第 40 回日本臨床薬理学会学術総会

ご案内
学術総会参加者の方へ
．総合受付
京王プラザホテル 本館 4F 「花 C・D」前ホワイエで下記の時間に行います．
12 月 4 日（水）7：40〜18：00
12 月 5 日（木）8：00〜18：00
12 月 6 日（金）7：30〜14：00
学術総会の当日参加登録受付，懇親会参加受付，抄録集販売などを行います．
（公財）日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師・受講シール，
（一社）日本病院薬剤師会の研修シールの配布
も行います．

．参加登録
�) 事前参加登録がお済みの方
事前にネームカードをお送りいたします．当日必ず会場にご持参いただき，会場内では必ずネームカードを
着用ください．事前参加登録をされた方は受付の必要はありませんので，直接会場までお越しください（ネー
ムケースは受付にご用意いたします）
．
�) 当日参加登録の方
当日受付にて参加証をお求めください．参加証に氏名，所属をご記入のうえ，会場内では必ずネームカード
を着用ください．
カテゴリー
会員
非会員

13,000 円
※プログラム・抄録集を含む

学生
※医療系学部のみ
※学生証提示
懇親会

当日参加費

17,000 円

学部生

無料

大学院生
※社会人の大学院生を除く

3,000 円

12 月 4 日（水）19：00 より開催

5,000 円

�) 学術総会会期中に入会した方
学術総会会期中に入会申込みされた方も「会員価格」で参加ができます．
また，プログラム・抄録集をお渡しいたします．当日入会ご希望の方は，まず「学会事務局受付」で入会手続
きをお済ませください．

．学会事務局受付
日本臨床薬理学会事務局受付は，京王プラザホテル 本館 4F 「花 C・D」前ホワイエで下記の時間に行います．
12 月 4 日（水）7：40〜18：00
12 月 5 日（木）8：00〜18：00
12 月 6 日（金）7：30〜14：00
年会費納入，出席証明書の発行，学会への入会手続き，登録変更手続き等
※出席証明書は上記の時間内のみの配布となります．上記以外の配布はいたしませんのでご注意ください．

．プログラム・抄録集
ご希望の方は，
「総合案内」にて 2,000 円で販売いたします．
なお，部数には限りがありますので，予めご了承ください．
◆プログラム検索＆スケジュール登録システム「Confit」について
本学術総会では，演題検索やスケジュール登録ができる Confit サービスをご利用いただけます．聴講したい
セッションや演題を検索し，ご自分のスケジュールとして登録することで，学会期間中のオリジナル予定表が
作成できます．
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詳しい使用方法は，第 40 回日本臨床薬理学会学術総会のホームページ（http:／／www.c-linkage.co.jp／jscpt40／）
に掲載いたします．是非，ご利用ください．
・公開日：2019 年 11 月下旬（予定）
・利用環境：利用に際して，Wi-Fi，携帯電話回線などインターネット接続が必要になります．
（会場内 Wi-Fi 環境に関しては，休憩スペース（京王プラザホテル 南館 4F 「錦」
） にて設置しておりま
すが，通信の集中により接続できないこともありますので予めご了承ください．）
SSID：40JSCPT

PW：2019jscpt

●アプリ版
アプリ名：第 40 回日本臨床薬理学会学術総会（JSCPT40)
・対応機種：iPad, iPhone, Android
ダウンロード方法：App Store，Google Play より「jscpt40」で検索し，
「第 40 回日本臨床薬理学会学術総会
（JSCPT40）
」をダウンロードしてください（無料）．
●Web 版
第 40 回日本臨床薬理学会学術総会のホームページ（http:／／www.c-linkage.co.jp／jscpt40／）をご覧ください．
抄録閲覧パスワード：プログラム・抄録集に記載されています。

．懇親会
12 月 4 日（水）19：00 より京王プラザホテル 南館 5F

エミネンスホールにて開催いたします．事前登録で懇

親会費をお支払の方はネームカードに懇親会登録者用のシールを貼り付けておりますので，懇親会会場にネーム
カードを必ずご着用のうえお越しください．
当日に参加を希望される方は「参加受付」にて懇親会費（一人 5,000 円）をお支払いただき，懇親会参加者用の
シールの貼付けを受けてください．懇親会会場ではネームカードをご着用のうえ，シールをご提示ください．

．臨床薬理学講習会受付
本年度も，事前登録制を採用いたしました．当日参加の受付は 12 月 7 日（土）9：30 より講習会会場（京王プラ
ザホテル 南館 4F「錦」
）前にて行います．

