JAPIC ユーザ会開催プログラム一覧
平成 14 年度～平成 30 年
*********************************************************************
平成 30 年度 JAPIC ユーザ会
<大阪会場> 平成 30 年 6 月 11 日（月） ブリーゼプラザ
<東京会場> 平成 30 年 6 月 15 日（金） 日本薬学会長井記念ホール
1. 平成 30 年度事業案内
1.JAPIC 事業概要説明
2.JAPIC-Q、JAPIC-Q 医療機器情報、JAPIC-Q Plus、JAPIC-QX
3.外部データベースを利用した文献検索サービス
4.JAPIC Daily Mail、JAPIC Daily Mail Extra
5.添付文書情報関連サービス
6.JAPIC AERS
2. 講演
「医薬品医療機器総合機構（PMDA）の最近の安全対策業務について」
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
（大阪会場）安全第二部長 近藤恵美子 先生
（東京会場）安全第一部長 上野 清美 先生

**********************************************************************
平成 29 年度 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 29 年 6 月 13 日（火） 日本薬学会長井記念ホール
<大阪会場> 平成 29 年 6 月 20 日（火） ブリーゼプラザ
1. 平成 29 年度事業案内
1.JAPIC 事業概要説明
2.JAPIC-Q、JAPIC-QX、JAPIC-Q 医療機器情報
3.外部データベースを利用した文献検索サービス
4.JAPIC Daily Mail、JAPIC Daily Mail Extra
5.ブルーブック連携データベース
2. 講演
「PMDA における医薬品の安全対策について」
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
安全第二部次長 鬼山幸生 先生

**********************************************************************
平成 28 年度 JAPIC ユーザ会
<大阪会場> 平成 28 年 6 月

3 日（金） ブリーゼプラザ

<東京会場> 平成 28 年 6 月 07 日（火） 日本薬学会長井記念ホール
1. 平成 28 年度事業トピックス
1. JAPIC 医薬品情報総合検索システム PharmaCross
2. JAPIC Daily Mail、JAPIC Daily Mail Extra
3. JAPIC-Q 医療機器情報サービス‐再生医療等製品情報の提供‐
2. 講演
1.「RMP 施行後の製造販売後調査等の計画について」
ファイザー株式会社 執行役員 信頼性保証本部長
総括製造販売責任者 製造販売後調査等管理責任者 山田 純子 先生
2. 「適合性調査について」
第一三共株式会社 信頼性保証本部 安全管理推進部長
安全管理責任者 製造販売後調査等管理責任者 荒井 美由紀 先生

**********************************************************************
平成 27 年度 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 27 年 6 月 09 日（火） 日本薬学会長井記念ホール
<大阪会場> 平成 27 年 6 月 12 日（金）

ブリーゼプラザ

1. 平成 27 年度事業トピックス
1. JAPIC 医薬品情報総合検索システム PharmaCross
2. JAPIC の海外文献学会情報の提供
－外部データベースを利用した文献検索サービス・
海外文献学会カスタマイズ情報－
3. JAPIC-Q サービス、JAPIC-Q 医療機器情報サービス、JAPIC-QX サービス
4. JAPIC Daily Mail、JAPIC Daily Mail Extra
5. JAPIC AERS サービスのご紹介～JADER データを中心に～
6. 添付文書情報
2. 講演
「医薬品医療機器総合機構の最近の安全対策業務について」
独立行政法人医薬品医療機器総合機構

安全第一部長 近藤 恵美子 先生

**********************************************************************
平成 26 年度 JAPIC ユーザ会

<東京会場> 平成 26 年 6 月 17 日（火） 日本薬学会長井記念ホール
<大阪会場> 平成 26 年 6 月 19 日（木） 大阪ガーデンパレス
1. 平成 26 年度事業トピックス
1. JAPIC-Q サービス、JAPIC-QX サービス、JAPIC-Q 医療機器情報サービス
2. 海外文献学会カスタマイズ情報 –JAPIC の海外文献学会情報の提供について3. JAPIC Daily Mail、JAPIC Daily Mail Extra
4. JAPIC AERS ～サービスのご紹介～
5. 添付文書情報
2. 講演
「薬事法改正の動向」
一般財団法人 日本医薬情報センター

