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2021 年 PDA バイオ医薬品における無菌操作コンフェランス 講演者 紹介 

 

 

 

LUIGI ANNONI 

IMA LIFE 社 上級無菌スペシャリスト 

・INJECTA、複数製品製造のための高度なロボットソリューション 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Luigi は、ISTIM ミラノで電気機械工学の学位を取得しています。 彼は現在、IMA LIFE 

Italy の無菌スペシャリスト兼戦略的マーケティングアドバイザーです。 彼は 1989 年にイ

タリアとロシアのエリアセールスマネージャーとして IMA グループに加わりました。 IMA

に入社する前は、ISPRA 原子力発電所で働くエンジニアリング会社に勤務していました。 

その後、エンジニアリング会社の ALPINA にジュニアプロポーザルマネージャーとして入

社し、しばらくしてプロポーザルの責任者に任命されました。 
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ENRICO BARICHELLO 

ステバナートグループ プロダクトマネージャー 

・ガラス製プレフィルドシリンジ：バイオ医薬品の懸念に対処するための製造戦略 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Enrico Barichello は、パドヴァ大学で工業技術を基礎として経営学修士号を取得し、技術的

概念と複雑なプロセスの幅広いスキルを習得しました。  

彼は 2017 年にシリンジプラットフォームの製品管理スペシャリストとしてステバナート

グループに加わりました。 彼は、製品を市場に出すために必要なすべての活動を提案およ

び調整し、さまざまな会社の機能間のギャップを埋め、関係するチームを調整しました。 

2021 年 1 月から、彼は製品のオーナーとして、新しい革新的なプラットフォーム SG Alba®

のロードマップと実行を担当しています。 
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JIA MIN BOO 

ウェスト ファーマシューティカルサービス 技術アカウントスペシャリスト 

・栓の機能と湿度対応に影響を与える要因 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Jia Min Boo はシンガポール出身で、シンガポールの南洋理工大学で材料科学工学の学士号

を取得しています。彼女は 2013 年 7 月に技術アカウントスペシャリストとしてウェスト 

ファーマシューティカル シンガポールに入社しました。 彼女は、アジア太平洋地域の製

薬会社に技術サポートを提供し、製品の推奨事項、技術トレーニング、アドバイスを提供し

て、顧客が自社の医薬製品に必要なウェストの幅広い製品ポートフォリオをスムーズかつ

簡単に取り入れられるようにしています。 
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JAVIER CAMPOSANO 

セルトリオン INC 副社長 グローバル医薬品拡張部門責任者 

・最初に（コンフェレンスの意義） 

・セッション 3：導入講演 COVID-19 および新規技術 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Javier Camposano はセルトリオン INC の副社長で、グローバル医薬品拡張部門の責任者。

をつとめています。以前は、Baxter で、CAPEX の無菌充填、技術移転、商業開発プロジェ

クトを主導する管理職として、充填および最終製品のエンジニアリングで部門の枠を超え

た機能を監督していました。 
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MAX FERNANDEZ 

前 サムスンバイオロジクス グローバル薬事部長 

・米国および中国におけるバイオシミラーのライセンスに関する現在の規制要件 

・セッション 7：導入講演 容器及び栓 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Max Fernandez は、グローバルな薬事規制戦略、CMC 薬事、品質、および生物学的製品の

製造/技術運用において 20 年以上の経験とリーダーシップを持っています。 

彼は、韓国の仁川にあるサムスンバイオロジクスの前グローバル薬事担当上級部長です。 

彼は同社のすべてのサイト関連の品質保証および薬事規制活動が企業基準および適用され

る薬事規制に準拠して行われることを保証する責任を持っていました。 
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KAVITA RAMALINGAM IYER 

GSK 部長／バイオ医薬品 CMC 薬事チームリーダー 

・韓国における生物製剤およびワクチンの登録と薬事規制のライフサイクルマネジメント

における現在の課題および潜在的な解決策についての業界の見解 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Kavita Ramalingam Iyer 博士は、GSK のグローバル薬事組織内の腫瘍学プログラム CMC 

