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ご 挨 拶 
 

謹啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は格別のご高配を賜り、また医療の実践、医学の研究・教育におきまして貴社製品を通じ、多大な

ご貢献を賜りまして誠にありがとうございます。 

 このたび、第 90 回日本薬理学会年会を平成 29 年（2017 年）3 月 15 日（水）〜17 日（金）の 3 日間

にわたり、長崎ブリックホールおよび長崎新聞文化ホールにおきまして開催する運びとなりました。 

 薬理学は従来、ゲノムから個体まで、生命体の全てを研究対象としながら、生命現象の探求、病態の解

明、薬物治療の基盤確立、新薬の創製と育薬に、そして近年では、組織再生などの先端医療により、基礎

と臨床が横断的に関わり合う基盤的総合科学として、医学・薬学の分野に広く貢献して参りました。さら

なる医療の充実と発展のため、薬理学の重要性は日増しに高まっています。本大会は、昭和 2年より開催

されている薬理学の更なる発展を目指した歴史ある大会であり、加えて翌年（平成 30 年）には国際薬理・

臨床薬理学会の京都開催も控え、これまでにない盛り上がりが期待されています。 

 第 90 回記念大会では、国際交流・異文化交流の象徴の地である長崎（出島）という意味を込めて、学

会テーマを「出島に学ぶ – Therapeutic innovation from Dejima –」といたしました。未知の領域へ果敢に挑

戦しつづけ、それらを受入れ進化している薬理学研究を、国内外に広く示していきたいと考えます。近年、

「創薬」が国策として注目されるようになり、まさに薬理学が再活性されつつあります。この機運を生か

すために、生物学・細胞分子生物学・免疫学・病態分子神経生物学など、基礎科学分野の第一線で活躍さ

れている先生がたを特別講演者に迎える他、企画シンポジウムなどにもこの視点を生かしていきたいと思

っております。第 90 回年会の参加者は、2500~3000 名を見込んでおります。企業ご共催によるランチョ

ンセミナーは、最先端の研究に関する情報を収集する数少ない機会であるとともに、参加者が一堂に会し、

意見交換をする大変重要な場であり、薬理学研究の発展に欠かすことの出来ないものであると考えており

ます。 

 現在、関係各位のご協力のもと、開催に向けて鋭意準備をすすめております。本年会の運営に関しまし

ては、簡素・質素を旨とし、可能な限り経費節減につとめる所存ではございますが、会場設営や運営にか

なりの経費が必要と見積もられるため、出席者の参加費のみでまかなうことは極めて困難であり、皆様方

のご支援をお願いせざるを得ないのが実情です。つきましては、諸経費ご多端の折、誠に恐縮でございま

すが、本年会の趣旨と意義にご理解いただき、本年会が成果の多い学会となりますよう、ぜひ貴社のラン

チョンセミナーにおける共催支援をお願い申し上げる次第でございます。本来ならば参上し、拝眉の上お

願いすべきことではございますが、本書面を借りてご高配と御援助のほど、衷心よりお願い申し上げます。 

 末筆ながら貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。  

謹白  

平成 27年 11月吉日  

 

第 90回日本薬理学会年会   

年会長 植田 弘師   

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科   

創薬薬理学 教授   

             



2 

 

開催概要 

■会 議 名 称： 第 90回日本薬理学会年会  

 

■テ ー マ： 出島に学ぶ –Therapeutic Innovation from Dejima– 

 

■会  期： 平成 29年（2017 年）3月 15日（水）～17日（金）  

 

■会  場： 長崎ブリックホール 

〒852-8104 長崎市茂里町 2-38 

TEL：095-842-2002 FAX：095-842-2330 

 

長崎新聞文化ホール 

〒852-8104 長崎市茂里町 3-1  

TEL：095-844-2412 FAX：095-848-4856 

 

■主 催 名 称： 公益社団法人日本薬理学会  

 

■年 会 長： 植田 弘師（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 創薬薬理学 教授）  

 

■年会事務局： 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 創薬薬理学  

〒852-8521 長崎市文教町 1-14長崎大学薬学研究棟 

TEL：095-819-2421 FAX：095-819-2420 

 

■参加予定人数： 3,000 名 

 

■ホームページ： http://www2.convention.co.jp/jps90/  ※2016年 3月公開予定 

 