高橋 千代美

**********************************************************************
平成 25 年度 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 25 年 6 月 18 日（火） 長井記念ホール
<大阪会場> 平成 25 年 6 月 21 日（金） 大阪ブリーゼプラザ
1. 平成 25 年度事業トピックス
海外文献学会カスタマイズ情報
(外国文献モニタリングサービス)
JAPIC-Q 医療機器情報サービス
JAPIC 医薬品総合検索システム
JADER 解析サービス
～PMDA「副作用が疑われる症例報告」データを使用したサービス～
2. 特別講演
「これからの医薬品安全対策」
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全管理監 森 和彦 先生
3. 事例紹介 「JAPIC-QX サービス」

**********************************************************************
平成 24 年度 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 24 年 6 月 14 日（木） 長井記念ホール
<大阪会場> 平成 24 年 6 月 19 日（火） 大阪ブリーゼプラザ
1. JAPIC 事業概況及び平成 24 年度事業計画
2. 平成 24 年度事業トピックス
JAPIC 医薬品情報総合検索 Pharma cross
JAPIC AERS

医療機器情報提供サービス及び JAPIC QX サービス
添付文書情報
3. 事例報告
東京会場「JAPIC の情報利用」
大鵬薬品工業株式会社 安全管理部

河本 絢子 先生

大阪会場「JAPIC サービスの活用」
株式会社大塚製薬工場 信頼性保証本部安全管理部 百井 祐司 先生
4. 特別講演 「副作用自動監視システム」
福井大学医学部附属病院薬剤部長・教授

政田 幹夫 先生

**********************************************************************
平成 23 年度 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 23 年 6 月 27 日（月） 長井記念ホール
<大阪会場> 平成 23 年 6 月 30 日（木） 大阪ブリーゼプラザ
1. JAPIC 概況及び平成 23 年度事業計画
2. 各事業概況及び平成 23 年度事業計画
医薬文献情報（国内）
医薬文献情報（海外）
医薬品添付文書情報
JAPIC AERS サービス
3. 事例報告

「JAPIC サービス活用事例」

共和薬品工業株式会社 信頼性保証室安全管理部

中井 美那子 先生

4. 特別講演 「平均寿命と健康寿命-ホームドクターの役割」
医療法人社団 五十嵐クリニック院長

五十嵐 正男 先生

**********************************************************************
平成 22 年度 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 22 年 6 月 1 日（火） 長井記念ホール
<大阪会場> 平成 22 年 6 月 3 日（木） 大阪ブリーゼプラザ
1. JAPIC 概況及び平成 22 年度事業計画

JAPIC 担当者

2. JAPIC 事業について
添付文書情報（新規開始サービス）/ 医薬文献情報（海外）JDM、JDM ｴｸｽﾄﾗ、他
医薬文献情報（国内）JAPIC-Q、JAPIC-QX、他
3. 事例報告
JAPIC の情報活用について-JAPIC-Q、JDM、JDMEX参天製薬株式会社 安全性管理室

西田 祥子 先生

4. 特別講演 「欧州製品概要（SmPC）にみる医薬品情報の伝達」
日本イーライリリー株式会社 信頼性保証本部

佐々木 泰彦 先生

**********************************************************************
平成 21 年度 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 21 年 6 月 9 日（火） 大阪ガーデンパレス２F 葵の間
<大阪会場> 平成 21 年 6 月 11 日（木） 長井記念ホール
1. JAPIC 概況及び平成 21 年度事業計画

JAPIC 担当者

2. JAPIC 新規事業について
JAPIC AERS ／ 医薬品と対応病名検索システム“病名ナビ”／
JAPIC Daily Mail Extra

JAPIC 担当者

3. 事例報告
(大阪) JAPIC 情報活用事例

ニプロファーマ株式会社

平子 幸雄 先生

（東京） ジェネリック医薬品信頼性向上プロジェクトと文献調査
日本ジェネリック製薬協会

藤野 保 先生

4. 特別講演 「医薬品安全対策の現状について」（総合機構の安全対策）
(独)医薬品医療機器総合機構

広瀬

誠 先生

*********************************************************************
平成 20 年度 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 20 年 6 月 10 日（火） 長井記念ホール
<大阪会場> 平成 20 年 6 月 12 日（木） 大阪ガーデンパレス２F 葵の間･牡丹の間
1. JAPIC 概況及び平成 20 年度事業計画
2. 各事業の現況及び予定

JAPIC 担当者

添付文書情報/国内医薬文献情報/海外/iyakuSearchplus

類似名称検索システム/業務渉外から
3. 特別講演 「変貌する食中毒と安全対策」
(独)医薬品医療機器総合機構 三瀬 勝利 先生

*********************************************************************
第 9 回 JAPIC ユーザ会
<大阪会場> 平成 19 年 6 月 5 日（火） 大阪 YMCA 国際文化センター
<東京会場> 平成 19 年 6 月 7 日（木） 長井記念ホール
1. JAPIC 事業活動現況と平成 19 年度事業計画
2. JAPIC の情報を利用して

