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第 1会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

8：50〜9：00 開会式

9：00〜11：00 シンポジウム 1 抄録頁 S106-S109

S1 「日本臨床薬理学会認定薬剤師の今後を考える｣

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)

11：10〜12：00 特別座談会 抄録頁 S91

SRD「医療イノベーションの実現に向けて｣

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)

13：30〜14：20 海外研修員帰朝報告会

座長：内田 英二（昭和大学研究推進室)

�． 研修状況報告 内田 英二 委員長

�． 海外研修修了者への修了証授与 渡邉 裕司 理事長

�． 海外研修修了者報告

大山 善昭（群馬大学医学部附属病院)

山出 美穂子（浜松医科大学臨床腫瘍学講座)

池原 由美（琉球大学医学部附属病院)

坂口 裕美（九州大学病院薬剤部)

渡邉 達也（北里大学北里研究所病院)
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第 1 会場（米子コンベンションセンター 1F 多目的ホール)

14：30〜15：20 海外招請講演 抄録頁 S92

IL1 「Clinical Pharmacology：Transforming Translation｣

講演：John Alan Wagner（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)

15：30〜17：30 シンポジウム 5 抄録頁 S118-S120

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―｣

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)

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)

17：40〜18：20 社員総会
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第 2会場（米子コンベンションセンター 2F 国際会議室)

9：00〜11：00 シンポジウム 2 抄録頁 S110-S112

S2 「心不全治療の課題解決に向けて｣

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)

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)

11：10〜12：00 教育講演 1 抄録頁 S95

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｣

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)

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 1

LS1 「稀少疾患の克服に向けて ―難治性疾患に対する遺伝子診断の体制と臨床応用について―｣

講演：難波 栄二（鳥取大学医学部生命機能研究支援センター)

座長：山本 一博（鳥取大学医学部附属病院第一内科診療科群)

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

15：30〜17：30 シンポジウム 6 抄録頁 S120-S122

S6 「抗凝固療法新時代｣

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)
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第 3会場（米子コンベンションセンター 2F 小ホール)

9：00〜11：00 セミナー 1 抄録頁 S185-S187

SM1 「ベッドサイドの臨床薬理学｣

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)

11：10〜12：00 教育講演 2 抄録頁 S96

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｣

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)

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 2

LS2 「アミノインデックス�による，がん・メタボ・ロコモの予防｣

講演：木村 修（鳥取県南部町国民健康保険西伯病院)

座長：黒沢 洋一（鳥取大学医学部医学科健康政策医学分野)

共催：味の素株式会社

15：30〜17：30 シンポジウム 7 抄録頁 S122-S124

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｣

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)
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第 4会場（米子コンベンションセンター 6F 第 7会議室)

9：00〜10：00 一般演題口演 1 「循環器 1」 抄録頁 S192-S195

座長：梅村 和夫（浜松医科大学薬理学講座)

勝谷 友宏（勝谷医院)

1-O-01 ドキソルビシンの心毒性と活性酸素産生酵素 NOX1／NADPHオキシダーゼ

岩田 和実（京都府立医科大学大学院医学研究科病態分子薬理学)

1-O-02 Carvedilol，bisoprolol 濃度の臨床薬理学的検討

中村 政彦（山梨県立中央病院臨床試験管理センター循環器内科)

1-O-03 心房細動における抗凝固薬のアドヒアランス 〜循環器疾患患者の抑うつに関する多施設前向き観察

研究から〜

鈴木 豪（東京女子医科大学循環器内科)

1-O-04 第 Xa因子阻害剤（リバーロキサバン，アピキサバン，エドキサバン）の至適用量の再探索は可能か：

モデル基盤メタ・アナリシスに基づくシミュレーション

吉岡 英樹（千葉大学薬学部臨床薬理学研究室)

1-O-05 定量的システム薬理学モデルを用いた活性化部分トロンボプラスチン時間及びプロトロンビン時間

国際標準比に影響を与える因子の探索

米山 洸一郎（中外製薬株式会社トランスレーショナルクリニカルリサーチ企画部)

