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PL 会長講演 第 1会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

PL 「医学部における臨床薬理学教育のあり方」 抄録頁 S90

12 月 2 日（金）14：00〜14：40

講演：長谷川 純一（第 37 回日本臨床薬理学会学術総会 会長／鳥取大学医学部薬物治療学・薬物療法内科)

座長：中野 重行（大分大学 名誉教授)

SRD 特別座談会 第 1会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

SRD「医療イノベーションの実現に向けて」 抄録頁 S91

12 月 1 日（木）11：10〜12：00

司会：渡邉 裕司（日本臨床薬理学会 理事長)

長谷川 純一（第 37 回日本臨床薬理学会学術総会 会長)

近藤 達也（独立行政法人医薬品医療機器総合機構 理事長)

中山 讓治（第一三共株式会社 代表取締役社長兼CEO)

楠岡 英雄（独立行政法人国立病院機構 理事長)

吉田 易範（国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)臨床研究・治験基盤事業部長)

IL 海外招請講演 第 1会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

IL 「Clinical Pharmacology：Transforming Translation」 抄録頁 S92

12 月 1 日（木）14：30〜15：20

講演：John AlanWagner（Translational Research and Early Clinical, Takeda Pharmaceuticals International Co.)

座長：景山 茂（東京慈恵会医科大学臨床研究支援センター)

SL 特別講演 第 1会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

SL1 「臨床薬理学専門医教育の最前線：北米とヨーロッパ」 抄録頁 S93

12 月 2 日（金）11：10〜12：00

講演：伊藤 真也（トロント大学医学部小児科／トロント小児病院)

座長：藤村 昭夫（自治医科大学医学部臨床薬理学)

SL2 「新しい医療機器の開発とイノベーション教育」 抄録頁 S94

12 月 3 日（土）11：10〜12：00

講演：植木 賢（鳥取大学医学部附属病院次世代高度医療推進センター)

座長：長谷川 純一（鳥取大学医学部病態解析医学講座薬物治療学分野)
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EL 教育講演

EL1 DIA Japan・日本臨床薬理学会共催

「臨床研究の計画・解析・報告における生物統計の基礎」 抄録頁 S95

12 月 1 日（木）11：10〜12：00 第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

講演：野間 久史（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所)

座長：折笠 秀樹（富山大学大学院医学薬学研究部バイオ統計学・臨床疫学)

EL2 DIA Japan・日本臨床薬理学会共催

「国際共同治験の計画や解析の留意点」 抄録頁 S96

12 月 1 日（木）11：10〜12：00 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

講演：小宮山 靖（日本製薬工業協会データサイエンス部会)

座長：平川 晃弘（名古屋大学医学部附属病院)

EL3「今日の胃酸関連疾患と酸分泌抑制薬使用の意義」 抄録頁 S97

12 月 1 日（木）11：10〜12：00 第 4 会場（米子コンベンションセンター 6F 第 7会議室)

講演：稲森 正彦（横浜市立大学医学部医学教育学)

座長：古田 隆久（浜松医科大学臨床研究管理センター)

EL4「フランス臨床試験の脳死例に学ぶ」 抄録頁 S98

12 月 1 日（木）11：10〜12：00 第 5 会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

講演：熊谷 雄治（北里大学病院臨床試験センター／同大学医学部附属臨床研究センター)

座長：上村 尚人（大分大学医学部臨床薬理学講座)

EL5「特定の患者集団（special population）に対する抗がん薬の用量調節をどう考えるか」

12 月 1 日（木）11：10〜12：00 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール) 抄録頁 S99

講演：安藤 雄一（名古屋大学医学部附属病院化学療法部)

座長：今村 知世（慶應義塾大学医学部臨床薬剤学教室）

EL6「構造に導かれた HIV感染症・AIDSの治療薬の開発」 抄録頁 S100

12 月 2 日（金）11：10〜12：00 第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

講演：満屋 裕明（国立研究開発法人国立国際医療研究センター研究所／米国国立衛生研究所米国癌研究所

レトロウイルス感染症研究部／熊本大学医学部附属病院総合臨床研究部)

座長：安西 尚彦（千葉大学大学院医学研究院薬理学)

EL7「先進医療における出口戦略 〜薬事承認の向こう側〜」 抄録頁 S101

12 月 2 日（金）11：10〜12：00 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

講演：真田 昌爾（大阪大学医学部附属病院未来医療開発部／同大学大学院医学系研究科循環器内科学)

座長：上村 尚人（大分大学医学部臨床薬理学講座)

