第41回日本臨床薬理学会学術総会
第１日目

12月３日（木）

9:00

日程表
10:00

11:00

9:00〜10:00

第１会場

（3Fメインホール）

SL1

特別講演 1

Circadian Regulation
開
of Insulin Response to
会
Meal-Timing
式
座長：牛島 健太郎
演者：Joseph Bass

SPS1

12:00

10:10〜12:10

特別企画シンポジウム 1

日本の治験 いまむかし
−日本の治験・臨床試験の歴史と未来への展望−
座長：熊谷 雄治, 入江 伸

10:10〜12:10

EL1

教育講演 1

若い人のための臨床薬理学入門
座長：志賀 剛
演者：木村 利美, 越前 宏俊,
平田 純生, 安藤 仁

第２会場

（5F国際会議室501）

10:10〜11:10

第３会場

（5F 502+503）

第４会場

（4F 409+410）

第5会場

（4F 411+412）

第6会場

（4F 413+414）

第7会場

（4F 401 - 403）

第8会場

（4F 404 - 406）

EL2

教育講演 2

臨床試験と臨床薬理学
座長：花岡 英紀,
濱田 哲暢
演者：米盛 勤,
中神 啓徳, 尾内 善広

S1

（2F多目的ホール）

S10

13:30

13:30

14:00

12:20〜13:20

ランチョンセミナー
１

医療法人相生会
−日本の治験と歩んだ
34 年、そして未来へ−
（医療法人相生会）

患者安全の最近の話題
と国際潮流
（小野薬品工業株式会社）
12:20〜13:20

ランチョンセミナー
3

HPLC-UV 法を用いた
院内での血中濃度迅速
測定の有用性
（株式会社 日立ハイテクサイエンス）

シンポジウム 2

学部や大学の枠を超えて実施する
共同臨床研究の取り組みや成功事例の
紹介・共有
座長：内田 直樹, 楊河 宏章

AS1

10:10〜12:10

学術委員会企画シンポジウム 1

先端的医薬品開発を目指す
薬理学・臨床薬理学研究
座長：吉岡 充弘, 齊藤 源顕
共催：日本薬理学会・日本臨床薬理学会

S3

10:10〜12:10

シンポジウム 3

薬物吸収の個体差に関する最新の知見
座長：設楽 悦久, 水野 尚美

AS2

10:10〜12:10

学術委員会企画シンポジウム 2

研究倫理コンサルタント（相談員）の
育成と整備
座長：松井 健志, 田代 志門

ポスター閲覧

16:00

17:00

20:00

海外研修員帰朝報告会

時間創薬育薬研究 :
学問の多様性と連携の
すすめ
座長：家入 一郎
演者：大戸 茂弘

教育講演 3

AS6

17:40〜19:40

学術委員会企画シンポジウム 6

認定薬剤師のこれまでとこれから
座長：家入 一郎, 本間 真人

13:30〜15:30

学術委員会企画シンポジウム 3

S6

もしプロ - もし臨床薬理学者が
プロジェクトマネジメントを学んだら 座長：湯地 晃一郎, 今野 浩一

17:40〜19:40

シンポジウム 6

臨床薬理の Real World Evidence/
Real World Data
座長：湯地 晃一郎, 森豊 隆志

13:30〜15:30

EL4

19:00
18:00〜19:00

会長講演

第 4 回臨床薬理学集中講座フォローアップ･セミナー
座長：乾 直輝
セッション1演者：丹沢 彩乃, 永田 絵子
セッション2演者：座間味 義人, 鈴木 啓介,
武智 研志, 肥田 典子

AS3

18:00

15:40〜16:40

PL

13:30〜15:30

シンポジウム 1

10:10〜12:10

シンポジウム 4

EL3

小児薬物療法の適正化における臨床薬理学の
貢献と将来展望
座長：中村 秀文, 山田 孝明

S2

13:30〜15:30

改正薬機法は臨床薬理に影響を及ぼしたか？
座長：佐藤 淳子

12:20〜13:20

ランチョンセミナー
２

15:00

S4

10:10〜12:10

9:00〜16:40

ポスター会場

13:00

教育講演 4

AS7

がんゲノム医療の現状と課題
座長：江頭 伸昭, 花岡 英紀
演者：安藤 雄一, 平沢 晃,
鹿田 佐和子, 須藤 智久

17:40〜19:40

学術委員会企画シンポジウム 7

免疫チェックポイント阻害薬による
有害事象と臨床薬理
座長：満間 綾子, 細野 奈穂子

13:30〜15:30

AS4

学術委員会企画シンポジウム 4

AS5

学術委員会企画シンポジウム 5

WS

ワークショップ（参加型講習会）

ポリファーマシーに対する多職種協働による
患者中心の処方適正化
座長：末松 文博, 溝神 文博

13:30〜15:30

S7

データ駆動型薬理学・臨床薬理学研究
座長：安西 尚彦, 茂木 正樹
共催：日本臨床薬理学会・日本薬理学会

17:40〜19:40

シンポジウム 7

臨床薬理学における医療機器開発と
医薬工連携研究
座長：真田 昌爾, 牛島 健太郎

13:30〜15:30

今更聞けない薬物動態の基礎
座長：家入 一郎

S5

13:30〜15:30

シンポジウム 5

医薬品の適正使用について
〜医療従事者が医薬品の適正使用の重要性を
認識するためのシンポジウム〜
座長：神村 英利, 佐藤 玲子
9:00〜16:40

ポスター閲覧

16:40〜17:40

ポスター発表 1

[ フリー
ディスカッション ]

S11

