
1 

 

2016.7.5 

日本ジェネリック医薬品学会第 10 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 10 回学術大会 

■テーマ： 「ジェネリック 2080世界が変わる」～2020 年までに 80%を目指して～ 

■大会長： 武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院 教授） 

■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、東京都薬剤師会、東京都病院薬剤師会、 

■会 期： 2016 年（平成 28 年）7 月 9 日（土）～10 日（日） 

■会 場： 昭和大学 旗の台キャンパス 上條講堂、他 

      〒142-8555 東京都品川区旗の台 1-5-8  

■受 付： 7/ 9（土） 11：30～ 上條講堂前 受付開始時間より、ランチョンセミナーチケット、 

      7/10（日） 8：30～ 上條講堂前  モーニングセミナーチケット（7/10 のみ）配布します 

■参加費 

正会員 非会員
（システム会員、賛助会員含む）

学生

事前申込 5,000円 8,000円 無料

当日申込 7,000円 10,000円 無料

懇親会費（7/9） 5,000円  

 正会員とは、既に正会員登録をされており、2016 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。また、学生区分は原則、学部学生に限ります。当日に学生証の提示をお願いします。 

■参加者数（予定）： 約 800 名 

■懇親会： 7 月 9 日（土）18：00～20：00  ※定員に達し次第締め切ります。 

会場：昭和大学病院入院棟（17F） 

会費：5,000 円   ※空きがある場合は当日申込み可 

■事前申込み受付期間： 2016 年 1 月 26 日（火）～ 6 月 16 日（木）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/seminar2016_info.html 

■会場地図 
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■プログラム 

7/9（土） 

600室（6階） 500室（5階） 402室（4階） 302室（3階） 6階ロビー 5階ロビー

716席 200席 200席 168席 168席

第１会場 展示会場 第２会場 第３会場 第４会場 第5会場

9:00

10:00

11:00

受付開始 11：30～

12:00
12:00-13:00

　ランチョンセミナー 1

（東和薬品）

12:00-13:00

　ランチョンセミナー 2

（日本ジェネリック）

13:00

13：25～13：30　大会長挨拶

7/9

（土）

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30 休　憩

15:45

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:15

21:30

13：00～17：00

企業展示

15：45～16：30

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

14：30～15：30

大会長講演

16:30～17:30

イブニングセミナー

（日本薬品工業）

18:00〜20:00      懇親会

【会場：大学病院棟17F】

第１日

４号館

13：30～14：30

招待講演

11:00-12:00

評議員会・理事会

上條講堂

 

 

7/10（日） 

600室（6階） 500室（5階） 402室（4階） 302室（3階） 6階ロビー 5階ロビー

716席 200席 200席 168席 168席

第１会場 展示会場 第２会場 第３会場 第４会場 第5会場

9:00

9:15

9:30

10:00

10:10

10:30

11:00

11:10

11:20

7/10

（日）

11:30

12:00

12:20

12:30 12:30～12:50

総会

13:00

14:00

14:35

15:00

16:00 閉会式

17:00 16：30-17：00記者会見

21:30

展示会場

8:40-9:30

　モーニングセミナー

（日本ジェネリック製薬

協会）

11:20-12:20

　ランチョンセミナー 3

（日医工）

13：00～14：25

シンポジウム２

ジェネリック医薬品を有効活用するためのフォーミュ

ラリー

14:35～16:00

シンポジウム５

２０年８０％時代を勝ち

抜くための企業戦略

13：00～14：25

シンポジウム６

医療に活かすジェネリッ

ク医薬品の情報

11:20-12:20

　ランチョンセミナー 4

（第一三共エスファ）

14:35～16:00

シンポジウム３

ＧＥ８０％、薬局が変わる

9：00～15：00

企業展示

13：00～14：25

シンポジウム４

地域包括ケアシステム

とジェネリック（医薬品）

9:40～10:39

一般演題

４号館

受付開始 8:30～

9:40～10:39

一般演題

9:00～15：00

一般演題

ポスター掲示

11:20-12:20

　ランチョンセミナー 5

（ニプロ）

上條講堂

14:35～16:00

シンポジウム７

バイオシミラーの更なる

使用推進をめざして

9:40～10:54

一般演題

第２日

9:40～11:10

シンポジウム１

後発医薬品ロードマップ検証検討委員会より
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プログラム紹介① 