EL8「免疫・炎症・�痛制御における臨床薬理学の進歩」 抄録頁 S102

12 月 2 日（金）11：10〜12：00 第 4 会場（米子コンベンションセンター 6F 第 7会議室)

講演：川合 眞一（東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野)

座長：小林 真一（昭和大学臨床薬理研究所／同大学病院臨床試験支援センター)
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EL9「腎臓と薬」 抄録頁 S103

12 月 2 日（金）11：10〜12：00 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

講演：平田 純生（熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター臨床薬理学分野)

座長：鶴岡 秀一（日本医科大学腎臓内科)

EL10「アカデミアにおける安全性情報収集と副作用報告」 抄録頁 S104

12 月 3 日（土）11：10〜12：00 第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

講演：姚 香景（大阪大学医学部附属病院未来医療開発部)

座長：藤尾 慈（大阪大学大学院薬学研究科臨床薬効解析学分野)

EL11「がん薬物療法の新たな展開」 抄録頁 S105

12 月 3 日（土）11：10〜12：00 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

講演：佐々木 康綱（昭和大学医学部内科学講座腫瘍内科学部門)

座長：谷川原 祐介（慶應義塾大学医学部臨床薬剤学)

S シンポジウム

S1 「日本臨床薬理学会認定薬剤師の今後を考える」 抄録頁 S106-S109

12 月 1 日（木）9：00〜11：00 第 1 会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

座長：家入 一郎（九州大学大学院薬学研究院薬物動態学分野)

島田 美樹（鳥取大学医学部附属病院薬剤部)

S1-1 薬剤師をめぐる政策動向と認定薬剤師への期待

紀平 哲也（厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬情報室)

S1-2 薬剤師の生涯学習における日本薬剤師会の取り組み

宮﨑 長一郎（日本薬剤師会)

S1-3 日本臨床薬理学会認定薬剤師の今後を考える 〜病院薬剤師の立場から〜

荒木 博陽（愛媛大学医学部附属病院薬剤部)

S1-4 JSCPT認定薬剤師としての活動

細畑 圭子（大阪薬科大学臨床薬学教育研究センター)

S1-5 JSCPT認定薬剤師としての活動

前田 章光（愛知県がんセンター中央病院薬剤部)

S1-6 日本臨床薬理学会認定薬剤師についてのアンケート集計結果の報告と今後に向けて

家入 一郎（九州大学大学院薬学研究院薬物動態学分野)

S2 「心不全治療の課題解決に向けて」 抄録頁 S110-S112

12 月 1 日（木）9：00〜11：00 第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

座長：矢野 雅文（山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座)

山本 一博（鳥取大学医学部病態情報内科学)

S2-1 有効性が確立した標準治療薬のアドヒアランス向上の方策

衣笠 良治（鳥取大学医学部病態情報内科学)

S2-2 ダントロレンによるリアノジン受容体を分子標的とした心不全・不整脈治療の臨床応用

小林 茂樹（山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学)
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S2-3 薬剤封入ナノ粒子を用いた Drug Delivery System による肺高血圧症・右心不全の治療

中村 一文（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学)

S2-4 Cardiac gene delivery

大谷 朋仁（大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学)

S2-5 end-stage 患者のQOL 改善を目指す終末期医療に向けた薬物療法

谷口 泰代（兵庫県立姫路循環器センター循環器内科)

S3 「自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などの治療」 抄録頁 S113-S114

12 月 1 日（木）9：00〜11：00 第 5 会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

座長：古郡 規雄（弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座)

鈴木 雄太郎（新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野)

S3-1 小児における薬物動態

中村 秀文（国立成育医療研究センター臨床研究開発センター開発企画部)

S3-2 自閉性障害に対する薬剤選択と投与量について ―エビデンスから見えること―

古郡 規雄（弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座)

S3-3 小児における向精神薬誘発性QT延長とリスク管理について

杉本 篤言（新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野)

S4 「がん化学療法における臨床薬理学的アプローチ 抄録頁 S115-S117

―服薬コンプライアンスから分子薬理研究」

12 月 1 日（木）9：00〜11：00 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

座長：木村 晋也（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫瘍内科)

山内 高弘（福井大学医学部医学科病態制御医学講座内科学（1）)

S4-1 CHOP療法での vincristine と doxorubicin の PK／PD相関

岸 愼治（仁愛大学人間生活学部健康栄養学科／福井大学医学部内科学（1）)

S4-2 薬学的観点から考えるがん化学療法

藤 秀人（富山大学大学院医学薬学研究部医療薬学研究室)

