日
第 1 日目

表

2018 年 10 月 13 日（土）
星陵会館

（2F

程

第 1 会場
星陵オーディトリアム）

医学部１号館

第 2 会場
（２F 大会議室）

第 3 会場
（1F 第 1 講義室）

星陵会館

企業展示
ポスター会場
（２F 交流ラウンジ） （1F エントランスホール）

9:00

10:00

10:00〜12:00
10:30〜10:40

10:40〜12:10
11:00

開会の辞

セミナー

10:40〜12:10

10:30〜18:00

シンポジウム 1

医薬品安全性情報の自発報告の位置づけ

ポスター掲示

オーガナイザー：
小原
拓（東北大学病院／東北大学
東北メディカル・メガバンク機構）
オーガナイザー・座長：
望月 眞弓（慶應義塾大学病院）
菅波 秀規（興和株式会社／東京大学）
座長：前田
玲（日本イーライリリー株式会社）
田栗 正隆（横浜市立大学）
後藤 伸之（福井大学医学部附属病院）
非ランダム化比較試験の
デザインと解析

12:00

12:20〜13:20

社員総会（評議員会）

ランチョンセミナー 1

13:00

14:00

招待講演

匿名加工の課題と
次世代医療基盤法の現状
座長：川上 浩司（京都大学大学院）
演者：山本 隆一（一般財団法人医療情報
システム開発センター）
14:35〜15:35

15:00

一般演題（口演）1

17:00

シンポジウム 2

未承認薬へのアクセスに
関する制度を考える

14:35〜15:20

一般演題（口演）2

企業展示

14:35〜17:10

15:40〜17:10

薬剤疫学研究方法論

PVS講習会

ワークショップ 1

14:35〜15:35

ポスター発表 1

15:35〜18:45

観察研究データを用いた
統計モデルによる交絡調整の実践

オーガナイザー：
宮路 天平（東京大学） オーガナイザー：
座長：津谷喜一郎（東京有明医療大学）
竹内 由則（東京大学）
宮路 天平（東京大学）

ポスター閲覧

シンポジウム 3 17:15〜18:45
「日本における傷病名を中心とするレセプト情報から得られる
シンポジウム 4
17:15〜18:45

18:00

ポスター閲覧

座長：樽野 弘之（第一三共株式会社）
演者：鎌倉千恵美（アガサ株式会社）
木村 淳也（東北大学病院）
共催：アガサ株式会社

ビッグデータ分析、Risk Management Plan
データベース等を用いた
(RMP) の国際比較
薬剤疫学研究
座長：菅波 秀規（興和株式会社／東京大学）
座長：大場 延浩（日本大学）
隈丸
拓（東京大学）
佐藤 倫広（東北医科薬科大学）
15:40〜17:10

16:00

会場：東北大学
教育研究基盤支援棟
第2セミナー室

臨床研究をITで効率化
〜クラウドサービスを利用した
効率化・品質管理の事例〜
13:30〜14:30

12:00〜14:35

12:10〜13:20

指標のバリデーションに関するタスクフォース」からの報告
臨床研究法
オーガナイザー
久保田 潔（NPO日本医薬品安全性 オーガナイザー：
研究ユニット）
近藤 直樹（国立国際医療
大場 延浩（日本大学）
研究センター）
座長：久保田 潔（NPO日本医薬品安全性
山口 拓洋（東北大学）
研究ユニット）
小出 大介（東京大学） 座長：山口 拓洋（東北大学）

19:00

懇

19:00〜20:30

親

会（仙台勝山館

6F

スカーレット・プラザ）

第 2 日目

2018 年 10 月 14 日（日）
星陵会館

（2F
9:00

第 1 会場
星陵オーディトリアム）

9:00〜11:00

9:00〜11:00

医学部１号館

第 3 会場
（1F 第 1 講義室）

星陵会館

企業展示
ポスター会場
（２F 交流ラウンジ） （1F エントランスホール）
9:00〜11:10

9:00〜16:00

シンポジウム 6

シンポジウム 5
10:00

第 2 会場
（２F 大会議室）

Pragmatic research
薬剤疫学研究における
データ解析上の課題とその対処法 オーガナイザー：
山口 拓洋（東北大学）
オーガナイザー・座長：
竹内 由則（東京大学大学院）座長：中村 治雅（国立精神・神経
医療研究センター）
隈丸
拓（東京大学大学院）
山口 拓洋（東北大学）

ポスター閲覧

11:00
11:10〜11:55

12:00

一般演題（口演）3 11:10〜11:55 一般演題（口演）4

薬剤疫学研究方法論
健康影響評価、因果推論
座長：小原
拓（東北大学病院／東北大学
座長：田栗 正隆（横浜市立大学）
東北メディカル・メガバンク機構）
原
梓（昭和薬科大学）
石黒智恵子（医薬品医療機器総合機構）

12:20〜13:20

11:10〜12:10

ポスター発表 2

データベース等を用いた
薬剤疫学研究、
Patient Generated
Health Data (PGHD)
12:10〜16:10

ランチョンセミナー 2

Wの悲劇−疫学と統計学の現在地点−
13:00

座長：中山 健夫（京都大学）
演者：青木 事成（中外製薬株式会社）
共催：中外製薬株式会社
13:30〜14:00

全体総会

14:00
14:10〜16:10

15:00

16:00

14:10〜16:10

シンポジウム 7

ワークショップ 2

科学的・効率的な
製造販売後調査のあり方とは？

患者報告アウトカム入門
〜がん支持療法領域を例に〜

ポスター閲覧

オーガナイザー・座長：
オーガナイザー：
石黒智恵子（医薬品医療機器総合機構）
宮路 天平（東京大学）
佐藤 嗣道（東京理科大学）
鈴鴨よしみ（東北大学）
共催：QOL/PRO研究会
16:10〜16:25

閉会の辞

16:10〜17:00

ポスター撤去
17:00

18:00

19:00

企業展示

