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2015.6.8r

日本ジェネリック医薬品学会第 9 回学術大会 開催概要

■会議名： 日本ジェネリック医薬品学会第 9 回学術大会

■テーマ： 「ジェネリック・バイオシミラーのさらなる使用促進への挑戦」

■大会長： 川上 純一 （浜松医科大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長）

■主 催： 一般社団法人 日本ジェネリック医薬品学会

■後 援： 厚生労働省、日本医師会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、日本保険薬局協会、

全国健康保険協会、健康保険組合連合会、静岡県薬剤師会、静岡県病院薬剤師会

浜松市医師会、浜松市薬剤師会

■会 期： 2015 年（平成 27 年）6 月 13 日（土）～14 日（日）

■会 場： アクトシティ浜松  中ホール、コングレスセンター

〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1

■受 付： 6/13（土）11：15～  中ホール前ロビー、コングレスセンター1F 
6/14（日） 8：30～  コングレスセンター1F 

■参加費

正会員とは、既に正会員登録をされており、2015 年度の更新をされた方、または新規に正会員登録される方

に限ります。

■参加者数（予定）： 約 800 名

■懇親会： 6 月 13 日（土）18：20～19：50  ※定員に達し次第締め切ります。

会場：オークラアクトシティホテル浜松 平安（4F）
会費：5,000 円   ※空きがある場合は当日申込み可

■市民公開講座：6 月 13 日（土）13：30～16：30 コングレスセンター 41 会議室（4F）
■記者会見：6 月 14 日（日）16:30～17:30 コングレスセンター 23 会議室（2F）
■事前申込み受付期間： 2015 年 1 月 20 日（火）～2015 年 5 月 25 日（月）17：00（延長）

■事前申込み方法 ： ホームページにてお申し込み受付（終了後は当日申込みとなります） 

            http://www.ge-academy.org/seminnar2015_info.html

■会場地図

事前申込 当日申込

正会員 5,000円 　7,000円

非会員、システム会員、賛助会員 8,000円 10,000円

学　生 1,000円  2,000円

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰﾁｹｯﾄ

は受付開始時

に配布予定
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第1会場
中ホール

中ホール／B1ＦF

受付

6/13（土）のみ
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■プログラム
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プログラム紹介① 

■大会長講演                                         

6 月 13 日（土）13：00-13：30  第 1会場（中ホール） 

座 長： 武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院 教授） 

「ジェネリック・バイオシミラーのさらなる使用促進への挑戦」 

演 者： 川上 純一（浜松医科大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長） 

■特別講演①                                      

6 月 13 日（土）13：30-14：20  第 1会場（中ホール） 

座 長： 佐藤 博（日本病院薬剤師会 副会長） 

「パッケージとしての医薬品産業政策の方向性」 

演 者： 城 克文（厚生労働省医政局 経済課長） 

■特別講演②                                      

6 月 13 日（土）14：20-15：10  第 1会場（中ホール） 

座 長： 小山 信彌（東邦大学医学部 医療政策・渉外担当特任部門 教授） 

「医療提供体制の変革と中医協の議論」 

演 者： 万代 恭嗣（東京山手メディカルセンター 院長） 

■ジェネリック医薬品品質情報検討会の活動内容について                    

6 月 13 日（土）15：40-16：40  第 1会場（中ホール） 

座 長： 四方田 千佳子 

（医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団大阪事業所 副所長）

「ジェネリック医薬品品質情報検討会の活動内容について」 

演 者： 伊豆津 健一（国立医薬品食品衛生研究所 薬品部） 

■パネルディスカッション                                

6 月 13 日（土）16：40-18：00  第 1会場（中ホール） 

モデレーター： 川上 純一 （浜松医科大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長）

「医療保険制度改革とジェネリック医薬品」 

演 者： 中井 清人（厚生労働省保険局医療課 薬剤管理官） 

パネリスト：山本 信夫（日本薬剤師会 会長） 

パネリスト：北田 光一（日本病院薬剤師会 会長） 

パネリスト：万代 恭嗣（東京山手メディカルセンター 院長） 

■教育講演                                      

6 月 14 日（日）12：45-13：45  第 2会場（41会議室／コングレスセンター4F） 

座 長： 津谷 喜一郎（東京有明医療大学保健医療学部特任教授・東京大学大学院薬学系研究科 客員教授） 

「臨床研究の倫理と利益相反（COI）管理」 

演 者： 曽根 三郎（徳島市民病院 病院事業管理者） 
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プログラム紹介② 

