第92回日本薬理学会年会

創造と協奏 〜薬理学の新たな地平を拓く〜
̶ Concerto on science and innovation toward new horizon of pharmacology ̶

日本の薬理学が、
その歴史のなかで培ってきた独自性を再認識し、
それをさらに国際社会の中で生命科学の諸分野との連携
のもとに発展させつつ、産学官の共同体制によりさらなる医療の充実と発展に寄与していくために、新たな薬理学の展開に向
けた方向性を
「創造」
と
「協奏」のキーワードのもとに本年会のなかで探っていけたらと考えております。
（年会長ご挨拶より）

日本薬理学会
薬理学に関する学理及び応用
の研究についての知識の普及、
学術及び科学技術の振興を図
り、我が国の学術文化・産業の
発展に寄与することを目的とし
ています。

第92回日本薬理学会年会
The 92nd Annual Meeting of the
Japanese Pharmacological Society
2019年3月14日
（木）
・15日
（金）
・16日
（土）
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
2,300名
国内外の医学系・薬学系・歯学系・生命科学の研究者・大学院生・学生
医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の医療従事者
企業研究者、製薬・食品・バイオ関連企業

年会長
顧問

金井 好克（大阪大学）
赤池 昭紀（京都大学名誉教授）
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馬場 明道（大阪大学名誉教授）
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孝（岡山大学）
行弘（大阪薬科大学）
周司（京都大学）

金田 勝幸（金沢大学）
川畑 篤史（近畿大学）
倉智 嘉久（大阪大学）
小山 豊（大阪大学）
田熊 一敞（大阪大学）
田中 秀和（立命館大学）
徳山 尚吾（神戸学院大学）
冨田 修平（大阪市立大学）
西堀 正洋（岡山大学）
西山 成（香川大学）

萩原 正敏（京都大学）
橋本 均（大阪大学）
原 英彰（岐阜薬科大学）
藤尾 慈（大阪大学）
古屋敷智之（神戸大学）
前田 定秋（摂南大学）
松原 和夫（京都大学）
森 泰生（京都大学）
山田 清文（名古屋大学）

プレナリーレクチャー
成宮 周（京都大学）
「薬物を用いて探る生体の謎：薬理学の冒険」
審良 静男（大阪大学）
「RNA結合蛋白と炎症」

特別講演
Susan G. Amara (National Institute of Mental Health, NIH, USA)

“Dynamic regulation of signaling pathways in dopamine neurons: the intracellular actions of amphetamines

Kenton J. Swartz（National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NIH, USA)
Julio
濡木
中山
富永
内川
今泉
橋本

“Structural basis of temperature sensing in vanilloid sensitive TRPV channels”

M. Fernández (Columbia University, USA) “Titin folding powers muscle contraction”
理 (東京大学大学院理学系研究科）
「新規膜チャネル・
トランスポーターの分子機構の構造基盤
（仮題）」
敬一（九州大学生体防御医学研究所）
「次世代プロテオミクスが拓く医学生物学の新地平：90年来のがんの謎を解く」
真琴（自然科学研究機構生理学研究所）
「温度感受性TRPチャネルの生理機能と創薬ターゲットとしての意義」
治（東和薬品株式会社）
「ケミストが挑んだ新薬創製のドラマ」
祐治（名古屋市立大学大学院薬学研究科）
「創薬標的としてのカリウムチャネルとカルシウムシグナル制御」
均（大阪大学大学院薬学研究科）
「脳疾患の病態解析と創薬へ向けたアンバイアス全脳イメージ解析」

㈱アプロサイエンス
岩井化学薬品㈱
emka TECHNOLOGIES㈱
㈱イーグリット
㈱池田理化
イワキ㈱
㈱インターメディカル
ヴェオリア・ジェネッツ㈱
エッセンバイオサイエンス㈱
㈱エル・エム・エス
㈱オプトライン
㈱片岡製作所
㈱カールツァイスマイクロスコピー㈱
サイヤジェン㈱
CSTジャパン㈱
ジェンスクリプトジャパン㈱
重松貿易㈱

マニピュレーター
マイクロピペット
小動物用行動解析装置
小動物用脳波測定器
小動物用麻酔器
小動物用血圧計
小動物用撮影システム
パッチクランプシステム
オートパッチクランプ
イメージスプリッティング光学系
生体イメージング機器・プローブ
安全性試験
薬物動態試験
検体管理関連機器
データ管理システム
イオンチャンネルセルベースアッセイ
GPCR機能性細胞アッセイ
抗体作成
試薬・キット関連
呼吸器解析
ノックアウトマウス
ゲノム編集関連
マウス生殖関連器具・試薬