1-O-06 間歇的低酸素負荷にともなう心筋リモデリングに対する選択的 Xa阻害薬 rivaroxaban の影響

坂井 伸次（大阪薬科大学循環病態治療学研究室)

10：00〜11：00 一般演題口演 2 「循環器 2」 抄録頁 S195-S198

座長：近藤 一直（藤田保健衛生大学医学部薬理学)

中島 創（松永循環器病院)

1-O-07 低酸素負荷に伴う心筋リモデリングに及ぼす VEGFR2チロシンキナーゼ阻害薬 Sugen5416 の影響

橋本 知明（大阪薬科大学循環病態治療学研究室)

1-O-08 ランジオロールによる上室性頻脈性不整脈と心機能に関する検討

鈴木 敦（東京女子医科大学循環器内科)

1-O-09 遺伝性拡張型心筋症ノックインマウスの疾患表現型に対する脳セロトニン機能の影響

森本 幸生（九州大学大学院医学研究院臨床薬理学分野)

1-O-10 新規ピルビン酸脱水素酵素キナーゼ阻害薬は心不全を改善する

相澤 健一（自治医科大学医学部臨床薬理学)

1-O-11 ジゴキシン血中濃度と生命予後に関する検討

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)

1-O-12 慢性心不全患者における b遮断薬および ACE阻害薬の心負荷軽減作用のモデル基盤メタアナリシス

による解析

畔 さゆり（千葉大学薬学部臨床薬理学)

11：10〜12：00 教育講演 3 抄録頁 S97

EL3 「今日の胃酸関連疾患と酸分泌抑制薬使用の意義｣

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)
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第 4会場（米子コンベンションセンター 6F 第 7会議室)

15：30〜16：30 一般演題口演 3 「特殊・有害」 抄録頁 S198-S201

座長：矢部 千尋（京都府立医科大学大学院医学研究科病態分子薬理学)

森川 則文（広島大学薬学部臨床薬物治療学)

1-O-13 小児におけるバンコマイシンの母集団薬物動態解析を基盤とした個別化投与設計の検討

尾田 一貴（熊本大学医学部附属病院薬剤部)

1-O-14 OTC医薬品としての小児用「かぜ薬」に関する考察

田中 敏博（JA静岡厚生連静岡厚生病院小児科)

1-O-15 エドキサバンのヒト乳汁移行の検討 ―妊娠・産褥期に処方する経口抗凝固薬（NOAC）における

問題点―

河田 興（国立病院機構京都医療センター小児科)

1-O-16 臨床現場における高カルシウム血症の原因としての活性型ビタミンD3 製剤の関与

原田 和博（笠岡第一病院内科)

1-O-17 Esomeprazole／vonoprazan 併用の clopidogrel および prasugrel の抗血小板作用への影響

鏡 卓馬（浜松医科大学内科学第一講座)

1-O-18 尿中クレアチンは医薬品による精巣毒性の指標になり得るか

木村 恵美（医療法人相生会にしくまもと病院)

16：30〜17：30 一般演題口演 4 「癌」 抄録頁 S201-S204

座長：今村 知世（慶應義塾大学医学部臨床薬剤学教室)

濱田 哲暢（国立がん研究センター研究所)

1-O-19 併用糖質コルチコイドの違いがアビラテロン酢酸エステル投与後の血清カリウム値及び前立腺特異

抗原に与える影響

立沢 正臣（順天堂大学医学部附属練馬病院薬剤科)

1-O-20 レゴラフェニブの肝障害に及ぼす SLCO1B1 と ABCG2遺伝子多型の影響

前田 章光（愛知県がんセンター中央病院薬剤部)

1-O-21 レゴラフェニブと活性代謝物の体内動態解析とABC輸送担体の関与

藤田 健一（昭和大学腫瘍分子生物学研究所)

1-O-22 がん悪液質の進行がフェノバルビタールクリアランスに及ぼす影響

中山 裕一（NTT東日本関東病院薬剤部)