薬事チームおよびプログラムリーダーです。彼女は、ワクチン製造、プロセス開発、GMP 

施設の設立、ワクチンおよび生物製剤技術の移転、人材育成、戦略的イニシアチブを主導し、 

現場監査を実施してきており、製薬業界で 11 年以上の経験があります。  

Merck＆Co., Inc.に在籍中、彼女は複数のプログラムと製品ポートフォリオの責任者を務め 

ました。これには、ワクチンと生物製剤の治験および商業スペースをカバーする新しい 

mRNA 療法と組み合わせ製品が含まれます。 

Kavita は、リーンシックスシグマブラックベルトとして認定されており、改善、シックスシ 

グマ、リーンの原則を採用することで、プロセスの大幅な改善を推進してきました。 

規制専門家としての彼女の現在の役割では、Kavita は、エンドツーエンドの製品文書ライフ 

サイクル活動の調査、初期登録、および承認後のフェーズを管理する責任があります。これ 

にはグローバル規制に準拠した CMC 規制戦略の開発、形成、実装、世界的な登録をサポー 

トする規制文書の開発、マトリックスチームの規制 CMC 担当者の指導、初期開発およびク 

ロスファンクショナルチームの指導が含まれます。 

彼女はまた、Bio Phorum Operations Group（BPOG）と呼ばれる業界フォーラムで GSK  

CMC 薬事の代表を務めています。 製品開発、登録、承認後の変更をカバーする新たな規 

制やガイダンス文書に取り組む業界の専門家と協力して、いくつかの会議での講演を行い、 

複数のポジションペーパーを公開しています。 彼女は、最近 ANVISA とやり取りし、承認 

後の変更の複雑さと影響について発表した BPOG 代表の 1 人でした。 最近、彼女は CASSS 

アソシエイトディレクターに就任しました。 

Kavita はインドのアンナ大学でバイオテクノロジーの博士号を取得し、メルクに入社する 

前にはミネソタ大学で博士研究員として、抗体工学と合成生物学を研究していました。 
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CHRISTINA JULI 

ベーリンガーインゲルハイム ドイツ TECH RA GERMANY III 責任者 

・韓国における生物製剤およびワクチンの登録と薬事規制のライフサイクルマネジメント

における現在の課題および潜在的な解決策についての業界の見解 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Christina Juli 博士は、ドイツのヴュルツブルク大学で薬学を学びました。彼女は薬化学分 

野での博士号取得後、2012 年に、ドイツのウルムにある ratio pharm GmbH に勤務しまし 

た。彼女は、ジェネリック EU 薬事規制規制メンテナンス部門のシニアマネージャーとして 

プロとしてのキャリアを開始しました。 2018 年以来、彼女はドイツのビーベラハにあるベ 

ーリンガーインゲルハイムファーマ GmbH＆Co.KG の Tech RA 部門で働いています。 

彼女は Tech RA Germany III の責任者として、生物製剤の CMC 開発に注力し、臨床試験 

および新薬申請のための CMC 文書の定義、編集、レビュー、および世界中での承認後変更 

の申請を担当しています。それを超えて、彼女は自分のビジネスユニットを担当する薬事専 

門家として、世界中の製薬およびバイオ医薬品会社からの薬事申請、薬事規制、ガイドライ 

ン、およびポジションペーパーをモニターしています。 

彼女は Bio Phorum Operations Group（Post Approval Strategy ワーキンググループ）に積 

極的に参加しています。 
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HIROHITO KATAYAMA 

ノバルティス 細胞および遺伝子工学製品サプライヤー関係管理責任者 

. 日本市場での目視検査：手動の目視検査における校正の標準化が、オペレーターの検査能

力の確認にどのように役立つか 

・パネルディスカッションと質疑応答 

彼は、ノバルティスファーマ株式会社の細胞および遺伝子工学製品サプライヤー関係管 

理責任者です。 彼は、製剤および技術開発、検証、目視検査、微生物迅速試験および製造 

において 35 年以上の経験があります。 彼は現在、日本 PDA 製薬学会滅菌製品 GMP 委員 

会、再生医療ワーキングチームのリーダーを務めています。 彼は 1996 年から PDA の会員 

で、この 14 年間、日本薬局方微生物試験法の編集委員でした。 彼は日本の ISO TC198 WG9 

の議長です。 

  