■組織委員会（五十音順） （2015年 11月現在） 

組織委員特別顧問 

 下村 脩  長崎大学名誉博士、ボストン大学名誉教授、2008 年ノーベル化学賞受賞者 

組織委員 

 有賀 純   長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医科薬理学分野 

 岩崎 克典 福岡大学薬学部 臨床疾患薬理学教室 

岩田 修永 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 ゲノム創薬学分野 

 上園 保仁 国立がん研究センター がん患者病態生理研究分野 

 植田 真一郎 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学 

 甲斐 広文 熊本大学大学院生命科学研究部 遺伝子機能応用学分野 

 片岡 泰文 福岡大学薬学部 薬学疾患管理学 

 香月 博志 熊本大学大学院生命科学研究部 薬物活性学分野 

 武田 泰生 鹿児島大学医学部歯学部附属病院 

 筑波 隆幸 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科薬理学分野 

 津田 誠  九州大学大学院薬学研究院 ライフイノベーション分野 

 寺本 憲功 佐賀大学医学部 薬理学分野 

 中西 博   九州大学大学院歯学研究院 口腔機能分子科学分野 

 西  昭徳 久留米大学医学部 薬理学講座 
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 前山 一隆 愛媛大学大学院医学系研究科 器官・形態領域 薬理学講座 

 宮田 篤郎 鹿児島大学大学院医歯学総合 生体情報薬理学分野 

 柳田 俊彦 宮崎大学医学部 看護学科 臨床薬理学 

 柳原 延章 産業医科大学 医学部 薬理学講座 

 山下 樹三裕 長崎大学環境科学部 化学物質生体影響評価学研究室 

 山本 経之 長崎国際大学薬学部 薬理学研究室 

 

実行委員 

 塚原 完  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 創薬薬理学分野 

 藤田 和歌子 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 フロンティア生命科学分野 

 山口 拓  長崎国際大学薬学部 薬理学研究室 

 

■学会の構成と日程（予定） 

開催日 午前 午後 夕～夜 

3月 15日 

(水) 

開会式、特別講演、企画シンポジウム、

シンポジウム、教育セミナー、ワークシ

ョップ、一般口演、ポスター展示、医薬

品・医療機器展示、アカデミア展示、創

薬オープンイノベーション（展示・プレ

ゼンテーション・個別相談会）、テクニ

カルプレゼンテーション 

特別講演、企画シンポジウム、シンポジ

ウム、ランチョンセミナー、一般口演、

ポスター発表、医薬品・医療機器展示  

アカデミア展示、創薬オープンイノベー

ション（展示・プレゼンテーション・個

別相談会）、テクニカルプレゼンテーシ

ョン 

学術評議員会・通

常総会、若手の意

見交換会 

3月 16日 

(木) 

特別講演、企画シンポジウム、シンポジ

ウム、ワークショップ、教育セミナー、

一般口演、ポスター展示、医薬品・医療

機器展示、アカデミア展示、創薬オープ

ンイノベーション（展示・プレゼンテー

ション・個別相談会）、テクニカルプレ

ゼンテーション 

プレナリーレクチャー・江橋賞・学術奨

励賞・特別講演、企画シンポジウム  

シンポジウム、ランチョンセミナー、一

般口演、ポスター発表、医薬品・医療機

器展示、アカデミア展示、創薬オープン

イノベーション（展示・プレゼンテーシ

ョン・個別相談会）、テクニカルプレゼ

ンテーション 

懇親会 

3月 17日 

(金) 

特別講演、企画シンポジウム、シンポジ

ウム、ワークショップ、教育セミナー、

一般口演、ポスター展示、医薬品・医療

機器展示、アカデミア展示、創薬オープ

ンイノベーション（展示・プレゼンテー

ション・個別相談会）、テクニカルプレ

ゼンテーション 

特別講演、企画シンポジウム、シンポジ

ウム、ランチョンセミナー、一般口演、

ポスター発表、医薬品・医療機器展示、 

アカデミア展示、創薬オープンイノベー

ション（展示・プレゼンテーション・個

別相談会）、テクニカルプレゼンテーシ

ョン、閉会式 
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■プレナリーレクチャー (2016年 7月現在) 