．出席証明書の発行
臨床薬理専門医，認定薬剤師，認定 CRC の更新および受験のために出席証明書が必要な方は，学会事務局受付に
てお渡しする出席証明書（2 枚綴り）に必要事項を記入し，
「事務局控え」を学会事務局受付に提出してください．
なお，講習会の出席証明書は，講習会当日にお渡しします．
学会会員：学会事務局で出席証明書をもとに出席を記録しますが，証明書の「出席者控え」は各自で保管して
ください．
非 会 員：学会事務局で記録いたしませんが，
「事務局控え」を提出してください．出席証明書が必要な場合に
は，
「出席者控え」を各自で保管してください．

．日本臨床薬理学会臨床薬理専門医・認定薬剤師の方ならびに同試験の受験をご希望の方へ
学術総会および臨床薬理学講習会（以下，講習会）に出席されると，専門医・認定薬剤師更新ならびに認定試験
に必要な単位を取得できます．出席証明書を発行しますので学会事務局受付にて手続きをお取りください．
�) 認定更新（5 年間で 50 単位必要)
取得できる単位：学術総会出席 15 単位，学術総会での研究発表・演者 5 単位，学術総会での研究発表・共
同演者 2 単位，講習会出席 10 単位
�) 認定試験の受験資格
学術総会と講習会を合わせて 4 回以上の出席が必要です．そのうち，学術総会および講習会に少なくとも
1 回の出席が必要です．

．日本臨床薬理学会認定 CRC の方ならびに同試験をご希望の方へ
学会会員・非会員のいずれの参加者も，日本臨床薬理学会認定 CRC の認定更新ならびに認定試験に必要な点数
を取得できます．出席証明書を発行しますので学会事務局受付にて手続きをお取りください．
�) 認定更新（5 年間で 100 点必要)
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取得できる点数：学術総会出席 20 点，学術総会での研究発表・演者 10 点，学術総会での研究発表・共同
演者 5 点，臨床薬理学講習会出席 10 点
�) 認定試験の受験（50 点必要)
取得できる点数：学術総会出席 20 点，学術総会での研究発表・演者 10 点，学術総会での研究発表・共同
演者 5 点，臨床薬理学講習会出席 10 点

10．各単位取得について
�) 学術総会参加証の写しが「日本医師会生涯教育講座」の講習会等の参加証明となります．
�)（公財）日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師・受講シール，
（一社）日本病院薬剤師会の研修シールを
総合受付にて配布いたします．薬剤師研修センターシール配布をご希望の方は「薬剤師免許番号」をお知ら
せください．
※ 1 日につきどちらか一方しか受けとることはできませんのでご注意ください．

11．日本病院薬剤師会の各専門領域の認定薬剤師の認定申請を目指す方へ
第 38 回日本臨床薬理学会学術総会の次のシンポジウムは，日本病院薬剤師会が認定する「各専門領域の講習会」
として承認されています．単位認定を希望される方は，以下のセッションの会場前にて，受講証明書引換書を受
け取り，ご参加いただいたうえで，終了後に会場出入口にて，受講証明書を受領してください．
＜精神科領域のセッション＞
日 時