2021 年 10 月 19 日(火)~21 日(木) 

2021 年 PDA バイオ医薬品における無菌操作コンフェランス 講演者 紹介 

 

 

 

JEROME KIM 

国際ワクチン研究所 局長 

・基調講演：有効性探索から製品実現まで：薬事戦略と COVID-19 ワクチンの開発 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Jerome H. Kim、M.D。は、国際ワクチン研究所（IVI）の局長です。彼は、MHRP の分子

ウイルス学および病因研究所の主任代理および主任、ならびに米国陸軍医療材料開発活動

の HIV ワクチンおよび高度概念評価プロジェクトのプロジェクトマネージャーを務めまし

た。 

キム博士は、Uniformed Services University of the Health Sciences の医学部感染症部門の教

授でした。 2004 年から 2009 年にかけて、彼は陸軍における HIV ワクチン第 III 相試験

（RV144）を主導しました。これは、HIV ワクチンが感染を防ぐことができるという最初

の実証と、その後のワクチン接種後の HIV 感染防御と配列変化の実験的相関を特定した画

期的な研究です。彼は 200 以上の出版物を執筆しています。 

キム博士は 1984 年にエール大学医学部を卒業し、デューク大学医療センターで内科と感染

症のフェローシップの研修を修了しました。 2013 年に彼は Uniformed Services University 

of the Health Sciences 医学部から優秀な研究に与えられるジョンマーハー賞を受賞しまし

た。 
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WON MIN KIM 

セルトリオンファーマ バイオプロセ a スチーム アシスタントマネージャー 

・ケーススタディ–セルトリオンシリンジにおける目視検査の課題 

・パネルディスカッションと質疑応答 

WON MIN KIM は、セルトリオンファーマの製造部門のバイオプロセスチームのアシスタ

ントマネージャーです。 現在の職務では部品洗浄機、オートクレーブ、層流フードのバリ

デーションの確立とその実施を担当しています。 彼は Seidenader 社の新しいプレフィルド

シリンジ自動検査機をセットアップし、それらのバリデーション全体を実行しました。 現

在、彼はシリンジ自動検査機の追加のバリデーションを監督し、自動検査操作ラインを改善

しています。 

彼は 2016 年に造粒装置エンジニアとして入社し、会社の装置のハード及びソフトの保守を

担当しました。 彼はまた、QMS 文書（逸脱、CAPA、変更管理）と新しい造粒装置を設定

しました。 

WON MIN KIM は韓国の忠清北道大学で産業安全工学の学位を取得しました。 

  



2021 年 10 月 19 日(火)~21 日(木) 

2021 年 PDA バイオ医薬品における無菌操作コンフェランス 講演者 紹介 

 

 

 

DAVID KING 

サムスンバイオロジクス 医薬品製造部長 

・モノクローナル抗体からワクチンまで：障壁の克服と、パンデミック対応としての 

迅速供給 

・パネルディスカッションと質疑応答 

David King は生物学の学士号を取得しており、製薬および医療機器業界で 29 年の経験があ

ります。彼はフィルターメーカーの GelmanSciences および非経口メーカーの Fuji-Sawa で

のキャリアの最初の 5 年間は微生物学者でした。彼は医療機器メーカー（Volcano および

Tandem Diabetes）で品質エンジニアとして 7 年間を過ごし、滅菌（蒸気、ガンマ、ETO）

に重点を置き、生産に沿った新しい滅菌プロセスの設計とバリデーションを主導しました。

彼は 18 年間、無菌充填製造施設（Parke-Davis、Genentech、Jubilant Hollister Stier、Samsung 

Biologics）を管理してきました。彼は、複雑な処方、ほとんどの容器施栓系、厳しいプロジ

ェクトのタイムライン、製造の収益性を導くことなどに幅広い経験を持っています。 

彼は現在、韓国のサムスンバイオロジクスの医薬品製造部長であり、臨床市場と商業市場の

両方で無菌充填ラインへのバイオ医薬品の導入において、200 人以上の従業員のチームを率

いています。 
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SOK TIANG KOH 

ウェストファーマシューティカルサービス 科学及び技術サービス担当副社長 

・セッション 6：導入講演 容器施栓系 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Sok Tiang は、包装での要求事項から最終製品の製造まで、規制に基づく環境下での注射射