 森 和俊 先生  

京都大学大学院理学研究科 生物科学専攻 生物物理学教室 教授（小胞体ストレス応答・細胞生

物学、アルバート・ラスカー基礎医学研究賞、紫綬褒章受賞、日本学士院賞受賞） 
 

■特別講演者 （2016年 7月現在） 

  演者 所属（簡単なプロフィール） 

1 飯野 正光 先生 
日本大学医学部 細胞分子薬理学部門 特任教授（日本薬理学会現理事長、

カルシウム関連電気生理学、日本薬理学会江橋節郎賞受賞） 

2 西道 隆臣 先生 

理化学研究所脳科学総合研究センター 神経蛋白制御研究チーム シニ

ア・チームリーダー（アルツハイマー病研究、A分解酵素発見者、時実利

彦記念賞受賞） 

3 清水 孝雄 先生 
国立国際医療研究センター研究所 所長、東京大学名誉教授（生理活性脂

質研究、日本学士院賞受賞) 

4 高柳 広 先生 
東京大学大学院医学系研究科 免疫学 教授 (ERATO 研究者、リウマチ免

疫学、ノバルティス・リウマチ医学賞受賞) 

5 湊 長博 先生 
京都大学大学院医学研究科 理事、副学長、教授（免疫チェックポイント機構、

抗 PD-1 抗体ニボルマブ） 

6 柳沢 正史 先生 

筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）機構長、教授（エンド

セリン発見者、オレキシン発見者、米国アカデミー会員、アメリカ生理学

会 The Walter B. Cannon Memorial Award 受賞） 

7 山本 雅之 先生 

東北大学大学院医学系研究科 医化学分野 教授、東北メディカル・メガ

バンク機構 機構長（Keap1-Nrf2環境ストレス、ERATO元研究者、日本学

士院賞受賞） 

8 Dr. Brigitte Kieffer 

McGill University, Douglas Instituter Research Center, Professor and Chair, 

Scientific Director（Opioid受容体分野における第一人者、フランス科学アカ

デミー会員） 

9 Dr. Eunjoon Kim 
IBS and KAIST, Korea, Director and Professor（神経シナプス研究・自閉症、

ADHD 研究、KAISTian of the Year Award 受賞） 

 

■特別招待講演者 （2016年 7月現在） 

  演者 所属（簡単なプロフィール） 

1 高橋 政代  先生 
理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 網膜再生医療研究開発プ

ロジェクトリーダー（Ogawa-Yamakawa Stem Cell Prize 受賞） 

2 Dr. Daniel Goldman 
University of Michigan, Molecular & Behavioral Neurosciences Institute and Dept 

of Biochemistry  (米国科学振興協会 フェロー)  

 

■お申込み書送付先およびお問い合わせ先  

第 90回日本薬理学会年会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社  

担当：藤森・近藤・石井 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33福岡大同生命ビル 7F 

TEL：092-712-6201 FAX：092-712-6262 

E-mail：jps90 @convention.co.jp  
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【ランチョンセミナー 募集要項】 
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ランチョンセミナー募集要項 

■ 共 催 費 用 ： 

【ランチョンセミナー】 

開催日時（予定） 2017年 3月 15日（水）、3 月 16日（木）、3 月 17 日（金） 

  

開催日 席数※1 共催金額※2 申込受付枠※3 申込記号 

3 月 15 日（水） 

※4特別枠 

150-200席 1,000,000 円 6枠 A 

150-200 席※4 1,200,000円 6枠 B 

400 席 1,400,000円 1枠 C 

400 席※4 1,600,000円 1枠 D 

3月 16日（木） 

※4特別枠 

150-200席 1,000,000 円 6枠 E 

150-200 席※4 1,200,000円 6枠 F 

400 席 1,400,000円 1枠 G 

400 席※4 1,600,000円 1枠 H 

3月 17日（金） 

※4特別枠 

150-200席 1,000,000 円 6枠 I 

150-200 席※4 1,200,000円 6枠 J 

400 席 1,400,000円 1枠 K 

400 席※4 1,600,000円 1枠 L 

※1）座席は全てシアター形式を予定しております。 

※2）上記金額に消費税 8%が加算されます。 

※3）プログラム編成の状況により、セミナー数については、変更する場合があります。 

※4) 特別枠：日程ならびに会場を優先的に提供いたします。また、昼食や資料の配布要員を必要に 

応じて事務局より配置いたします。 

 