1-O-23 母集団薬物動態解析によるカペシタビン投与後の 5-fluorouracil の日内変動把握

矢崎 由希子（京都薬科大学薬物動態学分野)

1-O-24 がん悪液質患者におけるオキシコドンの血中動態と血中 4b-水酸化コレステロール濃度との関係

佐藤 聖（浜松医科大学医学部附属病院薬剤部)
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第 5会場（米子市文化ホール 1F メインホール)

9：00〜11：00 シンポジウム 3 抄録頁 S113-S114

S3 「自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などの治療｣

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)

11：10〜12：00 教育講演 4 抄録頁 S98

EL4 「フランス臨床試験の脳死例に学ぶ｣

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)

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 3

LS3 「心房細動のトータルマネージメント｣

講演：三明 淳一朗（鳥取大学医学部病態情報内科学)

座長：古和 久典（鳥取大学医学部脳神経内科学)

共催：第一三共株式会社

15：30〜17：30 シンポジウム 8 抄録頁 S125-S127

S8 「臨床薬理学としてのファーマコメトリクス 4

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

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)

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)
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第 6会場（米子市文化ホール 1F イベントホール)

9：00〜11：00 シンポジウム 4 抄録頁 S115-S117

S4 「がん化学療法における臨床薬理学的アプローチ ―服薬コンプライアンスから分子薬理研究｣

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)

11：10〜12：00 教育講演 5 抄録頁 S99

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｣

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)

12：10〜13：10 ランチョンセミナー 4

LS4 「PK人種差あり！どう開発する？ ―新規 HCV 治療薬開発への pharmacometricsの活用―

�Application of pharmacometrics for new HCV drug development under the situation of

ethnic difference in PK�｣

講演：Luzelena Caro（Merck & Co., Inc)

座長：上村 尚人（大分大学医学部臨床薬理学講座)

共催：MSD株式会社

15：30〜17：30 シンポジウム 9 抄録頁 S128-S130

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

「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〜｣

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)
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ポスター会場（米子コンベンションセンター 5F 第 4・5・6会議室)

優秀ポスター発表（1) 抄録頁 S217-S222

1-P-01 カルボプラチン併用がん薬物療法で誘発される悪心・嘔吐に対するアプレピタント逐次投与の有効性の

評価

加藤 慎平（浜松医科大学第二内科／同大学臨床薬理学講座)

1-P-02 糖尿病薬ジペプチジルペプチダーゼ 4（DPP-4）阻害薬の有効性において民族差が生じる要因

小林 牧由（名古屋市立大学大学院薬学研究科医薬品安全性評価学分野)

1-P-03 抗うつ薬で治療中のうつ病の重症度と血中コルチゾール値の関連について

田尻 美寿々（新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野)

1-P-04 低アルブミン血症は抑肝散製剤による低カリウム血症のリスク因子である

嶋田 沙織（筑波大学附属病院薬剤部)

1-P-05 多発性骨髄腫患者における elotuzumab の母集団薬物動態と安全性に関する曝露応答解析

石田 有紀（ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社)

1-P-06 Ampicillin-sulbactam のヒト前立腺組織移行性の検討

田中 敬樹（広島大学薬学部臨床薬物治療学)

1-P-07 抗体医薬の血中濃度測定法 nSMOL 法を用いた抗体医薬のフルバリデーション

嶋田 崇史（株式会社島津製作所新事業開発室)

1-P-08 血友病 A 患者における抗 FIXa／FX バイスペシフィック抗体 emicizumab（ACE910）の出血予防効果

に関する repeated time-to-event モデル解析

米山 洸一郎（中外製薬株式会社)

1-P-09 非燃焼型たばこ製品の使用時におけるニコチンの体内動態

鈴木 拓也（日本たばこ産業株式会社)

1-P-10 転移性去勢抵抗性前立腺がん患者を対象とした Enzalutamideの薬剤経済分析

宮崎 卓矢（慶應義塾大学大学院薬学研究科医薬品開発規制科学)