会 場

シンポジウム 9
「精神疾患のプレシジョンメディスン 現状と解決すべき問題｣

12 月 4 日（水) 第 6 会場
13：00〜15：00 本館 4F「花 D｣

教育講演 15
「精神科領域の PK-PD：population PK の基礎と応用｣

12 月 5 日（木)
9：00〜9：50

会長講演
「精神科薬物治療の現状｣

12 月 5 日（木) 第 1 会場
11：00〜11：50 本館 5F「コンコード AB｣

シンポジウム 27
「現代の不眠と睡眠薬の適正使用｣

12 月 6 日（金) 第 2 会場
13：40〜15：40 本館 5F「コンコード C｣

第 7 会場
本館 42F「富士｣

＜がん領域のセッション＞
日 時

会 場

シンポジウム 2
「腫瘍循環器学（Cardio-Oncology／Onco-Cardiology）：学際領域におけ
るエビデンス作りの現状と課題｣

12 月 4 日（水)
8：40〜10：40

第 2 会場
本館 5F「コンコード C｣

シンポジウム 8
「がん免疫薬物療法における臨床薬理学｣

12 月 4 日（水)
8：40〜10：40

第 8 会場
本館 42F「高尾｣

教育講演 9
「がんゲノム医療：遺伝子パネル検査とがんゲノム情報管理センター（CCAT）
｣

12 月 5 日（木)
9：00〜9：50

第 1 会場
本館 5F「コンコード AB｣

教育講演 14
「急性骨髄性白血病

12 月 5 日（木)
9：00〜9：50

第 6 会場
本館 4F「花 D｣

新規薬剤による新時代の幕開け｣

特別講演 1
「がんゲノム医療における Precision Medicine の現状と課題｣

12 月 5 日（木) 第 1 会場
10：00〜10：50 本館 5F「コンコード AB｣

シンポジウム 12
「がんゲノム医療の実情と課題
いること〜｣

12 月 5 日（木) 第 3 会場
15：50〜17：50 本館 4F「花 A｣

〜いまがんゲノム医療の現場で起きて

シンポジウム 25
「血液がん治療薬・支持療法薬の新たな進歩｣

12 月 6 日（金)
8：30〜10：30

シンポジウム 33
「がん免疫療法の最近の動向とマネイジメント｣

12 月 6 日（金) 第 8 会場
13：40〜15：40 本館 42F「高尾｣
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12．ランチョンセミナーについて
ランチョンセミナー整理券を，各セミナー当日の朝配布いたします．下記配布場所で整理券をお受け取りくださ
い．整理券は無くなり次第終了となりますので，予めご了承ください．
※整理券をお持ちでない場合にも，ランチョンセミナー開始後に，空席がある場合には会場係員の指示によりご
入場できる場合がありますので，直接会場にお越しください．
※整理券はセミナー開始と同時に無効になりますのでご注意ください．
配布場所：京王プラザホテル 南館 4F 「錦」前ホワイエ
配布時間：12 月 4 日（水）7：40〜11：00
12 月 5 日（木）8：00〜11：00
12 月 6 日（金）7：30〜11：00

13．企業展示
企業展示を京王プラザホテル 本館 5F 「コンコード」前ホワイエ，本館 4F 「花」前ホワイエ，南館 4F 「錦」
および「錦」前ホワイエにて下記の時間に行います．ぜひ，お立ち寄りください．
12 月 4 日（水）10：00〜18：00
12 月 5 日（木） 8：00〜17：50
12 月 6 日（金） 7：30〜14：00

14．会場施設および設備について［京王プラザホテル]
（1) クローク
京王プラザホテルの常設クロークをお使いください．3F・4F・5F に宴会場専用のクロークがあります．傘は
ホテル入口に備え付けのビニール袋に入れ，各自で保管してください．
（2) 休憩・無線 LAN コーナー（無料)
京王プラザホテル南館 4F「錦」に設置いたします．ご利用方法は，当日現地にてご確認ください．
SSID：40JSCPT

PW：2019jscpt

（3) インフォメーションデスク／｢お知らせ・伝言板」ボードについて
会期中，総合受付付近に，関連学会等の情報をご用意いたします．
（4) 会期中のお呼び出しについて
各会場内でのお呼び出しや館内放送による一斉案内等はいたしかねます．上記の「お知らせ・伝言板」ボー
ドをご利用ください．また，用件が済んだメッセージは，各自でお剥がしください．
（5) トラベルデスクについて
今回は設置いたしません．
（6) 忘れ物について
総合受付にて管理いたします．お心当たりのある方は総合受付にお問い合わせください．
（7) 喫煙について
セッション会場内はすべて禁煙です．喫煙される方はホテル内の下記指定場所にてお願いいたします．
① 本館 3F の喫煙ルーム：ビジネスセンターの隣
② 南館 2F の喫煙ルーム：コンビニエンスストアの隣
なお会場がある新宿区の条例により，路上での喫煙は禁止されています．
（8) 飲食についてのお願いとご案内
各セッション（講演・ポスター）会場内への飲食物のお持ち込みはご遠慮ください．ご協力をお願いいたし
ます．

15．京王プラザホテル内の主な施設・店舗
http:／／www.keioplaza.co.jp／guide／facility／index.html
http:／／www.keioplaza.co.jp／guide／shop／index.html
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（1) ビジネスセンター（セルフサービス)
カラーコピー，プリンターやファクシミリ等，コイン式を設置しております．
店舗前のコイン PC は 24 時間いつでもご利用いただけます．
場

所：本館 3F

営業時間：8：00〜22：00
（2) コンビニエンスストア
クォリティストア 生活彩家 コンビニエンスストア
コピー，ファクシミリ，ATM，宅配便サービスを承ります．
場

