
第37回 薬物動態談話会年会 

参加費： 30,000円（宿泊費込、会員会社限定） 
初日のみ参加（8,000円），２日目のみ参加（10,000円）も可 

特別講演： 
「①個人間変動を考慮した臨床試験結果の予測：臨床試験の結果から代
謝酵素・トランスポーターの個人間変動を抽出する」 

横浜薬科大学 千葉 康司 
「②薬物動態関連遺伝子多型を考慮した日(中)韓国際共同臨床試験」    

九州大学大学院薬学研究院 家入 一郎 

シンポジウム１：ファーマコゲノミクスの現状と展望 
「①c-Met阻害剤tivantinib（ARQ 197）のCYP2C19遺伝子多型情報を考
慮した用量設定」            協和発酵キリン株式会社 秋永 士朗 
「②副作用ゲノムバイオマーカーとその治験・市販後での利用」 

国立医薬品食品衛生研究所 斎藤 嘉朗 
「③CYP2D6遺伝子多型情報に基づくタモキシフェンの個別化投薬と固定
用量の比較研究」               慶應義塾大学医学部 今村 知世 

シンポジウム２：PK/PD Modeling & Simulation 
会長講演： 「メカニズムに基づくモデリング＆シミュレーションの現状と将来
展望」                 独立行政法人理化学研究所 杉山 雄一 
「①抗がん剤開発における非臨床PK/PD M&Sの利用」 

武田薬品工業株式会社 小亀 暁史 
「②Translational PKPD推進に向けた取り組み」    

アステラス製薬株式会社 長坂 泰久 
「③抗体医薬品のpharmacokinetics/pharmacodynamics」    

協和発酵キリン株式会社 桒原 隆 

新企画：ショーケース＆ディスカッション（11月13日18:00～） 
“Happy Hour! ～Welcome Preview～” 
翌日の各講演の予告を兼ねた座談会です。サプライズ企画と共に演者の先生方を 

ご紹介しながら，参加者の皆様への熱いメッセージをいただきます！ 

日時： 2014年11月 13日（木） 16:30 ～ 
 14日（金） 8:40 ～16:50 

会場： オークラアクトシティホテル浜松 
  JR浜松駅メイワン改札口東口より，徒歩3分（Tel. 053-459-0111）  

連絡先：薬物動態談話会 企画幹事（アステラス製薬株式会社） 
岩坪 隆史  takafumi.iwatsubo@astellas.com ， 田草川 伸 shin.takusagawa@astellas.com 

薬物動態談話会HP、会員専用サイトで受付：  

参加申込み受付中。http://danwakai.jp/ 年間予定より 
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第 37 回薬物動態談話会年会プログラム 
 
11/13（木） 16:30～19:50 会場：4 階平安ⅠⅡ 
 
会長挨拶 
16:30～16:45 薬物動態談話会会長（理化学研究所）        杉山 雄一 先生 
       
特別講演 1   座長 杉山 雄一 先生 
16:45～17:45 「個人間変動を考慮した臨床試験結果の予測：臨床試験の結果から代謝酵 

素・トランスポーターの個人間変動を抽出する」 
 横浜薬科大学 千葉 康司 先生 
 
17:45～18:00 ドリンクサーブ（ウェルカムドリンク） 
 

ショーケース＆ディスカッション “Happy Hour! ～Welcome Preview～” 

新しい試みとして，翌日のプログラム講演の予告的な座談会「ショーケース＆ディスカッショ

ン」を企画しました。本セッションで演者の先生方のお人柄を良く知っていただくとともに，

この後の意見交換会や二次会での気軽なクロストーク，そして翌日のシンポジウムなどでの活

発なディスカッションに繋げていただけたらと思います。 

座長 斎藤 嘉朗 先生 
久米 俊行 先生 

18:00～18:05 新規セッションの趣旨説明 
座長 

18:05～18:20 演者紹介および「参加者へのメッセージ」part 1 
九州大学大学院薬学研究院  家入 一郎 先生 

18:20～18:45 演者紹介および「参加者へのメッセージ」part 2 
シンポジウム１「ファーマコゲノミクスの現状と展望」座長および演者 

18:45～19:00 ドリンクサーブ 
19:00～19:25 演者紹介および「参加者へのメッセージ」part 3 

シンポジウム２「PK/PD Modeling & Simulation」座長および演者 
19:25～19:40 会長からのメッセージ 

薬物動態談話会会長  杉山 雄一 先生 
 

19:40～19:50 事務連絡 
20:00～21:20 意見交換会  （会場：3 階チェルシー） 
(21:30～23:00) （二次会，会場：30 階パール） 
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11/14（金） 6:30～ 朝食：2 階フィガロ 
  8:40～16:50 会場：4 階平安ⅠⅡ 
 

特別講演 2   座長 泉 高司 先生 
8:40～9:40 「薬物動態関連遺伝子多型を考慮した日(中)韓国際共同臨床試験」 
 九州大学大学院薬学研究院 家入 一郎 先生 
 