のライフサイクルマネジメントにおいて豊富な経験を持つ産業薬剤師です。 現在、アジア

太平洋地域の科学技術サービス担当副社長であり、多国籍製薬会社での無菌製造の豊富な

経験を経て、地域技術サービスマネージャーとしてウェストに入社しました。 ウェストで

の在職期間中、彼女は事業開発からマーケティングおよび研究開発まで、さまざまな役割を

担ってきました。 

彼女のこれまでのトレーニングと経験により、彼女は医薬品の封じ込めと配送システムの

課題に対処するための技術的ソリューションを顧客に提供しています。 さらに、彼女はま

た、業界のトレンドと規制要件に関する考察を提供して、彼らのニーズをサポートしていま

す。 

Sok Tiang は、シンガポール国立大学で薬学の優等学位と MBA を取得しています。 

  



2021 年 10 月 19 日(火)~21 日(木) 

2021 年 PDA バイオ医薬品における無菌操作コンフェランス 講演者 紹介 

 

 

 

BETH KROEGER 

STERIS CORPORATION ライフサイエンス分野 技術サービス上級マネージャー 

・無菌操作に関する重要な考慮事項 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Beth Kroeger は、STERIS Corporation のライフサイエンス部門のテクニカルサービスシニ

アマネージャーです。彼女は現在、汚染調査、洗浄とプロセスバリデーション、およびクリ

ーンルームの環境制御に関連するグローバルな技術サポートを提供しており、いくつかの

業界や教育機関でこれらの話題について頻繁に講演しています。 Beth は、Millipore Sigma、

Wyeth、Janssen、および Biotest Pharmaceuticals でのさまざまな役職から、バイオ医薬品

の製造、検証、技術移転、R＆D、コンプライアンス、および品質に関する幅広い業界経験

を持っています。彼女の専門分野には、大規模な連続灌流と流加培養システム、および大規

模な精製、ウイルス除去、UF、最終充填などの下流操作が含まれます。彼女はミズーリ大

学セントルイス校で生化学の理学士号を取得し、テンプル大学薬学部、RA / QA 大学院プ

ログラムの非常勤講師を務めています。彼女は ISPE タスクフォースに参加し、バイオ医薬

品事業の洗浄バリデーションガイドラインを起草しました。 
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MICHAEL LOPEZ 

MEDYTOX 社 前グローバル品質担当上級副社長 

・セッション 1：導入講演 COVID-19 時代の無菌製造工程、サプライチェーン、一次包装 

材料 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Michael Lopez は現在、PDA Asia Pacific の独立顧問であり、韓国の Meditox Inc。の元上

級副社長です。 Michael は、米国、EU、およびアジア市場向けの臨床および商業製造を含

む、品質機能およびシステムのグローバルプロジェクトおよび戦略的リーダーシップを担

当しました。 Medytox Executive Team のメンバーとして、彼は韓国のバイオ医薬品従業員

向けに cGMP および EUGMP トレーニングと SME 開発の促進と提供に積極的に関与しま

した。 
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DEOK SEOK OH 

ヤンセンワクチン Co.  無菌および滅菌技術的操作マネージャー 

Deok Seok は、ヤンセンワクチン仁川サイトの技術運用部門の無菌および滅菌チームのマ

ネージャーであり、無菌処理と新製品の紹介のサポートを担当しています。  

Deok Seok は、品質および無菌分野で約 15 年の経験があり、J＆J に参加する前は、プラン

ト建設プロジェクト、新ラインプロジェクト、海外プロジェクトなどのプロジェクトでさま

ざまな経験があります。 Deok Seok はまた、韓国（MFDS）、英国（MHRA）、WHO を含

む多様な査察経験を持っています。 
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ALBERTO PENATI 