所：南館 2F

営業時間：5：00〜翌 2：30（年中無休)
（3) 宅配便
3F のベルキャプテンデスクにて，受付いたします．
クロネコヤマト，佐川急便，ゆうパックなどがご利用いただけます．
（4) 託児室
京王プラザホテル内に常設の託児室「ベビーシッター リトルメイト」
（予約制／有料）がございます．
利用には事前予約が必要です．希望される方は，直接お問い合わせの上お申し込みください．
場

所：本館 30F

営業時間：10：00〜18：00（時間外利用要相談)
直通電話：03-3345-1439
（5) その他
ホテル内には，各種レストラン・専門店等があります．どうぞご利用ください．

16．ご注意
�) 会場内での写真撮影，録音，録画は禁止いたします．
特にフラッシュ撮影をされている場合は，会場から退室していただく場合があります．
�) 会場内では，スマートフォン・携帯電話の電源をお切りいただくか，マナーモードに切り替えてください．
�)「日本臨床薬理学会学術総会」関連の利益相反の開示について
（ア) 会員，非会員の別を問わず，発表者は本学会が主催する講演会（学術総会，講習会他）で発表・講演を
行う場合，筆頭発表者は配偶者，一親等の親族，生計を共にする者も含めて，今回の演題発表に際し
て，基礎研究ならびに臨床研究（以下研究という）に関連する企業や営利を目的とした組織または団体
との経済的な関係について，過去 1 年間における利益相反状態の有無を学会発表スライドの最初ある
いはポスターの最後に様式 1（例 ① あるいは例 ②）に則って以下の（イ）の内容を開示するものとす
る．
例①

例②
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（イ) 開示すべき内容は以下のいずれかとし，様式 1 の例示に明記する．
① 企業や営利を目的とした団体の役員，顧問職
（1 つの企業・団体から年間 100 万円以上のもの)
② 株の保有
（1 つの企業の 1 年間の利益が 100 万円以上，あるいは当該株式の 5％以上保有のもの)
③ 企業や営利を目的とした団体から知的財産権使用料として支払われた収入など
（1 つにつき年間 100 万円以上のもの)
④ 企業や営利を目的とした団体より，会議の出席（発表）に対し，研究を拘束した時間・労力に対して
支払われた日当，講演料
（1 つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上のもの)
⑤ 企業や営利を目的とした団体のパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料など
（1 つの企業・団体から年間合計 50 万円以上のもの)
⑥ 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費（委託受託研究，共同研究）など
（1 つの企業・団体から支払われた総額が年間 100 万円以上のもの)
⑦ 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金（奨励寄付金）など
（1 つの企業・団体から支払われた総額が年間 100 万円以上のもの)
⑧ 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座との関連
（企業などからの寄付講座に所属している場合)
⑨ 研究とは無関係な旅行，贈答品など
（1 つの企業・団体から年間 5 万円以上のもの)
＊ただし ⑥，⑦ については，筆頭発表者個人か，筆頭発表者が所属する部局（講座，分野）あるいは
研究室などへ研究成果の発表に関連し，開示すべき利益相反関係にある企業や団体などからの研究
経費，奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある．

口演発表の座長の方へ
�) 担当セッション開始予定時刻 20 分前までに会場内右手前方の「次座長席」にご着席のうえ，会場係員に，到着
の旨をお伝えください．
�) 特別講演・教育講演・シンポジウム等の進行に関しては座長に一任いたします．所定の時間を超過しないよう
にご配慮ください．
�) 一般演題口演は，発表 8 分・質疑 2 分で進行してください．定刻になりましたらセッションを開始してくださ
い．

口演発表の演者の方へ
．一般口演以外のセッションの演者の方へ
�) 演者の方は担当セッションの開始 1 時間前までに PC データ受付にてデータを確認してください．
詳細につきましては「3．PC データ受付・機材について」をご参照ください．
�) 発表・討論時間は時間厳守でお願いいたします．
�) 発表形式は，パワーポイントによるパソコンでの発表のみです．
詳細につきましては「3．PC データ受付・機材について」をご参照ください．

．一般口演演者の方へ
�) 担当セッションの開始 1 時間前までに PC データ受付にてデータを確認してください．
詳細につきましては「3．PC データ受付・機材について」をご参照ください．
�) 口演は，発表 8 分・質疑 2 分です．時間厳守でお願いいたします．
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�) 発表形式は，パワーポイントによるパソコンでの発表のみです．
詳細につきましては「3．PC データ受付・機材について」をご参照ください．
�) 利益相反の状態について，16-3）の例（p. S21）を参考に発表スライドの最初に開示してください．