CSL ベーリング株式会社

JAPIC 担当者
松並 茂樹 先生

3. 特別講演 「医薬品コードと流通コード」
(財)医療情報システム開発センター

武隈 良治 先生

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

第 8 回 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 18 年 6 月 7 日（水） 長井記念ホール
1. 平成 18 年度新規事業・重点化事業
2. iyakuSearch の活用事例

JAPIC 担当者
ファイザー株式会社

齋藤 真紀子

先生

3. 特別講演「MedDRA 及び MedDRA/J 概要と最近の動向」
(財)日本公定書協会

櫻井 靖郎

先生

<大阪会場> 平成 18 年 6 月 9 日（金） 大阪商工会議所 6 階 白鳳の間
1. 平成 18 年度新規事業・重点化事業
2. JAPIC 情報活用事例

JAPIC 担当者

兵庫県薬剤師会

藪下 圭子 先生

3. 特別講演 「MedDRA 及び MedDRA/J 概要と最近の動向」
(財)日本公定書協会

櫻井 靖郎

先生

*********************************************************************
第 7 回 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 17 年 6 月 6 日（月） 長井記念ホール
1. 平成 17 年度新規事業・重点化事業

JAPIC 担当者

2. 特別講演「情報公開時代の医薬品情報の取り扱い」
名城大学薬学部 医薬情報センター

大津 史子 先生

<大阪会場> 平成 17 年 6 月 10 日（金） 大阪商工会議所
1. 平成 17 年度新規事業・重点化事業のご紹介

JAPIC 担当者

2. 「JAPIC 情報活用事例」

横山 亮一 先生

旭化成ファーマ（株）

3. 特別講演 「医薬品の適応外使用情報について」
市立吹田市民病院薬剤部

藤原 豊博 先生

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

第 6 回 JAPIC ユーザ会
<大阪会場> 平成 16 年 11 月 26 日（金） 大阪商工会議所
1. iyakuSearch のご紹介

JAPIC 担当者

2. iyakuSearch の活用事例－薬剤師の立場から」
武庫川女子大学 臨床薬学教育センター

西方 真弓 先生

3.「JAPIC 情報活用事例－ジェネリックメーカーの立場から」
沢井製薬（株） 信頼性保証部 安全管理室 浅田 英文 先生
4. 特別講演「臨床マインドから開発する薬」
武庫川女子大学薬学部教授 臨床薬学講座 松山 賢治 先生
<東京会場> 平成 16 年 12 月 3 日（金） 長井記念ホール
1.

iyakuSearch のご紹介

JAPIC 担当者

2.

JAPIC 情報活用事例－iyakuSearch を主として
鳥居薬品株式会社 学術情報部

3.

西内 史 先生

万有製薬における JAPIC サービスの活用事例 －文献・学会情報の収集
万有製薬株式会社 臨床医薬研究所 安全性情報部 塩川 俊幸 先生

4. 特別講演「医療用医薬品の適応外使用と研究開発について」
市立吹田市民病院 薬剤部

藤原 豊博 先生

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

第 5 回 JAPIC ユーザ会
<東京会場> 平成 15 年 6 月 8 日（火） 長井記念ホール
<大阪会場> 平成 15 年 6 月 3 日（木） 大阪薬業年金会館
1.

JAPIC サービス全般のご紹介

JAPIC 担当者

2.「JAPIC 医薬文献情報データベース検索システム」のテスト運用
3.

JAPIC 担当者

JAPIC 会員の「JAPIC 情報活用事例」発表
塩野義製薬(株)医薬安全管理部

森

聖

先生

4. 特別講演「医薬品の適正使用と情報提供」
市立泉佐野病院薬剤部長

西山 辰美 先生

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

第 4 回 JAPIC ユーザ会
<東京会場>平成 14 年 12 月 3 日（水）長井記念ホール
<大阪会場>平成 14 年 11 月 28 日（金）大阪薬業年金会館
1.「医薬品類似名称検索システム」の紹介

添付文書情報担当

2. 生物由来製品と安全性情報 －感染症情報の収集・提供サービスについて－
医薬文献情報担当
3. 生物由来製品と安全性情報 －感染症定期報告を中心に－
持田製薬(株)安全性情報部

井上 信 先生

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