S4-3 高齢者のがん薬物療法における社会的課題と臨床薬理学的アプローチ

長島 文夫（杏林大学医学部内科学腫瘍科)

S4-4 Failure Mode and Effects Analysis を応用した慢性骨髄性白血病患者における服薬アドヒアランス

の影響因子解析

細矢 和久（佐賀大学医学部附属病院薬剤部)

S4-5 がん分子標的治療における服薬アドヒアランスの重要性と改善方法

木村 晋也（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫瘍内科)

S5 「製造販売後調査を見直す‼ ―エビデンス構築に向けた仕組みの提案―」 抄録頁 S118-S120

12 月 1 日（木）15：30〜17：30 第 1 会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

座長：古川 裕之（山口大学大学院医学系研究科／同大学医学部附属病院臨床研究センター)

楊河 宏章（徳島大学病院臨床試験管理センター)

S5-1 製造販売後調査：医療機関の立場から

楊河 宏章（徳島大学病院臨床試験管理センター)
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S5-2 製造販売後調査への医療情報データベースの活用に向けた取組み

梶山 和浩（独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療情報活用推進室)

S5-3 真に科学的な安全性監視体制構築に向けて

小宮山 靖（日本製薬工業協会データサイエンス部会)

S5-4 製造販売後調査をエビデンス化するための医療機関からの提案

有馬 秀樹（山口大学医学部附属病院薬剤部／同病院臨床研究センター)

S6 「抗凝固療法新時代」 抄録頁 S120-S122

12 月 1 日（木）15：30〜17：30 第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

座長：松本 直樹（聖マリアンナ医科大学医学部薬理学)

志賀 剛（東京女子医科大学循環器内科)

S6-1 直接経口抗凝固薬の抗凝固機序から有用性と限界を探る

家子 正裕（北海道医療大学歯学部内科学分野)

S6-2 Real World Evidence から今後の抗凝固療法を考える

是恒 之宏（国立病院機構大阪医療センター)

S6-3 抗凝固療法珍時代にならないための提言：脳卒中専門医より

長尾 毅彦（日本医科大学多摩永山病院脳神経内科)

S7 研究倫理委員会企画シンポジウム「IRBの脱施設化はどこまで可能か」 抄録頁 S122-S124

12 月 1 日（木）15：30〜17：30 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

座長：笹栗 俊之（九州大学大学院医学研究院生体情報科学講座臨床薬理学分野)

森下 典子（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター臨床研究センター臨床研究推進部臨床研究

推進室)

S7-1 なぜ今「IRBの脱施設化」が必要なのか

田代 志門（国立がん研究センター社会と健康研究センター生命倫理研究室／日本臨床薬理

学会研究倫理委員会)

S7-2 多施設共同臨床試験（治験）の研究倫理審査の現状

稲野 彰洋（福島県立医科大学附属病院臨床研究センター／日本臨床薬理学会研究倫理委

員会)

S7-3 多施設共同試験グループ（JCOG）における倫理審査の現状と効率化の取り組み

中村 健一（国立がん研究センター中央病院臨床研究支援室)

S7-4 国立病院機構臨床研究中央倫理審査委員会に対する外部機関からの審査依頼への対応の課題

伊藤 澄信（国立病院機構本部総合研究センター)

S8 「臨床薬理学としてのファーマコメトリクス 4 抄録頁 S125-S127

- Can clinical pharmacometrics fill gaps between drug development and practical use? -」

12 月 1 日（木）15：30〜17：30 第 5 会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

座長：熊谷 雄治（北里大学病院臨床試験センター／同大学医学部附属臨床研究センター)

貝原 徳紀（アステラス製薬株式会社臨床薬理部)

パネリスト：中村 秀文（国立成育医療研究センター臨床研究開発センター開発企画部)

S8-1 臨床開発と臨床現場とのギャップ ―その現状と次のチャレンジ―

吉次 広如（MSD株式会社グローバル研究開発本部クリニカルリサーチ領域)
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S8-2 実地臨床から臨床薬理学としてのファーマコメトリクスに望まれること

井上 和明（昭和大学藤が丘病院消化器内科)

S8-3 医療チームにおける臨床薬剤師からのファーマコメトリクスへの期待と不安

〜小児臓器移植医療に携わった経験から〜

牛島 健太郎（自治医科大学附属病院臨床薬理センター)

S8-4 市販後臨床試験の用量設定へのファーマコメトリクスの活用

早戸 誠一（エーザイ株式会社クリニカルファーマコロジーサイエンス部)