．PC データ受付・機材について
受付場所：京王プラザホテル 本館 4F 「花 A」前ホワイエ
受付時間：12 月 4 日（水）7：40〜16：00
12 月 5 日（木）8：00〜19：00
12 月 6 日（金）7：30〜14：00
※午後からは，翌日以降のご発表のデータも受け付けます．
�) 会場には，Windows 版 PowerPoint 2010／PowerPoint 2013／PowerPoint 2016 がインストールされたパソコ
ンをご用意いたします．フォントは OS 標準のもののみ使用できます．データは原則として Windows 版
PowerPoint でご作成のうえ，USB メモリーまたは CD-ROM に保存して当日ご持参ください．
Macintosh でデータを作成された方は，ご自身のパソコンをお持込のうえ，ご発表ください．
�)「PC データ受付」サーバーや会場のパソコンにご発表データを一時保存いたしますが，これらのデータは本
学術総会終了後，学術総会運営事務局が責任を持って完全に破棄いたします．
パソコン本体持込の場合の注意点
�) Windows，Macintosh の双方とも映写可能です．担当セッションの開始 1 時間前までに「PC データ受付」へ
お越しください．
�)「PC データ受付」の試写用モニターにてケーブルの接続を確認してください．会場では「MiniD-sub15 ピン
3 列コネクター（通常のモニター端子・5 個のピン穴が 3 段になっているもの）」をご用意いたします（下図
参照）
．一部のノートパソコンでは本体附属（別売り）のコネクターが必要な場合がありますので，必ずお持
ちください．

�) 画面の解像度は XGA（1024×768）推奨です．このサイズより大きいまたは小さい場合，画像が鮮明に出な
いことがあります．
�) パソコン本体持込の場合でも，CD-ROM または USB メモリーでのバックアップ用データをご持参くださ
い．
�) パソコンの AC アダプターは必ずご持参ください．
�) 再起動することがありますので，パスワード入力の設定は，予め解除しておいてください．
また予め，スクリーンセーバー，省電力設定を解除しておいてください．
�) 万が一の事故に備えてご自身の PC に保存されている重要なデータはバックアップをお取りください．
�) 試写後，発表予定時間の 10 分位前に会場内左手前方演台付近の PC オペレーター席へお持ちください．また
発表後は，必ずご自身のパソコンをお引き取りくださいますようご注意ください．
データ持込（CD-ROM または USB メモリ）での注意点
�) Windows のみデータ持込が可能です．アプリケーションソフトは PowerPoint に限定させていただきます．
持ち込まれるメディアには，当日発表されるデータ（完成版）以外のデータを入れないようにしてください．
�) フォントは文字化けを防ぐため下記フォントに限定して使用してください．
日本語の場合：MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝
英語の場合：Arial, Arial Black, Arial Narrow, Century, Century Gothic, Courier New, Georgia, Symbol,
Times New Roman
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�) 動画データをご使用の場合は，パソコン本体のお持込をお願いいたします．
発表について
演台にキーボード，マウスがあります．データ持込，パソコン本体持込，いずれの場合も，演台にセットされて
いるキーボード，マウスをご使用ください．お預かりしたデータの 1 枚目のページをオペレーターが出しておき
ますので 2 枚目からはご自身で送り・戻しの操作をお願いいたします．
※発表者ツールのご使用はできません．

ポスター発表座長の方へ
�) 下記ポスター発表座長受付時間内に，
「ポスター座長受付」（京王プラザホテル南館 4F 「錦」前ホワイエ）
にお立ち寄りください．
�) ポスター発表時間は 1 演題 8 分（発表 6 分，質疑 2 分）です．時間になりましたら，セッションを開始して
ください．
日 程

ポスター座長受付

ポスター発表時間

12 月 4 日（水)

13：30〜15：00

15：10〜15：50

12 月 5 日（木)

11：30〜13：00

13：10〜13：50

12 月 6 日（金)

11：10〜12：40

12：50〜13：30

ポスター発表の方へ
�) ポスター受付はございません．所定の日時・場所にご自身の演題タイトル・演者氏名・ご所属，本文を掲示
してください．掲示用の画鋲，リボンは，ポスターパネルにご用意いたします．
�) ポスター発表時間は 1 演題 8 分（発表 6 分，質疑 2 分）です．座長の進行に従ってご発表ください．
�) セッション開始時刻の 5 分前までにポスターの前にお越しください．
ポスター閲覧・発表時間
日

程

貼

閲

付

覧

撤

ポスター発表時間

去

12 月 4 日（水)

7：40〜10：00

10：00〜15：10
15：50〜18：00

15：10〜15：50

――

12 月 5 日（木)