シンポジウム 1 ファーマコゲノミクスの現状と展望 

座長 今村 知世 先生 
内藤 真策 先生 

 
9:40～10:20 「c-Met 阻害剤 tivantinib（ARQ 197）の CYP2C19 遺伝子多型情報を考

慮した用量設定」 
 協和発酵キリン株式会社 秋永 士朗 先生 
 
10:20～10:45 コーヒーブレイク 
 
10:45～11:25 「副作用ゲノムバイオマーカーとその治験・市販後での利用」 
 国立医薬品食品衛生研究所 斎藤 嘉朗 先生 
 
11:25～12:05 「CYP2D6 遺伝子多型情報に基づくタモキシフェンの個別化投薬と固定

用量の比較研究」 
 慶應義塾大学医学部 今村 知世 先生 
 
12:05～13:00 昼食 （会場：4 階平安Ⅲ） 
 
13:00～13:10 連絡事項 
 
シンポジウム 2 PK/PD Modeling & Simulation 

座長 千葉 康司 先生 
奥平 典子 先生 

 
13:10～14:00 会長講演（科学面） 

「メカニズムに基づくモデリング＆シミュレーションの現状と将来展望」 
 独立行政法人理化学研究所 杉山 雄一 先生 
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14:00～14:40 「抗がん剤開発における非臨床 PK/PD M&S の利用」 

 武田薬品工業株式会社 小亀 暁史 先生 
 
14:40～15:20 「Translational PKPD 推進に向けた取り組み」 

 アステラス製薬株式会社 長坂 泰久 先生 
 
15:20～15:45 コーヒーブレイク 
 
15:45～16:25 「抗体医薬品の pharmacokinetics/pharmacodynamics」 
 協和発酵キリン株式会社 桒原 隆 先生 
 
総括 
16:25～16:40 薬物動態談話会名誉会長（慶應義塾大学 医学部）   加藤 隆一 先生 
16:40～16:50 事務連絡 
 



2014 年 9 月 7 日 
会員および関係者各位 
 

第 37 回薬物動態談話会年会の開催について（ご案内） 

 

残暑厳しい折、会員および関係者の皆様には益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 

 
さて、第 37 回薬物動態談話会年会を、下記のとおり 2014 年 11 月 13 日(木)、14 日(金)

の日程でオークラアクトシティホテル浜松にて開催いたします。 

 

 
今回の年会では、シンポジウムのテーマとして「ファーマコゲノミクスの現状と展望」

および「PK/PD Modeling & Simulation」を取り上げました。また、１日目に翌日のプロ

グラム講演の予告的な座談会「“Happy Hour! ～Welcome Preview～”ショーケース＆デ

ィスカッション」を企画しました。本セッションで演者の先生方のお人柄を良く知って

いただくとともに，意見交換会や二次会での気軽なクロストーク，そして翌日のシンポ

ジウムなどでの活発なディスカッションに繋げていただけたらと思います。 
 
つきましては、会場の準備、宿泊等の都合上、薬物動態談話のホームページ

( http://danwakai.jp/ )より会員 ID でログインし、10 月 10 日（金）までに、「参加

申込み要領」および「参加費振込みに関するお願い」をご一読いただき、参加者各位様

１名ごと申し込みいただきますようお願い申し上げます。また、参加費用は前納のみと

なっておりますので、「参加費振込みに関するお願い」をご参照のうえ、期日までにお

振込みいただくよう重ねてお願い申し上げます。 

薬物動態談話会ホームページのログイン ID およびパスワードは会員各社様ごとに設

定されておりますので、ご不明の際は会員各社様の代表者にお尋ね下さい。 

なお不参加の場合は、会員各社様の代表者におかれましては誠に恐縮ですが、ホーム

ページより「不参加」で登録いただきますようご協力お願い致します。 
 

 
記 

 
  日 時： 11 月 13 日（木）16:30 ～ 14 日（金）16:50 

  会 場： オークラアクトシティホテル浜松 4 階 平安の間 

  宿 泊： オークラアクトシティホテル浜松 

     〒430-7733 静岡県浜松市板屋町 111-2 電話 053-459-0111 

  意見交換会： オークラアクトシティホテル浜松 3 階 チェルシーの間 

  交 通： JR 浜松駅メイワン改札口東口より動く歩道でホテル直結（徒歩 3 分）。 



  受 付： ①11 月 13 日 15 時 30 分*より、ホテル 4 階会場前 にて受付を行います

（宿泊を問わず参加者全員）。 

    ②16 時 20 分以後にご到着される場合、宿泊される方はホテルフロント

にお申し出下さい。宿泊されない方は直接会場前の受付にお越し下さ

い。 

③11 月 14 日のみ参加される方は、午前 8 時より 4 階会場前で受付を行

います。 

*本時刻より早くご到着されましても、お部屋へのご案内ができかね

ますのでご了解下さい。  

 