 

■招待講演                                       

7 月 9 日（土）13：30-14：30  第 1 会場（上條講堂） 

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８０％時代 これまでとこれから 

演 者： 武田 俊彦（厚生労働省 医薬・生活衛生局長） 

 

 

■大会長講演                                         

7 月 9 日（土）14：30-15：30  第 1 会場（上條講堂） 

座 長： 折井 孝男（ＮＴＴ東日本関東病院 薬剤部長） 

「ジェネリック 2080世界が変わる」～2020 年までに 80%を目指して～ 

演 者： 武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院 教授） 

 

 

■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                    

7 月 9 日（土）15：45-16：30  第 1 会場（上條講堂） 

座 長： 村田 正弘（認定 NPO セルフメディケーション推進協議会 会長代理・専務理事） 

「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 第一室長） 
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プログラム紹介② 

■シンポジウム１                                    

後発医薬品ロードマップ検証検討委員会より 

7 月 10 日（日）9:40-11:10  第 1 会場（上條講堂） 

オーガナイザー ： 武藤 正樹（国際医療福祉大学大学院 教授） 

          佐藤 博 （新潟大学名誉教授） 

 

 

1、「ロードマップで示された課題への日本ジェネリック製薬協会の取り組み」 

田中 俊幸（日本ジェネリック製薬協会 総務委員長） 

 

2、「医薬品流通におけるジェネリック医薬品使用推進とその課題」 

一條 宏 （日本医薬品卸売業連合会 薬制委員会 委員長） 

 

3、「後発医薬品推進事業に関する保険薬局からの提起」 

永田 泰造（日本薬剤師会 常務理事） 

 

4、「標準治療薬はジェネリック医薬品を中心に！！」 

増原 慶壮（聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 参与） 

 

5、「協会けんぽにおけるジェネリック医薬品の使用促進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） 

 

 6、総合討論 

 

 

◆セッション概要 

平成 2013 年 4 月に策定した「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」では 2017

年度末までに 60%達成を目標としてかかげ、同時に安定供給、品質確保、情報提供体制等の取り

組みについて提言を行ったところである。さらにこれらの達成状況について「ロードマップ検証

検討事業」を立ち上げ、すでに 2014 年、2015 年の 2 年にわたって調査検討を行っている。 

本セッションでは本検証検討事業の検討委員のメンバーにより、メーカー、卸、薬局、病院、保

険者のそれぞれの立場から、これまでのロードマップの検証検討事業の報告とともに、2017 年度

末までに 70%以上、2018～2020 年度のできるだけ早い時期に 80%という新たな目標へ向けての

課題と今後の取り組みについて発表していただく予定である。 
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プログラム紹介③ 

■シンポジウム２                                    

ジェネリック医薬品を有効活用するためのフォーミュラリー 

7 月 10 日（日）13:00-14:25  第 1 会場（上條講堂） 

オーガナイザー・座長： 増原 慶壮（聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 参与） 

        座長： 嶋 元  （川崎市薬剤師会 会長） 

 

1、「フォーミュラリー：医薬品選択の方法論」 

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） 

 

2、「アメリカにおける院内フォーミュラリーシステム」 

前田 幹広（聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 係長） 

 

3、「薬局からフォーミュラリーに期待すること」 

岩月 進 （愛知県薬剤師会 副会長） 

 

4、「聖マリアンナ医科大学病院におけるフォーミュラリーへの取組み」 

上田 彩（聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 主任） 

 

 5、総合討論 

 

◆セッション概要 

平成 26 年度の診療報酬改定において、更なるジェネリック医薬品の使用促進が求められている。

先諸国では、ジェネリック医薬品あるいは医薬品を有効活用するためにフォーミュラリーが作成

されている。わが国においても、ジェネリック医薬品の更なる有効利用のためのフォーミュラリ

ーの作成が望まれており、本シンポジウムではフォーミュラリーの作成について諸外国の例を含

めて、その普及を目的にシンポジウムを開催する。 
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プログラム紹介④ 

■シンポジウム３                                    

ＧＥ８０％、薬局が変わる 

7 月 10 日（日）14:35-16:00  第 1 会場（上條講堂） 

オーガナイザー： 漆畑 稔 （日本薬剤師会 相談役） 

 