S9 日本人類遺伝学会・日本臨床薬理学会共催シンポジウム 抄録頁 S128-S130

「BRCA 遺伝子変異陽性卵巣がんと PARP阻害薬 〜本邦における承認前の課題〜」

12 月 1 日（木）15：30〜17：30 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

座長：平沢 晃（慶應義塾大学医学部産婦人科)

渡邉 淳（日本医科大学付属病院遺伝診療科・ゲノム先端医療部)

S9-1 BRCA機能とそれらを標的とした新規がん治療法の開発

三木 義男（東京医科歯科大学難治疾患研究所分子遺伝)

S9-2 国内外におけるファーマコゲノミクス検査の現状と PARP 阻害薬使用前の BRCA 検査の位置づけ

について

莚田 泰誠（理化学研究所統合生命医科学研究センター)

S9-3 卵巣癌ゲノム異常と臨床薬理学への展開

平沢 晃（慶應義塾大学医学部産婦人科)

S9-4 遺伝性腫瘍に関する遺伝カウンセリング

大川 恵（聖路加国際病院遺伝診療部・看護部)

S10 「臨床研究への患者の参加・参画 ―疾患レジストリ・患者主導臨床試験の検討―」

抄録頁 S130-S132

12 月 2 日（金）9：00〜11：00 第 1 会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

座長：花岡 英紀（千葉大学医学部附属病院臨床試験部)

丸 祐一（鳥取大学地域学部地域政策学科)

S10-1 希少疾患における患者レジストリを介した患者と研究の関係性構築

森田 瑞樹（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科)

S10-2 患者・市民主導の医学研究がもたらす倫理的課題

高嶋 佳代（東京大学医科学研究所公共政策研究分野)

S10-3 疾患当事者の研究参画：可能性と課題を考える

東島 仁（山口大学国際総合科学部)

S10-4 臨床研究への患者参画によって期待される利益について

丸 祐一（鳥取大学地域学部地域政策学科)
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S11 日本臨床精神神経薬理学会・日本臨床薬理学会共催シンポジウム 抄録頁 S133-S135

「臨床精神薬理遺伝学を再考する」

12 月 2 日（金）9：00〜11：00 第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

座長：古郡 規雄（弘前大学大学院医学研究科神経精神医学講座)

下田 和孝（獨協医科大学精神神経医学講座)

S11-1 個別化医療を志向した精神科薬物療法に向けて

渡邊 崇（獨協医科大学精神神経医学講座)

S11-2 抗精神病薬による副作用予測と薬理遺伝学

鈴木 雄太郎（新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野)

S11-3 うつ病における遺伝薬理学の現状

加藤 正樹（関西医科大学精神神経科学教室)

S11-4 薬物動態の観点から臨床精神薬理遺伝学を再考する

猿渡 淳二（熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野)

S12 「時間治療の現状」 抄録頁 S136-S138

12 月 2 日（金）9：00〜11：00 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

座長：藤村 昭夫（自治医科大学医学部臨床薬理学)

鰤岡 直人（鳥取大学医学部保健学科検査技術科学専攻病態検査学講座)

S12-1 時間治療の臨床的背景と概要

鰤岡 直人（鳥取大学医学部保健学科検査技術科学専攻病態検査学講座)

S12-2 循環器・代謝疾患に対する時間治療の現状

安藤 仁（金沢大学医薬保健研究域医学系細胞分子機能学)

S12-3 生体リズムを考慮した抗リウマチ薬の時間治療

藤 秀人（富山大学大学院医学薬学研究部医療薬学研究室)

S12-4 がんの時間治療

大戸 茂弘（九州大学大学院薬学研究院薬剤学)

S13 「臨床薬理学研究成果の実用化に向けた産官学連携活動のあり方」 抄録頁 S138-S141

12 月 2 日（金）9：00〜11：30 第 5 会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

座長：藤尾 慈（大阪大学大学院薬学研究科臨床薬効解析学分野)

前田 真貴子（大阪大学大学院薬学研究科)

S13-1 治験・臨床研究の動向について

井本 昌克（厚生労働省医政局研究開発振興課)

S13-2 Needs driven research によるアカデミア及び医療機関と産官の連携が創薬には必須である

植田 真一郎（琉球大学大学院医学研究科臨床薬理学)

S13-3 産官学連携による創薬研究の促進に向けて ―自身の経験を踏まえて

吉松 賢太郎（エーザイ株式会社)