添付書類 

１．第 37 回薬物動態談話会年会プログラム （別添） 

２．参加申込み要領 

３．参加費の振込みに関するお願い 

４．会場へのご案内 

以上 
 



 
参加申込み要領 

 

１０月１０日（金）までに 

薬物動態談話会 HP( http://danwakai.jp/ )よりお申込み下さい 
 

 
薬物動態談話会 庶務幹事 
徳永 裕仁（宇部興産株式会社） 
TEL:0836-31-6405   FAX :0836-31-6570 
E-mail: 28650u@ube-ind.co.jp 

 

【注意事項】 

 ご参加の申込みは薬物動態談話会 HP( http://danwakai.jp/ )より、お

願い致します。(会員 ID でログイン，会員ページ→例会の案内→第 37
回薬物動態談話会年会、参加パターンを選択し申し込み) 

お申し込みはお手数ですが１名ずつでお願い致します。 

 ホームページよりお申し込みの際に、「所属／氏名（フリガナ）／メー

ルアドレス／電話番号」欄にご記入頂き、お申込みをお願い致します。

本欄に 11 月 14 日のご昼食の要・不要のご記入も合わせてお願い致しま

す。 

 不参加の場合は、代表者様より「不参加」で必ずご登録下さい。 

 宿泊は全て 1 人 1 室をご用意させていただきます。 

 ＊禁煙ルームはございませんのでわずかに残香がある場合がございます

が、ご了承ください。消臭対応をご希望される方は通信欄にご記入下

さい（但し消臭対応できる部屋数はかぎりがございます。ご希望に添え

ない場合はお許しください）。 
 11月 13日の例会開始時間（16:30）以降に到着される方は、通信欄にご予定
を記入下さい。 
 当日のチェックイン・受付は、ホテル 4階の会場前です。直接 4階にお越しく
ださい。 

 
 
 

 



参加費の振込みに関するお願い 
 
○ 年会 2 日間の参加関連費用は、一人当たり 30,000 円となります。 
    内訳   宿泊費：12,000 円 
         参加費：18,000 円 （1 日目：8,000 円、2 日目：10,000 円） 
          計  30,000 円 
 
○ 一部のみご参加される方の費用は、下表にてご確認ください。 

 11/13(木) 11/14(金) 
費用 

例会 意見 
交換会 宿泊 例会 

① 全日程参加（宿泊有り） 
② 全日程参加（宿泊なし） 
③ 1 日目のみ参加（宿泊あり） 
④ 1 日目のみ参加（宿泊なし） 
⑤ 2 日目のみ参加（宿泊あり） 
⑥ 2 日目のみ参加（宿泊なし） 

○ 
○ 
○ 
○ 
－ 
－ 

○ 
○ 
○ 
○ 
－ 
－ 

○ 
－ 
○ 
－ 
○ 
－ 

○ 
○ 
－ 
－ 
○ 
○ 

 30,000 円 
 18,000 円 
 20,000 円 
 8,000 円 
 22,000 円 
 10,000 円 

 
○ 参加関連費用は 10 月 30 日（木）までに下記口座へお振込み下さい。 

 
銀行名   八十二銀行 
支店名   伊那支店   553 
普通預金口座番号  901033 
名義     薬物動態談話会 代表 永井 良和 
ヤクブツドウタイダンワカイ ダイヒヨウ  ナガイ ヨシカズ 

 
注１）申し込まれた人数分に相当する金額を一緒にお振込み下さい。 
注２）10 月 31 日以降のキャンセルは、参加費の返却はお受けできませんので、ご

注意願います。また、事前振込み以外（当日現金による支払いなど）は行い

ませんので予めご了承ください。 
 
○ お問い合わせ等 

 支払い方法に関するお問い合わせ 
永井 良和（会計幹事：株式会社イナリサーチ） 

E-mail: y-nagai@ina-research.co.jp 
TEL：0265-73-8611 FAX：0265-73-8612 

 参加申込み後の不参加または宿泊等の変更 
徳永 裕仁（庶務幹事：宇部興産株式会社） 

E-mail: 28650u@ube-ind.co.jp 
TEL:0836-31-6405   FAX :0836-31-6570 

 
お願い：各種のお問い合わせは、E-mail でお願い致します。  
 
 



会場へのご案内  
 
※チェックイン・受付は 4 階です。 

 オークラアクトシティホテル浜松  

〒430-7733 静岡県浜松市板屋町 111-2  

       TEL：053-459-0111 

       FAX：053-458-3374 

ＪＲ浜松駅より徒歩３分。 

駐車場 有り ５００台 一泊５００円  

浜松駅周辺地図 

 
浜松周辺地図 

 
 

 
東京駅から 
 新幹線 ひかり  約 1 時間 30 分 
 新幹線 こだま  約 2 時間 
名古屋駅から 
 新幹線 ひかり  約 35 分 
 新幹線 こだま  約 50 分 
大阪駅から 
 新幹線 ひかり  約 1 時間 30 分 
 新幹線 こだま  約 2 時間 

以上 
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