■シンポジウム１                                    

ジェネリック医薬品の新たなロードマップ 

6 月 14 日（日）9:15-11:15  第 2会場（41 会議室） 

オーガナイザー・座長 ： 武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院 教授） 

             佐藤 博（日本病院薬剤師会 副会長） 

１．「ロードマップ検証の概要と今後の展望」 

城 克文（厚生労働省医政局 経済課長） 

２．【病院の立場から】 

ジェネリック医薬品のさらなる有効活用について 

増原 慶壮（聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 参与） 

３．【医師会の立場から】 

ジェネリック医薬品に対する期待 

   鈴木 邦彦（日本医師会常任理事） 

４．【ジェネリック医薬品企業の立場から】 

ロードマップで示された課題への業界団体の取組み 

   伏見 環（ジェネリック製薬協会 理事長） 

５．【医薬品卸の立場から】 

ジェネリック医薬品の流通とその課題 

   一條 宏（日本医薬品卸売業連合会 薬制委員会委員長） 

６．【保険者の立場から】 

  協会けんぽにおけるジェネリック医薬品の使用促進対策と新たなロードマップへの期待 

   伊奈川 秀和（全国健康保険協会 理事） 

７．総合討論 
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■シンポジウム２                                    

ジェネリック薬を活かした地域連携の推進を目指して 

6 月 14 日（日）9:15-11:15  第 4会場（31 会議室） 

オーガナイザー・座長：明石 文吾（静岡県薬剤師会 会長） 

篠 道弘（静岡県立静岡がんセンター薬剤部） 

１．9：15～10：00  基調講演 

           後発医薬品使用促進の現状と今後、「８０％以上」に向けて 

              演者：漆畑 稔（日本ジェネリック医薬品学会 理事） 

２．10：00～10：20 一般講演 

           病院とジェネリック薬を取り巻く問題 

              演者：山内 拓（聖隷富士病院） 

３．10：20～10：40 一般講演 

           ジェネリック医薬品の促進に向けて薬局の問題点 

              演者：伊藤 譲（静岡県薬剤師会、レモン薬局三方原店） 

４．10：40～11：15 ディスカッション 
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プログラム紹介③ 

