要な検討項目や管理運用の実例を紹介
します。
Summary: RMM is expected to spread in the future. In this talk, I will introduce the items to

be considered for the introduction and examples of management and operation.
13:30-14:00 F-2 低エネルギー電子線による迅速滅菌ＰＦＳ製造における電子線の利用
Ｌow energy electron beam sterilization for aseptic process
講演者：坂井 一郎（日立造船）
Speaker: Dr. Ichiro Sakai（Hitachi Zosen)
講演概要：医薬品や再生医療等製品の製造工程において、資材や原料等（例えば滅菌済のシ
リンジを配列したタブや、培地等の試薬や細胞を含むボトルやバイアル）を無菌操作する区
域へ高速かつ安全に迅速導入するシステムが求められている。本講演では、初めに 2 種類
のタイプのコンパクトな低エネルギー電子線照射器の構成と性能を紹介し、電子線照射が
材料に与える影響や微生物への滅菌効果を解説する。次に、低エネルギー電子線照射器の工
業的な応用例として、プレフィルドシリンジのタブの外装滅菌機や、再生医療向けの電子線
滅菌パスボックスの構成と特徴を報告する。
Summary：The high-speed and safety transfer system of plastic materials to the aseptic area
is demanded in the pharmaceutical and regenerative medicine applications.
A number of techniques like H2O2 gas tunnel, non-touch transferring(NTT) and alcohols
wiping were used. However, there remains the question whether they are applicable.
By using low electron beam sterilization, the timely transfer can be achieved and harmful
effect of plastic containers being affected by thermal distortion, charging and fragrance can
be avoided.
First the structure and performance of two types of compact low energy electron beam
emitters are introduced and the effect to materials caused by electric irradiation and
sterilization effect to microorganism.
And then we present the performance and feature of two machines. One is sterilizer for the
tub including the pre-sterilized syringe. The other is pass-box with sterilization for bottle and
vials filled in raw materials.
14：00-15：00 休憩時間＋展示会社プレゼンテーション
Break Time and Exhibitor Presentation
座長：ブリギッテ・ルッターヘルレ（フェッター）
Moderator：Ms. Reutter-Haerle Brigitte （Vetter）
15：00-15：30 F-3 フェッタークリーンルーム技術 V-CRT を用いた操作面
Operational Aspects of Syringe-Filling using Vetter Cleanroom-Technology
V-CRT®
講演者：ヨルグ ジンマーマン（フェッター）
Speaker: Mr. Joerg Zimmermann (Vetter-Pharma Fertigung GmbH)
Summary：Short introduction
Syringe filling process case study

Integration of Vetter requirements for V-CRT®:

Vetter Cleanroom Technology

Implementation and Qualification including Media Fills
Operational Aspects of V-CRT®
HydrogenPeroxide online-measurements
Evaluation of effects of residual hydrogen peroxide on products
Lessons learned and conclusions
講演概要 仮訳：短い紹介
シリンジ充填プロセスのケーススタディ
VV-CRT®の Vetter 要求事項の統合：Vetter クリーンルームテクノロジー
培地充填を含む実施と検証
VV-CRT®の運用面
過酸化水素のオンライン測定
残留過酸化水素の製品への影響評価
学んだ教訓と結論
セッション G：アジア規制状況と製品流通管理
Session G Title: Asian Regulatory Status and Product Distribution Management
座長：ブリギッテ・ルッターヘルレ（フェッター）
Moderator：Ms. Reutter-Haerle Brigitte （Vetter）
15：30－16：00 G-1 PFS を基本としたコンビネーション製品のユニットレベルの追跡
とトレース
Unit-Level Tracking and Tracing of PFS-based Combination Products
講演者：マルクス バウス（SHL）＆今西浩之(村田製作所）
Speaker: Markus Bauss (SHL)andHiroyuki Imanishi (Murata Manufacturing)
Summary：21CFR 610.14 and 211.84 of the US FDA’s requirements address the inspection
and testing of final containers to ensure the identity of drug products.
The most common option today is to apply additional labels after the filling stage, most of
which carry color coding or 2D codes.
With an increasing need to include additional information on the unit-level to enable new
opportunities in an Industry 4.0 and IOT environment, pharmaceutical companies are
currently investigating alternative technical solutions.
Advances in technology outside the pharmaceutical sector have evolved significantly, with
Japan as one of the leading countries in electronic smart components. Latest technologies in
radio-frequency identification (RFID) enable the integration of smart components in rigid
needle shields (RNS) with limited alteration to the container’s design. The technology also
makes it possible to record data across multiple handling sites and can potentially be applied
to patient handling to support digital health.