 

1、「GE80％時代の薬局薬剤師の役割」 

橋場 元（株式会社アモール 代表取締役社長） 

 

 

2、「ジェネリック医薬品使用率 80%にむけて」 

山田 卓（株式会社サエラ 店舗運営部 後発推進課 課長） 

 

 

3、総合討論 

 



7 

 

プログラム紹介⑤ 

■シンポジウム４                                    

地域包括ケアシステムとジェネリック（医薬品） 

7 月 10 日（日）13:00-14:25  第 2 会場（4 号館 600 号室／6F） 

オーガナイザー： 陳 惠一 （日本調剤株式会社 事業開発部長） 

 

 

1、「医療介護連携政策の動向～地域包括ケアシステムを中心に～」 

城 克文（厚生労働省 保険局総務課長） 

 

2、「地域包括ケアシステムを効果的に機能させるために」 

亀井 美和子（日本大学薬学部 教授） 

 

3、「地域包括ケアシステムとジェネリック医薬品（後発品）」 

三津原 庸介（日本調剤株式会社 常務取締役） 

 

4、総合討論 

 

 

◆セッション概要 

少子高齢化で財政が圧迫される中、総医療費延び抑制を意識した医療が今後大事になってくれ

ると予想されます。シンポジウム４では、厚労省による「地域包括ケアシステム」の説明、我が

国の地域包括ケアシステムでのジェネリック医薬品使用の説明等、総合ディスカッションを行う

予定。 
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プログラム紹介⑥ 

■シンポジウム５                                    

２０年８０％時代を勝ち抜くための企業戦略 

7 月 10 日（日）14:35-16:00  第 2 会場（4 号館 600 号室／6F） 

座 長： 中村 洋（慶應義塾大学大学院 教授） 

 

 

1、「MeijiSeika ファルマの海外生産戦略について」 

三浦 哲也（MeijiSeikaファルマ株式会社 ジェネリック開発部 専任部長） 

 

2、「サンド株式会社の企業戦略について」 

長谷川 智裕（サンド株式会社代表取締役社長） 

 

3、「数量シェア８０％時代を見据えて」 

吉田 逸郎（東和薬品株式会社 代表取締役社長） 

 

4、総合討論 

 

 

◆セッション概要 

２０２０年、ジェネリック医薬品使用割合８０％時代を迎えるにあたり、これまでとは全く別

次元の市場環境になることが予測される。その中心となるべきジェネリック医薬品製造販売企業 

もまた、供給、販売、情報提供を始めとする企業戦略を根本から見つめ直す必要が出てくる。 

本セッションでは、ジェネリック製造販売企業の中でも先発系、外資、内資などそれぞれ違う視

点や立場のキーマンをお招きして、来るべき８０％時代を勝ち抜くための展望や戦略を語ってい

ただき、ジェネリックの未来の指針を考える場としたい。 
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プログラム紹介⑦ 

■シンポジウム６                                    

医療に活かすジェネリック医薬品の情報 

7 月 10 日（日）13:00-14:25  第 3 会場（4 号館 500 号室／5F） 

オーガナイザー： 折井 孝男（ＮＴＴ東日本関東病院 薬剤部長） 

 

 

1、「薬剤の使用実態把握に向けた RWD（Real World Data）の活用」 

石川 ベンジャミン光一（国立がん研究センター社会と健康研究センター臨床経済研究室長） 

 

2、「DI 室の薬剤師からみた後発医薬品の情報」 

若林 進（杏林大学医学部付属病院 薬剤部） 

 

3、「ジェネリック医薬品の承認審査の現状と今後」 

田端 未帆（医薬品医療機器総合機構 ジェネリック医薬品等審査部） 

   

 4、総合討論 

 

 

