
JAPIC講演会開催プログラム 

              

平成 14 年度～平成 24 年度 
 

********************************************************************** 

○ PMDA と製薬業界の動向 

平成 25年 1月 28日（月）日本薬学会長井記念ホール 

1.「PMDAの将来、何を目指すのか」 

      独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 理事        成田 昌稔 先生 

2.「製薬産業の社会的貢献と課題」 

      医薬産業政策研究所 所長                奥田 齊 先生 

********************************************************************** 

○ 健康長寿科学における薬、食品、サプリメント 

平成 24年 1月 27日（金）青山アイビーホール B2サフラン  

1.「米国と日本におけるサプリメントの現状と問題-有効性、安全性、品質の面から-」 

       一般社団法人日本健康食品規格協会 副理事長        池田 秀子 先生 

2.「超高齢社会の健康長寿科学-高齢者の医療、薬食融合研究、がん治療」 

       静岡県立大学薬学部医薬生命化学 教授               奥  直人 先生 

********************************************************************** 

○ 現代医療における漢方－JAPIC 漢方医薬品集 出版記念講演会- 

平成 23年 2月 18日（金）学士会館 202号室  

1.「漢方の過去、現在、未来」 

       社団法人日本東洋医学会 会長               寺澤 捷年 先生 

2.「漢方の効能効果と標準病名」 

       社団法人日本東洋医学会 理事                     足立 秀樹 先生 
********************************************************************** 

○ JAPIC AERS説明会 

平成 22年 7月 8日（木）日本薬学会長井記念ホール 

1.「JAPIC AERSサービスの紹介」 

JAPIC 開発企画担当                      日野村 靖 

2.「JAPIC AERSデータの試用」 

キッセイ薬品株式会社 医薬情報部              永尾 豊 先生 

******************************************************************* 

○ 医薬品と対応病名データベース講演会 

平成 22年 2月 1日（月）日本薬学会長井記念ホール 

1.「医薬品と対応病名データベース」－現状及び今後について 

JAPIC 添付文書情報担当                   織戸 進太郎 

2.「医薬品と対応病名データベースの価値」 長崎大学病院での利用法 

長崎大学医療情報部 准教授                  松本 武浩 先生 

      3.「医薬品と対応病名データベース」の大学病院情報システムへの導入と効果 



            九州大学病院医療情報部 准教授              中島 直樹 先生 

      4.「医薬品と対応病名検索システムと電子カルテ」 

            大橋産科・婦人科院長                    大橋 克洋 先生 

 

      

******************************************************************* 

 

******************************************************************* 

○ 臨床試験情報 JapicCTI説明会 

平成 20年 10月 22日（水）科学技術館サイエンスホール 

 

1.「臨床試験情報の登録と公開の現状」 

厚生労働省医政局 研究開発振興課 治験推進室長    佐藤 岳幸 先生 

2.「臨床試験情報の公開」 

日本製薬工業協会 医薬品評価委員会委員長        中島 和彦 先生 

      3.「JapicCTIの改修について」 

             JAPIC 医薬文献情報担当                 越久村 浩司 

 

******************************************************************* 

○ 平成 20年度 JAPIC 講演会：日本における医薬品の研究開発 

平成 20年 9月 11日（木）東京ウィメンズプラザホール 

 

1.「企業から見た髙脂血症・動脈硬化治療薬の研究開発と将来展望」 

興和株式会社 東京創薬研究所 所長                   澤登 公男 先生 

2.「抗生物質の現状」 

医薬品医療機器総合機構 新薬審査第一部 審査役         佐藤 淳子 先生 

 

***************************************************************** 

○ JAPIC講演会：重篤副作用疾患への対応 

平成 19年 9月 6日（木）東京都千代田区：イイノホール 

 

1.「重篤副作用疾患への対応について」 

             厚生労働省医薬食品局安全対策課                       井上 隆弘 先生 

2.「血液系副作用への対応」 

日本医科大学内科学講座主任教授・血液内科部長          檀 和夫 先生 

 

******************************************************************* 

○ IMIC・JAPIC合同セミナー 

   「最新テクノロジーと医療」～これからの医療、その可能性を巡って～ 

平成 18年 12月 5日（火）野口英世記念会館 

 

1.「国産新型カプセル内視鏡の現状と展望」 



慶應義塾大学医学部消化器内科・内視鏡センター講師    緒方 晴彦 先生 

2.「患者さんのためのマイ電子カルテ」 

東海大学医学部基礎医学系医学教育情報学教授     大櫛 陽一 先生 

3.「再生医療とアンチエイジング医学」 

慶應義塾大学医学部眼科学教室教授          坪田 一男 先生 

 