PATHEON THERMO FISHER SCIENTIFIC EU 技術 上級部長 

・INJECTA、複数製品製造のための高度なロボットソリューション 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Alberto Penati は、1990 年にミラノの Feltrinelli Industry Institute で機械工学の高等技術学

校の学位を取得しました。1991 年から 1995 年まで、FOSTER WHEELER Italy、機械部門、

HVAC セクションで、製薬および産業プラントの HVAC およびユーティリティエンジニア

として勤務しました。ウッズ（イタリア）での 1 年間（1995 年）の短い経験の後、彼は 1998

年まで Steril S.p.A で、製薬およびバイオテクノロジープラントの HVAC エンジニアとし

勤務し、1998 年から 2000 年まで ElecaS.p.A.で機械プラント、建設、建設のプロジェクト

エンジニアを経験した後、2000 年から 2004 年まで、Jacobs Italy で HVAC およびユーティ

リティスペシャリストとして製薬、化学、バイオテクノロジー、その他の電化製品プラント

に在職、2004 年から 2010 年まで、Alberto は CSV Life Science で、製薬部門のプロジェク

ト管理と建設活動に従事しました。 彼は現在、EU エンジニアリングシニアディレクター

としてイタリアの Patheon（現在は Thermo Fisher Scientific の一部）に在籍しています。 
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GABRIELE PERON 

ステバナートグループ  上級マーケティングアドバイザー 

・セッション 4：導入講演 プレフィルドシリンジ 

・パネルディスカッションと質疑応答 

ペロン氏はマーケティングサービスの分野に 20 年間携わっており、製薬会社向けの Web

アプリケーションと高度なインタラクティブテクノロジーの経験があります。 

マーケティング＆コミュニケーションマネージャーの役割を数年間務めた後、すべてのマ

ーケティング活動の調整と実行を担当し、現在はステバナートグループの上級マーケティ

ングアドバイザーを務めています。 
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NIKOLAI PETROVSKY 

フリンダース大学医学部教授 

・基調講演：COVID-19 パンデミック–どこから来たのか、どこへ行くのか？ 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Nikolai は、フリンダース大学の医学教授であり、ワクチン開発に焦点を当てたアデレード

を拠点とするバイオテクノロジー企業である Vaxine PtyLtd のリサーチディレクターです。 

彼は、5 つの数百万ドル規模の NIH ワクチン研究契約の主任研究員であり、主に新規アジ

ュバントとパンデミックワクチンプラットフォームの開発に焦点を当てています。 彼は

200 を超える研究論文を執筆し、2010 Ernst＆Young Entrepreneur of the Year Award など

の権威ある賞を受賞しています。 彼の現在の焦点は、COVID-19 に対するアジュバント組

換えタンパク質ワクチンである Covax-19 の開発であり、これはちょうどフェーズ 3 臨床試

験に入るところです。 
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AKI PINHEIRO 

WILCO AG  上級エリアセールスマネージャー 

・コンテナ及び栓の完全性試験 

・パネルディスカッションと質疑応答 
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ANDREA SARDELLA 

ステバナートグループ 医薬検査製品開発マネージャー＾ 

・単一の機械で組み合わされた液体および凍結乾燥製品の検査 

AI によるパフォーマンスと柔軟度の向上：サクセスストーリー 

・パネルディスカッションと質疑応答 

アンドレアは、1989 年にパドヴァ大学で物理学の学位を取得し、1990 年に原子力工学の修

士号を取得しました。全米研究評議会（CNR）の研究者として、磁気制御核融合研究のため

のいくつかの光電子および核科学機器を開発し、 UWA マディソン（USA）と Garchin IPP

（De）の研究部門で 10 年間働いた後、中小企業の CEO として、産業用アプリケーション

の光学および映像制御を開発する産業部門に異動しました。 この経験により、彼は製薬分

野に参入し、映像および分光ツールを使用したいくつかの制御アプリケーションの開発を

開始しました。 数年後、彼は研究開発マネージャーとしてこの分野の大手企業に加わり、

検査機の革新的な検査技術を開発しました。 
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CHRISTIAN SCHERER 