S13-4 創薬におけるオープンイノベーションと産業革新機構の取組み

�田 耕一（株式会社産業革新機構)

S13-5 アカデミアの研究成果を創薬へ

菱山 豊（日本医療研究開発機構)
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S14 日本臨床腫瘍学会・日本臨床薬理学会共催シンポジウム 抄録頁 S142-S144

「臨床薬理学の専門性とがん薬物療法」

12 月 2 日（金）9：00〜11：00 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

座長：莚田 泰誠（理化学研究所統合生命医科学研究センター)

満間 綾子（名古屋大学大学院医学系研究科がん薬物療法学)

S14-1 薬剤師が求められる臨床薬理学的専門性

中村 克徳（琉球大学医学部附属病院薬剤部)

S14-2 抗がん薬による末梢神経障害の客観的，定量的評価について

松岡 歩（名古屋大学医学部附属病院化学療法部)

S14-3 オキサリプラチンの個別化医療を目指したゲノム薬理学研究

金井 雅史（京都大学大学院医学研究科臨床腫瘍薬理学・緩和医療学講座)

S14-4 Unfit 症例におけるがん薬物療法の至適化と臨床薬理学：腎障害がん患者におけるイリノテカンの

特異な体内動態と投与法

藤田 健一（昭和大学腫瘍分子生物学研究所)

S14-5 抗がん薬のきめ細やかな投与量調節を支援する臨床薬理学的アプローチ

寺田 智祐（滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部)

S15 「なぜ日本では臨床薬理学を医学教育・研修医研修に組み入れないのか？」 抄録頁 S145-S148

12 月 2 日（金）16：20〜18：20 第 1 会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

座長：越前 宏俊（明治薬科大学薬物治療学)

植田 真一郎（琉球大学大学院医学研究科臨床薬理学)

S15-1 イントロダクション：臨床薬理学教育・研修の実際と課題

志賀 剛（東京女子医科大学循環器内科)

S15-2 臨床医学における CPTの位置付け：アイデンティティの再確立にむけた提言

上村 尚人（大分大学医学部臨床薬理学講座)

S15-3 臨床薬理の重要性 〜新薬審査の経験を踏まえて〜

大倉 成美（独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

S15-4 医学部において臨床薬理学講座はなぜ全大学に設置されないのか

藤村 昭夫（自治医科大学医学部臨床薬理学)

S15-5 臨床薬理学がない医学部で臨床薬理をどう教育する？ カリキュラムにどう組み入れる？

藤田 朋恵（獨協医科大学薬理学講座)

S15-6 臨床研修で臨床薬理は学べるか？

西尾 信一郎（聖隷浜松病院総合診療内科)

S16 日本薬理学会・日本臨床薬理学会共催シンポジウム 抄録頁 S148-S150

「進むオーファンドラッグ（希少疾患用医薬品）に対する創薬」

12 月 2 日（金）16：20〜18：20 第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

座長：安藤 仁（金沢大学医薬保健研究域医学系細胞分子機能学)

安西 尚彦（千葉大学大学院医学研究院薬理学)

S16-1 ミトコンドリア創薬

阿部 高明（東北大学大学院医工学研究科／同大学院医学系研究科)
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S16-2 遺伝性プロテインミスフォールディング病に対する創薬

甲斐 広文（熊本大学大学院生命科学研究部遺伝子機能応用学分野)

S16-3 ゴーシェ病に対するシャペロン療法の開発

成田 綾（鳥取大学医学部脳神経小児科学)

S16-4 ドラッグリポジショニングによる小児難治性肝疾患の医薬品開発

林 久允（東京大学大学院薬学系研究科分子薬物動態学教室)

S17 「看護師に必要な臨床薬理学教育とは

〜看護系大学における卒前・卒後・継続教育のありかたを考える〜」

抄録頁 S151-S153

12 月 2 日（金）16：20〜18：20 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

座長：柳田 俊彦（宮崎大学医学部看護学科臨床薬理学)

笹栗 俊之（九州大学大学院医学研究院生体情報科学講座臨床薬理学分野)

S17-1 看護学教育の動向と今後の課題

斉藤 しのぶ（文部科学省高等教育局医学教育課)

S17-2 看護からみた臨床薬理学の必要性：卒前・卒後・継続教育の現状と課題

山口 桂子（日本福祉大学看護学部)

S17-3 看護学における臨床薬理学分野の教育の現状と課題 〜調査結果から検討する〜

松田 明子（奈良県立医科大学医学部看護学科)

S17-4 看護における生理学教育の現状と課題

佐伯 由香（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻)