――

8：00〜13：10
13：50〜17：50

13：10〜13：50

――

12 月 6 日（金)

――

7：30〜12：50
13：30〜14：00

12：50〜13：30

14：00〜15：00

・撤去時間を過ぎても残っているポスターにつきましては，学術総会運営事務局にて撤去，処分いたしますので
ご了承ください．
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・使用パネルは，タイトルを含め横 90 cm，縦 170 cm です．
学術総会運営事務局にて演題番号のみを左上部に貼付いたします．

演題番号 20×20 cm
事務局で用意

演題名・発表者名・所属
20×70 cm
70 cm

・演題番号の右側に，演題名・所属・演者氏名と全ての共同演者氏名

20 cm

（発表者の氏名の前には○をつける）を掲示してください．
・発表本文は，
【目的】
【方法】
【結果・考察】【結論】の順に掲示して

90 cm

ください．
・利益相反の状況について，16-3）の例（p. S21）を参考にポスターの
最後に開示してください．

210 cm

150 cm

COIに関する開示
この部分は貼付しない

40 cm

優秀演題賞について
・一般演題口演につきましては，各セッションの座長の先生方の審査結果に基づき，優秀演題を選定させていた
だきます．
・一般演題ポスターはあらかじめ優秀ポスター発表として選定されている演題の中から審査員による審査を行
います．
・それぞれの優秀演題賞の表彰式を 12 月 6 日（金）15：40〜の閉会式（第 1 会場（京王プラザホテル 本館 5F
「コンコード AB」
）
）にて行いますので，是非，ご出席ください．
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アプリ［Confit］のご紹介

◆プログラム検索＆スケジュール登録システム「Confit」について
本学術総会では，演題検索やスケジュール登録ができる Confit サービスをご利用いただけます．
聴講したいセッションや演題を検索し，ご自分のスケジュールとして登録することで，学会期間
中のオリジナル予定表が作成できます．
詳しい使用方法は，
第 40 回日本臨床薬理学会学術総会のホームページ
（http:／／www.c-linkage.co.jp／jscpt40／）
に掲載いたします．是非，ご利用ください．
・公開日：2019 年 11 月下旬（予定）
・利用環境：利用に際して，Wi-Fi，携帯電話回線などインターネット接続が必要になります．
（会場内 Wi-Fi 環境に関しては，休憩スペース（京王プラザホテル 南館 4F「錦」）にて設置
しておりますが，通信の集中により接続できないこともありますので予めご了承ください．
）
SSID：40JSCPT

PW：2019jscpt

● アプリ版

アプリ名：第 40 回日本臨床薬理学会学術総会（JSCPT40)
・対応機種：iPad, iPhone, Android
ダウンロード方法：App Store，Google Play より「jscpt40」で検索し，
「第 40 回日本臨床薬理学会学術総会（JSCPT40）
」
をダウンロードしてください（無料）
．
● Web

版

第 40 回日本臨床薬理学会学術総会のホームページ
（http:／／www.c-linkage.co.jp／jscpt40／）
をご覧ください．

抄録閲覧パスワード：プログラム・抄録集に記載されています。
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「百人会議システム」利用方法
下記のセッションでは，
「百人会議」というアプリを用いて，参加者と登壇者双方向型のセッション進行を予定しており
ます．携帯電話（スマートフォン）をご持参の上，積極的な参加をお待ちしております．
・会長企画シンポジウム

・シンポジウム 1〜33

・ワークショップ

・ミニワークショップ 1〜2

※但し，システムを利用しないセッションもありますので，会場でのアナウンスを確認してください．

ログイン方法 （当日のみ)
・次ページ，または各会場に配置してある QR コードを読み込み，サファリや Chrome 等の純正ブラウザで開いてくださ
い．
なおコメントや投票を行う際はご自身の居る会場と会場別の QR コードが一致していることをお確かめください．
・会場に無線 LAN のご用意はございません．LTE／4 G による接続をお願いいたします．

操作方法

機能制限について
・第 2 会場〜第 8 会場では座長席のタブレットに会場からのコメントや質問が届きます．
・第 1 会場では，上記に加え投票（座長からの質問に対し回答を送る）機能がご利用いただけます．
・従来型携帯電話（いわゆるガラケー）では一部の機種で対応していない事がございますので，予めご了承ください．
タブレットや PC／Mac でのご利用
・カメラ付きタブレットの場合は QR コードを読み込んでご参加いただけます
・そうでない場合は自身のブラウザで
コードを入力してください．

http:／／kaigi100.com／に移動した後，各会場 QR コードの底に書いてあるキー

例）

・いずれもうまく行かない場合，jscpt40@kaigi100.com に空メールを送付してください．
各会場へのリンクの一覧をお送りします．
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学術総会開催中の各種会合
○第 51 回理事会