◆セッション概要 

医薬品のベネフィットとリスクとのバランスについては、「国民、患者・消費者」（需要者側）

に対して、科学的不確実性を考慮した十分なリスクコミュニケーション、すなわち患者の健全な

「医療決定」における「説明」と「関与」の一層の進展が必要となる。そのためには、安全性情

報の「透明性」と「信頼性」が担保されなければならない。供給者側がどんなに良い情報提供と

考えても、需要者側の要求と一致しなければ意味がない。供給者側、需要者側ともにお互いの立

場に立ち議論し、理解を深めていくことが必要である。 

 ジェネリック医薬品に関わる様々な情報、例えば DPC、行政、また、情報の集まり易いといわ

れる病院薬剤部からみた後発医薬品に関する情報について等、各領域における最新の話題につい

て積極的に携わられている先生方からご発表頂く。そして、ジェネリック医薬品の情報をいかに

過不足なく医療に活かすかについて討議する。 
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プログラム紹介⑧ 

■シンポジウム７                                    

バイオシミラーの更なる使用推進をめざして 

7 月 10 日（日）14:35-16:00  第 3 会場（4 号館 500 号室／5F） 

オーガナイザー：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 標準品事業部長） 

        亀井 美和子（日本大学薬学部 教授） 

 

 

1、バイオシミラー開発に関する国際的動向と品質安全性確保の課題 

石井 明子（国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 部長） 

 

2、関節リウマチの薬物療法におけるバイオシミラー 

金子 敦史（名古屋医療センター 整形外科医長） 

 

5、総合討論 

  パネリスト： 伊東 信久 （衆議院議員） 

 

 

◆セッション概要 

我が国のバイシミラーは，2009 年に「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」

が発出されて以来，2014 年には 3 製品が承認され，現在 7 製品が上市されている．今後，高額の

バイオ医薬品をいかに活用するかは，医薬品行政に重要な課題であり，バイオシミラーの承認が

増えている今，その方向性を示すことは極めて重要だと思われる．そこで，バイオシミラーに関

する正しい科学的な考え方，使用推進における政治的な方策などについて，共通の理解を深める

と共に，あるべき方向性を考えたい． 
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プログラム紹介⑨ 

【7 月 9 日（土）】 

 

■ランチョンセミナー１                                    

7 月 9 日（土）12:00-13:00  第 2 会場（4 号館 600 号室／6F） 

座 長： 木村 利美 （東京女子医科大学病院 薬剤部長） 

ジェネリック医薬品の更なる有効活用のためのフォーミュラリー作成 

演 者： 増原 慶壮 （聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部参与） 

 

共催：東和薬品株式会社 

 

 

■ランチョンセミナー２                                 

7 月 9 日（土）12:00-13:00  第 3 会場（4 号館 500 号室／5F）   

座 長： 漆畑 稔  （日本ジェネリック医薬品学会 理事） 

 患者のための薬局ビジョンと日本調剤の戦略 

演 者： 深井 克彦 （日本調剤株式会社 常務取締役） 

 

共催：日本ジェネリック株式会社 

 

 

■イブニングセミナー                                  

7 月 9 日（土）16:30-17:30  第 1 会場（上條講堂） 

座 長： 増原 慶壮 （聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 参与） 

 ～ジェネリック医薬品１００％転換の時代へ～ 

『大転換期を向かえた病院経営の方向性と「病床再編：経営者判断」について』 

演 者： 寺内 好文 

（KMG 小張メディカルグループ 企画室室長兼医療法人社団 圭春会 小張総合病院 企画課 課長） 

 

                             共催： 日本薬品工業株式会社 
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プログラム紹介⑩ 

【7 月 10 日（日）】 

 

■モーニングセミナー                                  

7 月 10 日（日） 8:40-9:30  第 4 会場（4 号館 402 号室／4F） 

座 長： 児玉 庸夫 （城西国際大学大学院教授） 

『後発医薬品等の生物学的同等性評価のあり方に関する研究』について 

演 者： 緒方 宏泰 （日本ジェネリック医薬品学会 理事） 

 

                            共催： 日本ジェネリック製薬協会 

 

 

■ランチョンセミナー３                                  

7 月 10 日（日）11:20-12:20  第 2 会場（4 号館 600 号室／6F） 

座 長： 松浦 克彦 （愛知医科大学病院 薬剤部長） 

かかりつけ薬剤師のための検査値に基づいた薬学的管理の実践 

演 者： 木村 健  （兵庫医科大学病院 薬剤部長） 

 

共催：日医工株式会社 

 

 