The talk will discuss the technicality of incorporating the RFID technology from both the
manufacturing and traceability perspectives, and share lessons learned so far from a
collaboration project of a combination product.
講演概要 仮訳：米国 FDA の要件の 21CFR 610.14 および 211.84 は、医薬品の同一性を確
保するために最終コンテナの検査と試験を要求する。
今日の最も一般的なオプションは、充填段階の後に追加のラベルを適用することである。
インダストリー4.0 および IOT 環境で新たな機会を可能にするためにユニットレベルで
追加情報を含める必要性が高まる中、製薬会社は現在、代替の技術的ソリューションを調査
している。
製薬分野以外の技術の進歩は大きく進化し、日本は電子スマート部品の主要国の 1 つとな
っています。 無線周波数識別（RFID）の最新技術により、スマートコンポーネントを剛体
ニードルシールド（RNS）に統合し、コンテナの設計をわずかに変更することで可能である。
このテクノロジーにより、複数の処理サイトにわたってデータを記録することも可能にな
り、デジタルヘルスをサポートするために患者の取り扱いに適用できる。
本講演では、製造とトレーサビリティの両面から RFID 技術を取り入れる技術について議
論し、コンビネーション製品のコラボレーションプロジェクトからこれまでに学んだ教訓
を共有する。
16：00－16：30 G-2 アジア太平洋地区における医療機器素材に対する規制要求事項
Regulatory requirements for medical device components in Asia-Pacific
講演者：ディネシュ・ホカル（アムジェンバイオテクノロジーシンガポール）
Speaker: Dr Dinesh Khokal, PhD（Amgen Biotechnology Singapore）
講演概要：医薬品-医療機器のコンビネーショ製品を市場に投入する業過には、患者が求め
る革新的な治療を提供する絶好の機会であるが、独自の課題に直面しています。
このプレゼンテーションでは、アジア太平洋地域の選択された経済圏における医薬品-医療
機器のコンビネーショ製品における医療機器材料の規制要件と標準の適用にフォーカスし
ています。コンビネーション製品の申請と承認後のライフサイクルマネージメントにおけ
る規制、機会と課題を探ります。また、規制当局と業界が協力してコンセンサスを取得し、
課題を克服することにより患者に利益をもたらすアイデアも提案しています。
さらに、この講演では、革新的な治療法の提供を促進し、コンビネーション製品のアクセシ
ビリティと可用性を向上させるための、世界標準の最適化と医療機器のガイダンスと規制
の収束に関する業界の期待についても触れます。
Summary: The industry bringing drug-device combination products to market have great
opportunities to offer innovative therapies to patients in need, but it also faces unique
challenges. This presentation focuses on the regulatory requirements and application of
standards for the medical device components in the drug-device combination products in a
few selected Asia-Pacific economies. It explores opportunities and challenges for the industry

with regulatory pathways for registration and post licensure lifecycle management of
combination products. It also proposes ideas on how regulators and the industry can work
together to develop a consensus and co-create solutions to overcome challenges to benefit the
patients. Additionally, this talk also touches upon industry expectations on optimization of
global standards and convergence of medical device guidance and regulations to facilitate
delivering innovative therapies and enhance accessibility and availability of combination
products.
16:30-17:00 H-1 パネルディスカッション（事前質問に対する回答および討論）
Panel discussion (Answer to prior question and discussion)
座長：渡邊英二
Moderator：Mr. Eiji Watanabe
16：30 閉会 Closing