12 月 3 日（火）16：00〜18：30

京王プラザホテル 本館 42F 「高尾｣

○社員総会

12 月 4 日（水）18：00〜19：00

第 1 会場（京王プラザホテル 本館 5F 「コンコード AB」
)

○総会

12 月 5 日（木）15：15〜15：45

第 1 会場（京王プラザホテル 本館 5F 「コンコード AB」
)

○各種委員会

編集委員会，財務委員会，国際交流・リエゾン委員会，認定 CRC 制度委員会，
海外研修制度委員会，の開催を予定しています．
詳細につきましては，学会事務局受付までお問合せください．

○海外研修員帰朝報告会
12 月 4 日（水）17：00〜18：00
座

第 1 会場（京王プラザホテル 本館 5F 「コンコード AB」)

長：松本 直樹（日本臨床薬理学会海外研修制度委員会委員長／聖マリアンナ医科大学医学部薬理学)
下田 和孝（日本臨床薬理学会理事長／獨協医科大学精神神経医学講座)

報告者：岩倉 考政（磐田市立総合病院)
鷲野 聡（自治医科大学附属さいたま医療センター)
鈴木 豪（東京女子医科大学心臓病センター)
＜式次第＞
�．研修状況報告

松本 直樹 委員長

�．海外研修修了者への修了証授与

下田 和孝 理事長

�．海外研修修了者報告

（岩倉 考政，鷲野 聡，鈴木 豪)

○2019 年度（第 30 回）
「臨床薬理研究振興財団賞」授与，受賞講演および 2018 年度学術奨励賞研究成果報告
12 月 5 日（木）14：00〜15：15

第 1 会場（京王プラザホテル 本館 5F 「コンコード AB」)

座長：熊谷 雄治（
「臨床薬理研究振興財団賞」選考委員会委員長／北里大学病院臨床試験センター)
下田 和孝（日本臨床薬理学会理事長／獨協医科大学精神神経医学講座)
今年度受賞者：
�) 学術奨励賞
受賞者：柳町 昌克（東京医科歯科大学小児科)
テーマ：プロテオーム解析とゲノム薬理学を応用した薬剤性中枢神経障害の病態解明
�) 学術論文賞 A（
「臨床薬理」掲載論文)
◇受賞者：前田 実花（北里大学病院倫理審査室・薬剤部)
受賞論文：Mika MAEDA, Tomoe FUJITA, Hideki AMANO, Harue KOHARA, Akira YAMAZAKI,
Takeshi HIRAYAMA, Masakazu KUROYAMA, Mieko OGINO, Kazuaki NAGASHIMA, Tsugio
AKUTSU, Kazutoshi NISHIYAMA, Yuji KUMAGAI
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of a Single Dose of Scopolamine Ointment Applied to
the Postauricular Area in Healthy Subjects
臨床薬理．2018；49（2）
：53-58．
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学術総会開催中の各種会合
◇受賞者：橋口 正行（慶應義塾大学薬学部医薬品情報学講座)
受賞論文：Masayuki HASHIGUCHI, Jun HAKAMATA, Mikiko SHIMIZU, Junya MARUYAMA, Tsuyoshi
SHIGA, Mayumi MOCHIZUKI
Risk Factors for Hyperuricemia with HMG-CoA Reductase Inhibitors Using a Postmarketing
Surveillance Database in Japan
臨床薬理．2018；49（4）
：145-150．
�) 学術論文賞 B（
「臨床薬理」以外の雑誌掲載論文)
◇受賞者：鏡 卓馬（浜松医科大学内科学第一講座消化器内科学分野)
受賞論文：Takuma Kagami, Mihoko Yamade, Takahiro Suzuki, Takahiro Uotani, Yasushi Hamaya, Moriya
Iwaizumi, Satoshi Osawa, Ken Sugimoto, Kazuo Umemura, Hiroaki Miyajima, Takahisa Furuta
Comparative Study of Effects of Vonoprazan and Esomeprazole on Antiplatelet Function of
Clopidogrel or Prasugrel in Relation to CYP2C19 Genotype
Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2018：103（5）：906-913
＜式次第＞