S17-5 臨床薬理から見た看護学：何が求められ，何ができるのか

柳田 俊彦（宮崎大学医学部看護学科臨床薬理学)

S18 MSSF・日本臨床薬理学会共催シンポジウム 抄録頁 S154-S156

「医薬品による皮膚障害の科学的評価

―非臨床・臨床領域のクロストークによる安全性の検討―」

12 月 2 日（金）16：20〜18：20 第 5 会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

座長：中村 亮介（国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部)

岩崎 甫（山梨大学大学院先端応用医学講座)

S18-1 重症薬疹の評価と治療

森田 栄伸（島根大学医学部皮膚科学講座)

S18-2 重症薬疹の発症予測因子とその評価 ―HLAを中心に―

中村 亮介（国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部)

S18-3 A Clinical Perspective on Severe Skin Reactions to Drugs

Stewart Geary（エーザイ株式会社)

S18-4 医薬品副作用被害救済制度における皮膚障害と適正使用について

鬼山 幸生（独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
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S19 日本薬剤学会・日本臨床薬理学会共催シンポジウム 抄録頁 S156-S158

「薬物相互作用の課題と回避へ向けての展望」

12 月 2 日（金）16：20〜18：20 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

座長：米澤 淳（京都大学大学院薬学研究科)

前田 和哉（東京大学大学院薬学系研究科)

S19-1 高齢者のポリファーマシーにおける薬物相互作用の危険性と神戸大学病院での取り組み

宇田 篤史（神戸大学医学部附属病院薬剤部)

S19-2 食品・サプリメントと医薬品の相互作用

内田 信也（静岡県立大学薬学部実践薬学)

S19-3 薬物間相互作用の in silico 予測

山下 富義（京都大学大学院薬学研究科実践臨床薬学)

S19-4 メタボローム解析を基盤とした薬物トランスポーター機能評価マーカーの同定

加藤 幸司（大正製薬株式会社医薬安全管理部)

S20 「非臨床データを臨床試験計画立案にどのように生かすべきか」 抄録頁 S159-S161

12 月 3 日（土）9：00〜11：00 第 1 会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

座長：千葉 康司（横浜薬科大学臨床薬理学研究室)

熊谷 雄治（北里大学病院臨床試験センター／同大学医学部附属臨床研究センター)

S20-1 心臓安全性評価：非臨床毒性データからの予測

杉山 篤（東邦大学医学部薬理学)

S20-2 非臨床の薬物動態データをどのように反映させるか

�坂 章博（千葉大学大学院薬学研究院臨床薬理学)

S20-3 First in Human 試験立案時に留意する非臨床データと対策，初回投与量および用量漸増

藤田 朋恵（獨協医科大学薬理学講座)

S20-4 First-in-Human 試験で遭遇する有害事象およびステップアップの判断

松木 俊二（医療法人相生会福岡みらい病院臨床研究センター)

S21 「核酸医薬品の臨床薬理学」 抄録頁 S162-S165

12 月 3 日（土）9：00〜11：00 第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

座長：小比賀 聡（大阪大学大学院薬学研究科生物有機化学分野)

S21-1 核酸医薬品の承認審査について

山田 雅信（厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課)

S21-2 核酸医薬の CMCにおける留意点と課題

伊藤 浩介（大阪大学大学院薬学研究科生物有機化学分野)

S21-3 核酸医薬品のオフターゲット効果に関する考察

井上 貴雄（日本医療研究開発機構／国立医薬品食品衛生研究所)

S21-4 核酸医薬品の非臨床安全性評価について

木下 潔（日本製薬工業協会医薬品評価委員会基礎研究部会)

S21-5 核酸医薬品における非臨床安全性試験実施の留意点

笛木 修（独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
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S21-6 核酸医薬品の非臨床安全性評価

―既存ガイドラインの適用の可否からみた課題とガイドライン策定に向けた展望

平林 容子（国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部／ICH S6対応研

究班)

S22 「臨床研究の教育について 〜卒前・卒後における教育の取り組み〜」 抄録頁 S166-S168

12 月 3 日（土）9：00〜11：00 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

座長：内田 信也（静岡県立大学薬学部実践薬学)

西尾 信一郎（聖隷浜松病院総合診療内科)

S22-1 大分大学医学部における学生への臨床研究教育

今井 浩光（大分大学医学部医療倫理学)

S22-2 薬学教育おける治験教育への取り組みと臨床研究教育への応用

荒川 基記（日本大学薬学部医薬品評価科学研究室)