■ 会場基本仕様予定（共催費用に含まれまるもの） 

項目 数量 備考 

メインスクリーン 1 枚  

発表用液晶プロジェクター 1 台 PCプレゼン用 

演者用液晶モニター 1 台 〃 

演者用レーザーポインター 1 本 〃 

ノートパソコン 1 台 ＰＣデスク 

手元ライト 各 1 台 演台・座長席・進行席 

有線マイク 各 1 本 演台・座長席 

質疑応答用マイク 適宜  

ＰＣオペレーター 1 名  
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＊ 会場基本仕様に含まれないもの（共催費に含まれないもの） 

 

・参加者用お弁当代             ・録画・録音機材 

・演者・座長の交通費・宿泊費等       ・控室での演者・座長の飲食 

・同時通訳装置一式             ・控室での試写用機材等 

・共催セミナー会場前看板          ・その他上記の表以外の項目（特別装飾等） 

・アナウンス・受付・照明スタッフなどの運営スタッフ 

 

 

■ 日 程 ・ 会  場 ： 日程と会場の割当は申し込み締め切り後、セミナー内容、座長・演者の 

予定等を考慮して、年会事務局にて決定致しますのでご一任願います。 

 

■ 申し込み方法 ： 規定の別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、必ず FAX にて 

お送りください。 

※申込書受理後、ご連絡いたしますので、申込書送付後 1 週間経っても 

連絡が無い場合はお問合せください。 

 

■ 申し込み締切 ： 2016 年 8月 31日（水） 

 

■ お支払い方法 ： 申し込み締め切り後、共催費用の請求書を発行いたします。 

なお、備品費・講師控室・ケータリング費等は会期終了後にご請求 

いたします。 

 

■ 申し込みの取消 ： 申込書の提出後は、年会事務局が不可抗力と認めた事項以外取消は 

できませんので、ご了承ください。 

 

■ セミナー内容 ： 座長・演者・テーマについては、ご希望をまずは運営事務局へご連絡 

いただき、年会長の承認を得てから、座長と演者への交渉を開始させてくだ

さい。 

 

お問い合わせ 
 

■ 年会事務局 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 創薬薬理学 

〒852-8521 長崎市文教町 1-14長崎大学薬学研究棟 

TEL：095-819-2421 FAX：095-819-2420 

 

■ 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 担当：藤森・近藤・石井 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33福岡大同生命ビル 7F 

TEL:092-712-6201 FAX:092-712-6262   

E-mail:jps90 @convention.co.jp 
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申込期限：2016 年 8月 31日（水） 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 

FAX： 092－712－6262 

貴社名 フリガナ 

所在地 〒 

電話番号  FAX番号  

E-mail  

担当者 氏 名 
フリガナ 

所 属  

ご希望共催枠 

 

ご希望共催枠 第一希望【  】 第二希望【   】 

開催日 席数 共催金額（税別） 申込受付枠 申込記号 

3 月 15 日（水） 

※特別枠 

150-200席 1,000,000 円 6枠 A 

150-200席※ 1,200,000円 6枠 B 

400席 1,400,000円 1枠 C 

400席※ 1,600,000円 1枠 D 

3月 16日（木） 

※特別枠 

150-200席 1,000,000 円 6枠 E 

150-200席※ 1,200,000円 6枠 F 

400席 1,400,000円 1枠 G 

400席※ 1,600,000円 1枠 H 

3月 17日（金） 

※特別枠 

150-200席 1,000,000 円 6枠 I 

150-200席※ 1,200,000円 6枠 J 

400席 1,400,000円 1枠 K 

400席※ 1,600,000円 1枠 L 

上記金額に消費税 8%が加算されます 

セミナー内容 

（予定） 

【座長名、演者名、講演タイトルをご記入ください。ただし、年会事務局で調整させていただく事をご了

承ください。】 

 

座長                 所属             
                                                                  
 

演者                 所属             
                                                                
 
 
テーマ・講演タイトル  
 
                                   

 

申 込 先 ： 第 90回日本薬理学会年会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 担当：藤森・近藤・石井 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33福岡大同生命ビル 7F 

TEL:092-712-6201 FAX:092-712-6262 E-mail：jps90@convention.co.jp 

第 90回日本薬理学会年会 
ランチョンセミナー 申込書 

申込日：   年   月   日 