�．授与式開催の挨拶

熊谷 雄治 委員長

�．公益財団法人臨床薬理研究振興財団ご挨拶

金田 豊正 常務理事

�．選考経過報告

熊谷 雄治 委員長

�．各賞授与式

下田 和孝 理事長

�．学術奨励賞研究抱負
�．学術論文賞受賞講演
�．2017 年学術奨励賞研究成果報告
受賞者：加藤正樹（関西医科大学附属病院精神神経科)
テーマ：ゲノミクス-エピゲノミクス-インフォマティクスによる，精神科領域でのプレシジョン
メディシンを目指した臨床薬理学的研究
�．2018 年学術奨励賞研究成果報告
受賞者：内藤隆文（浜松医科大学医学部附属病院薬剤部)
テーマ：抗体医薬の TDM の普及のためのヒト血清中濃度測定の分析ワークフローの構築
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関連集会
第 26 回 臨床薬理学講習会（2019 年度)
「臨床研究，治験を適正に実施するために必要な情報と体制｣
講習会名：日本臨床薬理学会第 26 回臨床薬理学講習会（2019 年度)
日

時：2019 年 12 月 7 日（土）10：00〜16：00

会

場：京王プラザホテル 南館 4F 「錦｣
〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 2 丁目 2-1

主

TEL：03-3344-0111（代表)

催：日本臨床薬理学会専門医制度委員会・認定薬剤師制度委員会・認定 CRC 制度委員会
本年度は認定薬剤師制度委員会・認定 CRC 制度委員会が担当します．

世 話 人：家入 一郎（九州大学大学院薬学研究院薬物動態学)
牛島 健太郎（山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部)
榎本 有希子（日本大学医学部附属板橋病院 臨床研究センター)
日比野 文代（昭和大学江東豊洲病院 臨床試験支援室)
渡部 歌織（東京大学医学部附属病院 臨床研究支援センター)
取得単位：�) 専門医・認定薬剤師の認定申請（受験）には，少なくとも 1 回本講習会の出席が必要です．
�) 本講習会出席により認定更新に必要な 50 単位中の 10 単位が取得できます．
認定薬剤師の認定更新には，認定期間中に学術総会と講習会に各 1 回以上の出席が必須です．
�) 認定 CRC の場合，本講習会出席により認定申請（受験）に必要な会議参加実績 50 点中の 10 点を取得でき
ます．また認定更新に必要な会議参加実績 100 点中の 10 点を取得できます．
�) 薬剤師研修センターの研修シールを交付します．申込時に薬剤師免許番号をお知らせください．
プログラム：主題「臨床研究，治験を適正に実施するために必要な情報と体制」
10：00-10：05

開会挨拶

家入 一郎

午前のテーマ：
「薬機法改正｣
座長

牛島 健太郎・榎本 有希子

�．10：05-11：10

薬機法改正について

�．11：10-12：00

医療用医薬品の添付文書に関する活用状況と今後の展望

厚生労働省大臣官房審議官
国立医薬品食品衛生研究所

森 和彦
齋藤 嘉朗

午後のテーマ：
「今後の臨床研究の行方｣
座長

家入 一郎・渡部 歌織
研究不正と Research Integrity 〜実際の不適切事例を元に〜

�．13：00-14：00

北里大学北里研究所病院
�．14：00-15：00

氏原 淳

患者・市民参画〜臨床研究を行う研究者との協働について（仮)
グループ・ネクサス・ジャパン／全国がん患者団体連合会

�．15：00-16：00

厚生労働省

医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課

※適宜休憩を挟みます
閉会挨拶

天野 慎介

「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令のガイダンスについて」の改正

牛島 健太郎
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関連集会
参 加 費

区分
事前参加受付
2019 年 11 月 30 日（土）締切
当日参加受付

会員

参加費
9,000 円

非会員

18,000 円

会員

10,000 円

非会員

20,000 円

当日の参加受付は 12 月 7 日（土）9：30 より講習会会場（京王プラザホテル
南館 4F 「錦」
）前 にて行います．
【重要なお知らせ】

10 月 1 日以降入会（2020 年度新入会）の方も学術総会ならびに臨床薬理学講習会に会員価格で参加が可能とな
りました．非会員で事前参加登録予定の方はこの機会に是非入会をご検討ください．
入会希望者は所定の入会申込書によりお申し込みください．なお入会申込書は本学会ホームページからダウン
ロードできます．ご不明な点がございましたら事務局にお問合せください．
連 絡 先：
日本臨床薬理学会事務局
TEL：03-3815-1761

〒 113-0032 東京都文京区弥生 2-4-16
FAX：03-3815-1762

学会センタービル

E-mail：clinphar@jade.dti.ne.jp
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