S22-3 医療者のための臨床研究学習プログラム：京都大学MCR プログラム

福原 俊一（京都大学医学研究科医療疫学分野／福島県立医科大学臨床研究イノベーション

センター)

S22-4 コメディカルスタッフを含めた臨床研究に関する卒後教育への昭和大学の取り組み

内田 直樹（昭和大学医学部薬理学講座臨床薬理学部門)

S22-5 臨床研究の生涯教育をどうするか

松本 直樹（聖マリアンナ医科大学薬理学)

S23 「ポリファーマシー プライマリケアおよび臨床薬理からの解決に向けた提言」 抄録頁 S169-S171

12 月 3 日（土）9：00〜11：00 第 5 会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

座長：浜田 紀宏（鳥取大学地域医療学／同大学医学部地域医療学講座)

コメンテーター：植田 真一郎（琉球大学大学院医学研究科臨床薬理学)

S23-1 高齢者のポリファーマシー：致死性有害事象を来した 1例から考える

長沼 美代子（東京女子医科大学病院臨床研究支援センター)

S23-2 ポリファーマシーをさけるための工夫 ―腎機能，薬物相互作用を考慮した処方―

原田 和博（笠岡第一病院内科)

S23-3 プライマリ・ケアにおけるポリファーマシーへの取り組み

川本 龍一（愛媛大学医学部地域医療学講座／西予市立野村病院内科)

S23-4 ポリファーマシー（不適切な処方？）とかかりつけ薬剤師

氏原 浩善（株式会社池田薬局 ケイ・アイ堂薬局)

S24 「医薬品開発における曝露-反応（Exposure-Response）関係の活用」 抄録頁 S172-S174

12 月 3 日（土）9：00〜11：00 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

座長：永井 尚美（独立行政法人医薬品医療機器総合機構薬物動態担当)

緒方 宏泰（明治薬科大学名誉教授)

S24-1 国際動向を踏まえた曝露-反応解析の現状と方向性

谷川原 祐介（慶應義塾大学医学部臨床薬剤学)
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S24-2 E-R のサイエンス

越前 宏俊（明治薬科大学薬物治療学)

S24-3 臨床開発段階における E-R解析の活用

大野 朋也（小野薬品工業株式会社開発本部トランスレーショナルメディシンセンタークリニ

カルファーマコロジー部)

S24-4 ルストロンボパグの曝露-反応関係の応用事例

輪嶋 恵宏（塩野義製薬株式会社臨床薬理部門)

S24-5 新医薬品の承認審査における曝露-反応（Exposure-Response）解析の現状と今後への期待

落合 義徳（独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

S25 日本医療情報学会・日本臨床薬理学会共催シンポジウム 抄録頁 S175-S177

「医療の情報システム化と研究利用の最前線」

12 月 3 日（土）14：10〜16：00 第 1 会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

座長：木村 通男（浜松医科大学医学部附属病院医療情報部)

小出 大介（東京大学大学院医学系研究科臨床疫学研究システム学講座)

S25-1 電子カルテ直結の eCRFの有効性

木村 通男（浜松医科大学医学部附属病院医療情報部)

S25-2 医療情報データベース（MID-NET）における試行的利活用の開始に向けて

山口 光峰（独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療情報活用推進室)

S25-3 大規模 DBを利用した研究

久保田 潔（NPO日本医薬品安全性研究ユニット)

S25-4 改正個人情報保護法のインパクト

小出 大介（東京大学大学院医学系研究科臨床疫学研究システム学講座)

S26 「クリニカルクエッションに基づいた臨床研究」 抄録頁 S178-S179

12 月 3 日（土）14：10〜16：00 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

座長：稲吉 美由紀（独立行政法人国立病院機構東京医療センター)

S26-1 医師が行うクリニカルクエッションに基づいた臨床研究

神谷 千明（浜松医科大学臨床薬理学講座)

S26-2 薬剤師の視点を活かした臨床研究（過去起点コホートを中心に)

赤木 祐貴（国立病院機構横浜医療センター薬剤部)

S26-3 CRCのクリニカルクエスチョンと臨床研究 ―治験薬と有害事象の因果関係評価―

深川 恵美子（広島大学病院総合医療研究推進センター)

S27 「治験ネットワークの更なる活性化」 抄録頁 S180-S182

12 月 3 日（土）14：10〜16：00 第 5 会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

座長：山本 学（日本医師会治験促進センター)

中島 唯善（国立研究開発法人日本医療研究開発機構戦略推進部難病研究課)