KÖRBER PHARMA INSPECTION 上席副社長（セールス） 

・手動目視検査から AI 支援目視検査へ 

・パネルディスカッションと質疑応答 

クリスチャンは 1984 年にドイツで生まれ、2001 年から 2004 年まで Seidenader 

Maschinenbau GmbH で技術研修生として在籍しました。2005 年からミュンヘンの応用科

学大学に入り、2009 年にビジネスとエンジニアリングの学位を取得して卒業しました。 彼

は 1 学期を Seidenader の子会社「SVResearch-Harrisburg / USA」とプリマス大学/イギリ

ス で 過 ご し ま し た 。  そ の 後 、 2009 年 か ら 2015 年 ま で 、 MarktSchwaben の

SeidenaderMaschinenbauGmbH のエリアセースマネージャーおよび検査機ビジネスユニッ

トとして勤務しました。その後、彼は KörberPharmaInspection のセールス＆マーケティン

グチームを上席副社長（セールス）として率いてきました。 彼は 2021 年に KörberJapan の

取締役に就任しています。 
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ANDREA SIMONETTI 

 XEPICS  最高事業責任者 

・無菌製剤の容器、栓の完全性―過去、現在、そして未来 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Andrea Simonetti は、電子工学の修士号と博士号、および EMBA の学位を取得しています。 

彼はスイスの Xepics の最高事業責任者として、同社の収益と利益の増加に成功し、市場で

の知名度を改善し、世界の製薬機械セクターでの地位を確立するという、同社の国際的な販

売チームを率いる豊富な経験を持っています。  

彼はまた、品質保証、検証、製品の研究開発、および機器とシステムの標準化の経験もあり

ます。  

Andrea は現在、PDA プレフィルドシリンジ、目視検査、および BFS 協会のタスクフォー

スチームと協力しています。 彼はまた、EU GMP Annex1 を改訂したワーキンググループ

の一員でもあります。 2010 年に、彼は米国 FDA の医薬品科学局およびジェネリック医薬

品局での教育支援を開始しました。 彼は会議で頻繁に講演を行い、ヨーロッパのいくつか

の大学で修士課程を教えてきました。 彼の最新の出版物には、の製薬システムにおける

PAT および CCI 戦略の開発と PDA テクニカルレポート 86 が含まれています。 
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EDWARD WANG 

SIRNAOMICS INC. 中国事業最高技術責任者 

・ヒト注射可能な SIRNA ナノ粒子療法の臨床生産 

・パネルディスカッションと質疑応答 

Edward Yongxiang Wang 博士は、製薬工学および GMP 製造業務で 25 年以上の経験があ

り、生物製剤の充填および最終製品の生産管理を専門としています。彼は、世界をリードす

る RNAi 治療イノベーターである SirnaomicsInc。の中国事業の最高技術責任者です。 

これ以前の Wang 博士の専門知識は、施設の設計、建設工学、検証、および技術運用に関す

る cGMP コンプライアンスの分野に焦点を当てたコンサルティングサービスでした。 

Wang 博士は以前、中国の WuXiAppTec Biopharmaceuticals Co. Ltd.で技術運用担当副社長

を務め、工場での GMP 生産の開始と品質システムの確立を担当していました。それ以前

は、AERAS Global TB VaccineFoundation でプロセス開発とエンジニアリングを担当する

部長を務めていました。 Wang 博士は、中国科学技術大学で生物物理学の学士号を、フィ

ンランドのヘルシンキ工科大学でバイオテクノロジーの博士号を取得しています。Wang 博

士は 50 以上の査読論文を発表し、3 つの特許取得済みのバイオテクノロジー製品を持って

います。彼はさまざまなバイオテクノロジー論文誌の査読委員会に参加してきました。 

  