■シンポジウム３                                    

バイオシミラーの開発と使用促進にむけて 

6 月 14 日（日）14:00-16:00  第 2 会場（41 会議室） 

オーガナイザー： 村田 正弘（日本ジェネリック医薬品学会 品質評価委員会委員長 理事） 

内藤 隆文（浜松医科大学医学部附属病院薬剤部）

１．バイオ後続品の産業・医療における位置づけ 

佐々木 均（長崎大学病院薬剤部 教授・薬剤部長） 

２．バイオ後続品の規制の動向

沢登 健治（医薬品医療機器総合機 構再生医療製品等審査部） 

３．バイオ後続品の開発・上市の経験

塚本 哲治（日本化薬株式会社 医薬事業本部医薬開発本部 開発戦略部長） 

４．バイオシミラーの費用対効果

五十嵐 中（東京大学大学院薬学系研究科 医薬経済学） 

５．総合討論 

■シンポジウム４                                    

製剤の品質と医薬品選択 

6 月 14 日（日）14:00-16:00  第 4 会場（31 会議室） 

オーガナイザー： 増原 慶壮（聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 参与） 

座長： 佐々木 忠徳（昭和大学 統括薬剤部長） 

          田中 恒明（大和市立病院 薬剤科長） 

１．後発医薬品の品質検証のためのサイエンス 

    四方田 千佳子 

（医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 大阪事務所 副所長） 

２．外用製剤の品質確保のためのサイエンス 

山内 仁史（ニプロパッチ株式会社 執行役員ビジネス開発部長） 

３．点眼薬の品質確保のためのサイエンス 

小貫 峰男（日東メディック株式会社 取締役 研究開発本部長） 

４．薬局薬剤師の臨床経験からの外用薬の選択 

    山田 真幸（横浜市薬剤師会） 

５．病院薬剤師の臨床経験からの外用薬の選択 

 小池 博文（横浜市立大学病院薬剤部）

６．総合討論 
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プログラム紹介⑥ 

■ランチョンセミナー１                                   

6 月 13 日（土）11:45-12:45  第 2 会場（41 会議室） 

「ジェネリック医薬品の使用をいかに進めるべきか －AG とバイオシミラ－」

演 者：坂巻 弘之（東京理科大学 経営学部 経営学科 教授） 

共催：サンド株式会社 

■ランチョンセミナー２                                   

6 月 13 日（土）11:45-12:45  第 4 会場（31 会議室） 

座 長： 川上 純一 （浜松医科大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長） 

「地域医療改革と薬剤師」 

演 者： 楠本 正明（京都府薬剤師会 常務理事） 

共催：東和薬品株式会社 

■ランチョンセミナー３                                 

6 月 14 日（日）11:30-12:30  第 2 会場（41 会議室） 

座 長：川尻 尚子（東京歯科大学市川総合病院 薬剤部長）

「薬剤部長の視点からみた医療マネジメント～バイオシミラーの今後の動向を含めて～」 

演 者：佐藤 透（済生会横浜市南部病院 薬剤部長） 

共催：日本化薬株式会社 

■ランチョンセミナー４                                 

6 月 14 日（日）11:30-12:30  第 5 会場（52+53+54 会議室） 

座 長：  増原 慶壮 （聖マリアンナ医科大学病院 参与） 

「病院薬剤師が考えた医療安全対策に寄与する製剤的工夫」

演 者：  北澤 貴樹（埼玉医科大学病院 薬剤部 部長） 

共催：第一三共エスファ株式会社 

■ランチョン共催セミナー                                 

6 月 14 日（日）11:30-13:00  第 4 会場（31 会議室） 

座 長： 菊地 健次郎（北海道循環器病院 常務理事、北海道心臓協会 副理事長、旭川医科大学 名誉教授）

「EBM を重視した臨床医の責務とジェネリックの在り方」 

演 者： 桑島 巌（東京都健康長寿医療センター 顧問、臨床研究適正評価教育機構 理事長、 

東京医科大学 循環器内科 兼任教授）

オーガナイザー：武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院 教授、日本ジェネリック医薬品学会 代表理事）

共催：日医工株式会社
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■一般演題                                      

6月14日（日）　9：15～11：15

座長
折井 孝男　（ＮＴＴ東日本関東病院　薬剤部）
賀川 義之　（静岡県立大学 薬学部）

9:15～9:30 １

局所皮膚適用製剤貼付剤の後発医薬品の使用感・ハンドリング評価系
構築と評価
中崎　允人
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　薬剤部

9:30～9:45 ２

後発医薬品普及促進のためのナショナルデータベース活用研究
三津原　庸介
株式会社　日本医薬総合研究所

9:45～10:00 ３

薬学教育における「ジェネリック医薬品の安全性・副作用情報ビデオ」の
効果の検証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋
幹郎
長崎大学　大学院　医歯薬学総合研究科

10:00～10:15 ４

ジェネリック医薬品外用剤の有効性及び安全性評価
平野　良真
日本調剤株式会社

10:15～10:30 ５

院内における後発医薬品に切り替え後の使用状況について
古川　大輔
横浜市立大学附属病院　薬剤部

10:30～10:45 ６

後発医薬品添付文書の課題
長谷川　寿一
日本ジェネリック製薬協会　安全性委員会

10:45～11:00 ７

PTPシート誤飲事故防止のための次世代錠剤包装(ESOP)の開発
盛本　修司
株式会社モリモト医薬

11:00～11:15 ８

安定エフェクター細胞株の作製と抗体医薬品のADCC活性測定系への
応用
広崎　春佳
一般財団法人化学物質評価研究機構　安全性評価技術研究所

【日本ジェネリック医薬品第9回学術大会　一般演題スケジュール】

・発表時間　１２分　、質疑２分　　計１４分
・ポスター掲示（示説なし）あり：6月14日（日）10：00～15：00
第３会場（43+44会議室／コングレスセンター4F）にて

第５会場
（52＋53＋54会議室／コングレスセンター5F）

■企業展示                                      

 一般財団法人化学物質評価研究機構 

カプスゲル・ジャパン株式会社 

サンド株式会社 

株式会社三和化学研究所 

第一三共エスファ株式会社 

東和薬品株式会社  

ニプロ株式会社 

日本ジェネリック株式会社 

藤森工業株式会社 

（五十音順） 
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市民公開講座

共催：沢井製薬株式会社

日 時： 2015 年 6 月 13 日（土） 

開 場： 13 時 00 分

開始時間： 13 時 30 分 

終了予定時間：16 時 30 分 

会 場： アクトシティ浜松 コングレスセンター4F  41 会議室

参加費： 無料 

後 援：静岡県、浜松市、静岡県医師会、静岡県薬剤師会、静岡県病院薬剤師会、静岡県看護協会 

司会：那須洋子氏（元静岡第一テレビアナウンサー） 

13:00～13:30 入場受付 

13:30～14:10 基調講演１ 「静岡県の医療を考える -地域住民として知っておくべきこと-」 

       小林利彦氏（浜松医科大学医学部附属病院 医療福祉支援センター長 特任教授）

14:10～14:40 基調講演２ 「活用していますか？ジェネリック医薬品」

川上純一氏（浜松医科大学附属病院 教授・薬剤部長）

14:40～15:00 休憩

15:00～15:30  Dr.らく朝の健康落語「寄席外来」-笑いの効用-

立川らく朝氏（落語家・医学博士）

15:35～16:30 パネルディスカッション「住民の地域医療への関わり方」

小林利彦氏、川上純一氏、

尾田優美子氏（訪問看護ステーション三方原 所長）

スペシャルゲスト 高橋英樹氏（俳優）