■ランチョンセミナー４                                  

7 月 10 日（日）11:20-12:20  第 3 会場（4 号館 500 号室／5F） 

座 長： 佐々木 忠徳 （昭和大学 統括薬剤部長/薬学部病院薬剤学講座 教授） 

 ジェネリック比率 80%時代を迎えるにあたり医療関係者、 

患者に求められるジェネリック医薬品-今、求められるジェネリック 3.0とは- 

演 者： 狭間 研至  （ファルメディコ株式会社 代表取締役社長） 

 

共催：第一三共エスファ株式会社 

 

 

■ランチョンセミナー5                                  

7 月 10 日（日）11:20-12:20  第 4 会場（4 号館 402 号室／4F） 

座 長： 倉田 なおみ（昭和大学薬学部 社会健康薬学講座地域医療薬学部門 教授） 

ポリファーマシーと薬剤師の機能 －「アドヒアランス」から「コンコーダンス」へ ― 

演 者： 今井 博久  

（厚生労働省 国立保健医療科学院 疫学統計研究分野 統括研究官（疫学部 部長）） 

 

共催：ニプロ株式会社 
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プログラム紹⑪ 

 

 

 

【日本ジェネリック医薬品第10回学術大会　一般演題スケジュール】　7月10日（日）　9：40～10：54

9:40～9:54 2-1

ジェネリック医薬品普及に及ぼす各種環境因子の影響に関する研究

演者： 赤瀬　朋秀
　　　　日本経済大学大学院　経営学研究科

3-1

当院におけるバイオ後続品使用状況
―インフリキシマブの症例が増えない理由―

演者： 鎌田　泉
　　　　三宿病院　治験管理センター

9:55～10:09 2-2

医療従事者向けジェネリック医薬品情報一覧・検索サイトの検討

演者： 小泉　達勇
　　　　法政大学　イノベーションマネジメント専攻

3-2

バイオ後続品（バイオシミラー）に対する医師および薬剤師の認知度と使用
意向に関する実態調査

演者： 田邊　康祐
　　　　ファイザー株式会社
　　　　エスタブリッシュ医薬品事業部門　メディカル・アフェアーズ統括部

10:10～10:24 2-3

患者が後発医薬品への変更を検討する際に影響を与える要因

演者：杉本　なおみ
　　　　慶應義塾大学　看護医療学部

3-3

ジェネリック医薬品外用剤の使用感及び安全性評価

演者： 平野　良真
　　　　日本調剤株式会社

10:25～10:39 2-4

子どものジェネリック医薬品に対する母親（保護者）アンケートとジェネリック
医薬品を活用するための問題点

演者： 高橋　肇
　　　　はじめこどもクリニック

3-4

フィルグラスチムの先行バイオ医薬品とバイオ後続品の有効性・安全性に
関する化学療法レジメンの比較検討

演者： 伊勢崎　竜也
　　　　医療法人鉄蕉会亀田総合病院　薬剤部

10:40～10:54 2-5

院外処方箋における後発医薬品への変更不可指定についての一評価

演者： 横井　正之
　　　　パスカル薬局

9:40～9:54 4-1

ラマン分光法による高濃度抗体溶液の分子間相互作用の評価

演者： 太田　周志
　　　　堀場製作所　先行開発センター

9:55～10:09 4-2

ジェネリック医薬品がセンタクされるために

演者： 松島　由貴
　　　　東和薬品株式会社　製剤技術本部

10:10～10:24 4-3

ユーザビリティと偽造薬対策を考慮した付加価値製剤
シルデナフィルOD錠の開発

演者： 中村　慶吾
　　　　東和薬品株式会社　製剤技術本部

10:25～10:39 4-4

次世代錠剤包装(ESOP)の開発(第2報)
－2080運動に向けて、誤飲、誤薬、残薬を防止するCR対応包装－

演者： 盛本　修司
　　　　株式会社モリモト医薬

10:40～10:54

・発表時間　１２分　、質疑２分　　計１４分
・ポスター掲示（示説なし）、掲出場所：４号館５階ロビー

第2会場
（600室/4号館6階）

第3会場
（500室/4号館5階）

第4会場
（402室/4号館4階）
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■企業展示                                      

 

◎２日間（7/9-10）場所：上條講堂 

第一三共エスファ株式会社 

日本ジェネリック株式会社 

 

 

（五十音順） 