癌 抄録頁 S222-S224

1-P-11 日立総合病院におけるニボルマブ導入に向けた取り組み

佐藤 渉（株式会社日立製作所日立総合病院薬務局)

1-P-12 ヒト乳癌細胞に対する新規KSP（kinesin spindle protein）阻害薬の効果

太田 有紀（聖マリアンナ医科大学薬理学)

1-P-13 神経栄養性因子，血中サブスタンス P濃度および電流知覚閾値の同時測定が，がん化学療法誘起性末梢

神経障害の初期症状の評価に有用であった症例

町田 麻依子（北海道薬科大学薬物治療学)

1-P-14 婦人科悪性腫瘍に合併した深部静脈血栓症においてアプレピタントとワルファリンの併用で PT-INR

のコントロールに難渋した症例

野元 正崇（名古屋大学医学部産婦人科)

循環器疾患 抄録頁 S224-S227

1-P-15 メタボリックシンドロームを想定したマルチプルリスクファクター患者における高血圧治療薬の使用

実態に関する研究

荒川 基記（日本大学薬学部医薬品評価科学研究室)

1-P-16 終末糖化蛋白（AGEs）はパラオキソナーゼ 1（PON1）遺伝子発現を低下させ，血漿型 PAFアセチルヒ

ドロラーゼ（plasma PAF-AH）遺伝子発現を増加させる

山本 勇（東京外国語大学保健管理センター)

1-P-17 当院における脂質異常症治療患者の検査値と治療薬の変化

清水 麻衣（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院薬剤部)
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一般演題ポスター発表 13：20〜14：00

1-P-18 ファブリー病における臨床像と酵素補充療法に対する反応性の多様性について

中村 政彦（山梨県立中央病院臨床試験管理センター循環器内科)

1-P-19 妊娠中に心室細動を認め，b 遮断薬内服下で帝王切開による胎児娩出に至った植込み型除細動器植込み

後の QT延長症候群の一例

長柄 希実子（東京女子医科大学循環器内科)

1-P-20 ジメチルセレコキシブはGSK-3 の活性化を介して圧負荷左室リモデリングを抑制する

藤田 愛（九州大学大学院医学研究院臨床薬理学分野)

特殊患者集団（小児，妊婦・授乳婦，高齢者，希少疾患) 抄録頁 S227-S229

1-P-21 月経後 27 から 58 週齢の新生児または乳児におけるフルコナゾール・クリアランス発達に関する文献的

検討

村社 計寿（草加市立病院薬剤部／明治薬科大学薬物治療学)

1-P-22 プライマリー領域における肝・腎機能障害患者対象試験実施状況，試験デザイン及び添付文書の調査

島田 すみれ（中外製薬株式会社)

1-P-23 ラットの出生前グルココルチコイド投与による胎仔肝臓におけるMultidrug resistance protein（MRP）2

発現の検討

武半 優子（聖マリアンナ医科大学薬理学)

1-P-24 経口分子標的薬の小児経口クリアランス予測モデルの構築

木村 嘉彦（京都薬科大学臨床薬学教育研究センター／公益財団法人田附興風会医学研究所北野

病院薬剤部)

医薬品適正使用 抄録頁 S229

1-P-25 転倒事故に及ぼす睡眠薬の影響 〜ラメルテオンと他剤との比較〜

矢吹 優圭（四街道徳洲会病院)

薬物動態・薬力学／TDM（1) 抄録頁 S230-S232

1-P-26 免疫抑制剤 cyclosporine Aの腎移植術前血中濃度データを用いた術後血中濃度予測

岡田 章（神戸学院大学薬学部臨床薬物動態学研究室)

1-P-27 腎移植患者における免疫抑制剤Tacrolimusの術後血中動態変動に対する共変量探索

小林 千華（神戸学院大学薬学部臨床薬物動態学研究室)

1-P-28 抗うつ薬パロキセチンの母集団薬物動態解析によるモデルの検討

岩下 知磨（熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野)