****************************************************************** 

****************************************************************** 

○ 「臨床試験情報」説明会―試験結果の登録と公開を中心に 

平成 18年 2月 23日（木）大阪商工会議所地下会議室 

 

1.「治験をめぐる最近の話題」   国立がんセンター中央病院治験管理室長 

                  ／臨床試験管理推進グループ長  藤原 康弘 先生 

2.「治験依頼者から見た治験の現状と日本製薬工業協会の取り組み 

日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会部会長   長田 徹人 先生             

3.「臨床試験情報・試験結果の登録と公開」  JAPIC業務渉外担当     太田 福子 

 

******************************************************************************     

○ JAPIC特別講演会：患者のための最適医療の実現 

平成 17年 10月 6日（木） イイノホール（千代田区内幸町） 

 

1.「ポストゲノム時代の医療」 

      東京大学大学院医学系研究科教授              永井 良三 先生 

2.「患者のニーズ －あなたも私も、医療を変えるひとりです－」 

                    国際医療福祉大学教授           大熊 由紀子 先生 

                   アラジーポット専務理事           栗山 真理子 先生 

                 （社）日本てんかん協会創薬ボランティア委員     奥田 幸平 先生 

                                  東京 SP研究会代表                     佐伯 晴子 先生 

3.「患者中心の医療実現に向けての製薬業界の取り組み」 

 日本製薬工業協会会長                青木 初夫 先生 

 

********************************************************************************             

○ JAPIC学術講演会：医薬品と薬学教育 
平成 17年 8月 5日（金）KKRホテル東京 （千代田区大手町） 

 

1.「六年制に向けて－共立薬科大学の取り組み」 

      日本私立薬科大学協会学長協議会会長・共立薬科大学学長      望月 正隆 先生 

2.「医療の安全性への病院薬剤師の使命」 日本病院薬剤師会会長         全田 浩 先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.「ある白血病薬の誕生」 （財）日本医薬情報センター理事長           首藤 紘一 

4.「医薬品データベース「iyakuSearch」と JAPIC事業等」            JAPIC担当者 

******************************************************************************  

○ JAPIC 講演会：医薬品の適応外使用情報の活用 



平成 17年 2月 1日（金）イイノホール （千代田区内幸町）   

1.「適応外使用に係る行政の動き」      厚生労働省審査管理課 課長     川原 章 先生 

2.「適応外使用の最近の話題」        国際医療福祉大学大学院院長    開原 成允 先生 

3.「適応外使用のエビデンス」    千葉大学医学部附属病院腎臓内科、薬学部教授 

                                                                  上田 志朗 先生  

4.「薬剤師の立場で考える適応外使用」   市立泉佐野病院薬剤科部長   西山 辰美 先生 

******************************************************************************** 

******************************************************************************** 

○ JAPIC講演会：薬事法改正の実施をめぐって 

平成 15年 7月 28日（月）日本薬学会長井記念ホール 

 

1.「生物由来製品」     

国立医薬品食品衛生研究所 副所長          早川 堯夫 先生 

2.「医師主導の治験実施のあり方と SMOの利用に関する標準指針について」  

        東京都多摩老人医療センター 名誉病院長・JAPIC会長 上田 慶二 先生 

 

 ********************************************************************************* 

○ JAPIC講演会：個人の遺伝子多型（SNP）と医薬品の有効性・安全性の相関 

平成 14年 2月 12日（火）経団連会館国際会議場 

 

1. 「ゲノム情報に基づくオーダーメイド医療に向けて」 

                東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長   中村 祐輔 先生 

 

********************************************************************************  

 

○ JAPIC講演会：医薬品情報の活用 

平成 14年 6月 24日（月）日本薬学会長井記念ホール 

 

1. 「医薬品情報の提供と活用  －情報発信元と受信者へのアンケート調査結果から－」 

                    北里大学薬学部大学院教授               望月 真弓 先生  

2. 「製薬企業の提供する医薬品情報の課題」 

                     日本製薬団体連合会安全性委員会委員長    宮城島 利一  先生 

3. 「医師が必要とする医薬品情報」 

                     東京都多摩老人医療センター名誉病院長(JAPIC会長) 

                                                                  上田 慶二 先生 

********************************************************************** 