S27-1 治験の活性化に向けた様々な取組み

水谷 玲子（厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室)
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S27-2 厚生連病院治験ネットワークにおける事務局の役割

西山 潤（日本文化厚生農業協同組合連合会)

S27-3 中部先端医療開発円環コンソーシアム（C-CAM）の取組み

加藤 勝義（名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター)

S27-4 治験依頼者の治験ネットワークへの期待

白井 利明（日本製薬工業協会医薬品評価委員会臨床評価部会)

S28 「神経疾患治療薬の創薬・育薬」 抄録頁 S182-S184

12 月 3 日（土）14：10〜16：00 第 6 会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

座長：永井 将弘（愛媛大学医学部附属病院臨床研究支援センター)

森豊 隆志（東京大学医学部附属病院臨床研究ガバナンス部)

S28-1 アルツハイマー病治療薬開発の課題と展望

森豊 隆志（東京大学医学部附属病院臨床研究ガバナンス部)

S28-2 神経難病治療薬の創薬への取り組み

中村 治雅（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナルメディ

カルセンター臨床研究支援室)

S28-3 認知症治療における unmet medical needs の克服を目指した創薬の課題と展望

―BPSD とレジストリを中心に―

鈴木 啓介（国立長寿医療研究センター治験・臨床研究推進センター)

S28-4 神経疾患治療薬の創薬・育薬：製薬企業の立場からみた課題と展望

藤本 陽子（ファイザー株式会社エッセンシャルヘルス事業部門メディカルアフェアーズ統括部)

SM セミナー

SM1「ベッドサイドの臨床薬理学」 抄録頁 S185-S187

12 月 1 日（木）9：00〜11：00 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

座長：植田 真一郎（琉球大学大学院医学研究科臨床薬理学)

志賀 剛（東京女子医科大学循環器内科)

SM1-1 抗不整脈薬を内服中に心停止を来たした高齢胆管癌患者

小西 寿子（東京女子医科大学病院)

SM1-2 高血圧，不整脈治療中に意識障害で搬送された症例

原田 和博（笠岡第一病院内科)

SM1-3 小児におけるバンコマイシンの臨床薬理学

諏訪 淳一（東京都立小児総合医療センター薬剤科)

SM2「ベッドサイドの臨床研究：研究と診療の狭間で」 抄録頁 S188-S189

12 月 3 日（土）11：10〜12：00 第 3 会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

座長：稲吉 美由紀（独立行政法人国立病院機構東京医療センター)

SM2-1 CRCの立場から診療の中にある研究のあり方を考える

小林 典子（国立がん研究センター研究支援センター研究企画部臨床研究コーディネーター室)
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SM2-2 がん患者から見た臨床研究

片木 美穂（卵巣がん体験者の会スマイリー)

SM3「臨床薬理とプライマリケア（総合診療）でポリファーマシーを解決しよう」

12 月 3 日（土）11：00〜12：00 第 5 会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

WS ワークショップ 第 4会場（米子コンベンションセンター 6F 第 7会議室)

※事前に参加申込みをされた方を対象としています．

WS-P 基調講演「研究計画書から始まる医師主導臨床研究の品質管理」 抄録頁 S190

12 月 3 日（土）9：00〜9：50

講演：池原 由美（琉球大学医学部附属病院臨床研究教育管理センター)

座長：近藤 直樹（国立国際医療研究センター病院薬剤部)

WS 「より良い計画書を作るために」

12 月 3 日（土）10：00〜11：30

総合司会：近藤 直樹（国立国際医療研究センター病院薬剤部)

司会：遠藤 佑輔（鳥取大学医学部附属病院次世代高度医療推進センター)

池原 由美（琉球大学医学部附属病院臨床研究教育管理センター)

SSW 女性医師支援セミナー 第 4会場（米子コンベンションセンター 6F 第 7会議室)

SSW「若手女性医師，女子学生のキャリアを考える会」 紹介頁 S191

12 月 3 日（土）14：00〜16：00

司会：谷口 美也子（鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス支援センター)

SSW-1 基調講演「医療現場での男女共同参画の現状と課題 〜医師の場合」

松田 隆子（医療法人十字会野島病院内科)

SSW-2 体験談＜子育て経験のある女性の立場から＞

佐野 安希子（近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科)

SSW-3 体験談＜男性医師（上司）の立場から＞

佐藤 慎也（鳥取大学医学部産婦人科)

第 6回 日中薬理学・臨床薬理学ジョイントミーティング

12 月 3 日（土）14：10〜16：00

第 2 会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室）
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