1-P-29 Population Pharmacokinetic Analysis of Aripiprazole Long-Acting Injectable Administered in Deltoid

or Gluteal Muscle in Schizophrenia Patients

山崎 有美子（大塚製薬株式会社新薬開発本部臨床薬理室)

1-P-30 小児の成長に伴う BMI 増加を考慮した小児てんかん患者におけるバルプロ酸誘発性 BMI 変動予測

モデルの構築

杉田 円香（熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野)

1-P-31 フラビン含有酸素添加酵素およびチトクロム P450 の共通基質ベンジダミンのヒト肝移植マウスを用い

た in vivo 血中動態予測

清水 万紀子（昭和薬科大学薬物動態学研究室)

ゲノム薬理学／バイオマーカー 抄録頁 S233-S234

1-P-32 Computational repositioning of drugs for human inflammatory dilated cardiomyopathy

柴田 恭子（金沢大学附属病院先端医療開発センター)
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ポスター会場（米子コンベンションセンター 5F 第 4・5・6会議室)

1-P-33 フッ化ピリミジン系抗がん剤による副作用発現リスク予測のための血漿中ピリミジン代謝物濃度測定

系構築と患者検体測定

赤井 文香（東北大学大学院薬学研究科生活習慣病治療薬学分野)

1-P-34 ファーマコゲノミクス検査に基づく個別化薬物療法実現のための院内基盤構築とその運用状況

平 大樹（滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部)

非臨床試験 抄録頁 S234

1-P-35 スフィンゴシン-1-リン酸受容体 2作動薬による骨形成促進作用とそのメカニズム

松崎 英津子（福岡歯科大学口腔治療学講座歯科保存学分野)

臨床試験・治験（1) 抄録頁 S235-S244

1-P-36 健康成人被験者の QTc分布と基準値に関する考察

花田 隆造（医療法人相生会墨田病院)

1-P-37 降圧剤の臨床試験における結果変動の背景要因

佐野 航大（東京大学大学院薬学系研究科医薬品評価科学講座)

1-P-38 研究者及び医療従事者における原資料作成の実態調査

寺田 智子（山梨大学医学部附属病院臨床研究連携推進部)

1-P-39 治験実施件数増加へ向けて，職種毎に必要とされるニーズの分析と今後の課題

西垣 夕子（旭川医科大学病院臨床研究支援センター)

1-P-40 治験の同意説明において，患者さんから見た医師及び治験コーディネーターの説明で重要な項目

―性別，年齢，疾患，アドヒアランスなど背景との関連―

川口 祐司（社会医療法人景岳会南大阪病院内科)

1-P-41 電子カルテシステムを活用した臨床試験管理

川上 貴裕（金沢大学附属病院先端医療開発センター)

1-P-42 医師主導治験のCRC等支援にかかる課金制度の導入について

川村 陽子（大阪大学医学部附属病院未来医療開発部)

1-P-43 アルツハイマー型認知症患者を対象とする臨床試験実施における取り組みについて

倉重 綾（新宿リサーチパーククリニック)

1-P-44 ゲノム薬理学研究を伴う治験実施計画書における受託件数の比較

大栗 幸子（自治医科大学附属病院とちぎ臨床試験推進部)

1-P-45 CIRUGUSシステムを利用した治験電磁化の運用状況の検討

大山 善昭（群馬大学医学部附属病院臨床試験部)

1-P-46 腰椎�刺による脳脊髄液検査を含む FIH試験の円滑な実施に向けた『マネージャー』の果たす役割

大森 有記（東京大学医学部附属病院臨床研究支援センターフェーズ 1ユニット／同病院看護部)

1-P-47 JCHO九州病院における治験実施体制強化への取り組み

大西 利彦（独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院治験支援センター／同病院薬剤部)

1-P-48 放射性医薬品の治験におけるコーディネートとは 〜新たな分野での治験実施体制の構築〜

大木 美香（宮崎大学医学部附属病院臨床研究支援センター治験部門)

1-P-49 薬剤部への治験薬管理業務移行に向けた当院の取り組み

松元 俊博（国立病院機構九州がんセンター薬剤部)

1-P-50 抗悪性腫瘍薬の第 I 相臨床試験デザインの調査及びシミュレーションによる 3＋3 デザインと CRM の

検討

辰野 正浩（中外製薬株式会社トランスレーショナルクリニカルリサーチ本部)

1-P-51 千葉大学医学部附属病院における臨床研究の品質確保への取り組み実績

竹村 亮（千葉大学医学部附属病院臨床試験部)
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1-P-52 ARO における RBM 実装のための準備と具体的手法について ―EDC とロジカルチェックプログラム

を利用したRBMの実装：クリティカルデータの早期発見への試み―

竹田 万里子（東京大学医学部附属病院臨床研究支援センターデータ管理部門)

1-P-53 精神科単科施設における第 1相治験への取り組み

中島 理恵（独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター治験管理室)

1-P-54 ARO における RBM 実装のための準備と具体的手法について ―モニタリングチェックリストを用い

た臨床試験データ・手順のリスク設定―

田中 佑美（東京大学医学部附属病院臨床研究支援センターモニタリング部門)

治験マネージメント（CRC／CRA／CRO／SMO）（1) 抄録頁 S244-S247

1-P-55 治験に付随して実施される遺伝子研究のマニュアル整備と最近の動向

角山 政之（広島大学病院総合医療研究推進センター・薬剤部)

1-P-56 入院治験における逸脱防止を目的としたワークシートの見直し ―ワークシートは誰のため―

吉澤 美佐子（独立行政法人国立病院機構栃木医療センター治験管理室)

1-P-57 臨床研究支援室立ち上げと医師主導型二重盲検臨床試験の支援

新島 昭子（獨協医科大学日光医療センター)

1-P-58 原発性アルドステロン症患者を対象とした低侵襲ラジオ波アブレーション治療の医師主導治験におけ

る遠方被験者への対応について

西 紅美江（独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院薬剤部)

1-P-59 臨床試験支援センターコンサルテーション部門議事録改善のとりくみ

大熊 彩子（東京大学医学部附属病院臨床研究支援センター)

1-P-60 アライアンス事業におけるCRC実務英語講座の取り組み

藤居 靖久（千葉大学医学部附属病院臨床試験部)

1-P-61 RemoteDataViewによって，品質を維持しながらモニタリング・SDVを効率化 ―臨床試験の適正な

推進かつ治験マネージメントに対する取り組み紹介―

青木 裕（株式会社キャピタルメディカ)

レギュラトリーサイエンス 抄録頁 S248-S251

1-P-62 新規医療機器治験の開発と現状

磯野 多栄子（熊本大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科)

1-P-63 新医薬品の臨床開発期間 ―2015年調査結果を踏まえて―

加賀山 貢平（日本製薬工業協会医薬産業政策研究所)

1-P-64 薬物有害反応と毒性試験成績からみた医薬品の安全性評価 ―抗悪性腫瘍薬（血液がん)―

窪田 幸恵（城西国際大学大学院医薬品評価科学講座)

1-P-65 医療情報データベースを用いた無顆粒球症検出アルゴリズムの汎用性に関する検討

山下 彩花（名古屋市立大学大学院薬学研究科医薬品安全性評価学分野)

1-P-66 川崎病を対象とした臨床試験の比較と承認について 重症川崎病に対する医師主導治験の事例より

青柳 玲子（千葉大学医学部附属病院臨床試験部)

1-P-67 本邦における希少疾病用医薬品の指定制度に関する現状

浅田 隆太（岐阜大学医学部附属病院先端医療・臨床研究推進センター／国立病院機構名古屋医療

センター)

1-P-68 ClinicalTrials.gov に見る小児国際共同治験の採択に関する研究

大西 卓（岐阜薬科大学グローバル・レギュラトリー・サイエンス寄附講座)
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