企画シンポジウム

展示会の特長

新分野創成・他分野との連携
国際連携・産学官連携
ダイバーシティ連携
薬理学教育・人材育成

・ポスター会場と展示会場が隣接
（ポスターセッションは毎日開催）
・スタンプラリー
・ドリンクコーナー
・豊富な協賛メニュー

企業研究者や異分野研究者の
参加を呼びかけます。

シスバイオ㈱
シスメックス㈱
㈱島津製作所
ショーシンEM㈱
㈱新組織科学研究所
㈱新日本科学
㈱シンファクトリー
㈱新薬リサーチセンター
セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン㈱
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ㈱
ソフィオン バイオサイエンス㈱
タカラバイオ㈱
堂阪イーエム㈱
ナニオンテクノロジーズジャパン㈱
㈱成茂科学器械研究所
日研ザイル㈱ 日本老化制御研究所
日精バイリス㈱
日本エスエルシー㈱
日本チャールス・リバー㈱
㈱日本バイオリサーチセンター

生理活性物質スクリーニングライブラリー
DNAシーケンス・ゲノム解析
ペプチド合成
メタボロミクス・プロテオミクス
PKデータ解析ソフトウェア
薬物動態解析ソフトウェア
実験動物用飼育装置
（げっ歯類・魚類・昆虫）
ケージ用床材
全自動生細胞解析装置
免疫系解析関連
生体組織スライサー
オプトジェネティクスシステム
ヒト気道上皮in vitro 3D構成モデル
ライブセルイメージングシステム
心筋細胞
再生医療・iPS関連
自動リポソーム作成装置
セルソーター
ディスポーザブル製品
機能性食品・サプリメント
創薬支援プロジェクト
QOL支援系
その他

㈱日本バイナリー
㈱ニューロサイエンス
バイオリサーチセンター㈱
バイオテック㈱
浜松ホトニクス㈱
ピーエイチジャパン㈱
ファーマコセル(株)
㈱フィジオテック
プライムテック㈱
㈱ブレインサイエンス・イデア
北海道システム・サイエンス㈱
㈱メニコン
室町機械㈱
㈱薬物安全性試験センター
ユーロフィン
㈱ユニークメディカル
㈱ライトストーン
㈱リプロセル
ワイリー・パブリッシング・ジャパン㈱
ワケンビーテック㈱

主な演題カテゴリー
精神・神経
グリア細胞
神経伝達物質
精神疾患・高次機能
受容体・カルシウム
GPCR・情報伝達
方法論・創薬
腎臓
グルタミン酸
心機能・心不全
腫瘍・化学療法・抗体医薬 内分泌・代謝
不整脈・チャネル
再生・幹細胞
虚血・炎症
毒性薬理・評価
骨・間接・歯科
末梢神経
脂質
血管内皮・血管新生
生活習慣病
臓器系
創薬
痒み・痛み
毒性・がん
免疫・炎症・アレルギー
情報伝達
疾患モデル
チャネル・トランスポーター

➡展示会などの各種協賛については裏面をご覧ください。

協賛メニュー一覧

展示会
昼食時間帯を利用したランチョン形式のセミナー

1. 開催日時・会場開催日：201９年3月14日（木）・15日（金）・16日（土）
2. 時間：60分 12：00～13：00
3. 会場席数（予定）：約130席〜330席
4. 申し込み締切日 お問合せください。

共催テクニカルプレゼンテーション

社名板

※事務局にお問合わせください。

バックパネル
（ベニヤパネル 加工紙表装）

594,000円（税込）
出品台：布 張
天：白布 / 腰 青系布

1枠20分のセッション2枠を利用したミニプレゼンテーション

1. 開催日時・会場開催日：201９年3月14日（木）PM・15日（金）AM／PM・16日（土）AM
2. 時間：20分×2枠
3. 会場席数（予定）：50席
108,000円（税込）
4. 申し込み締切日 2018年12月31日（月）

創薬オープンイノベーション企画

②書籍等展示

パラペット 裏に40W蛍光灯

1,080,000〜1,404,000円（税込）

シンポジウムのスポンサーを募集

1. 開催日時・会場開催日：2019年3月14日（木）・15日（金）・16日（土）
2. 時間：90分〜120分
3. 会場席数（予定）：約130席〜330席（シンポジウム割当会場による）
4. 申し込み締切日 お問合せください。

①機器・製品・技術等展示

2018年12月31日（月）

ソデパネル

共催スポンサードシンポジウム

申し込み締切日

2,400mm

共催ランチョンセミナー

小間仕様、料金

個別相談室の設置と１枠20分のセッション2枠を
利用したミニプレゼンテーション

900mm

小間料金

900mm

1800mm

1,800mm

216,000円（税込）/小間

薬理学およびその関連の研究機器・試薬・ソフト
ウェア・受託サービスなど

小間料金

21,600円（税込）/小間

関連書籍の書店及び出版社、翻訳・校正サービス
についてはBタイプで募集いたします。

1. 開催日時・会場開催日：201９年3月14日（木）AM・15日（金）AM／PM・16日（土）AM
2. 時間：20分×2枠
3. 会場席数（予定）：30席
378,000円（税込）
4. 申し込み締切日 お問合せください。

自社宣伝や就職相談などにご利用ください。

1. 開催日時・会場開催日：201９年3月14日（木）AM・15日（金）AM／PM・16日（土）AM
2. 時間：約3時間
3. 募集枠：4枠
540,000円（税込）
4. 申し込み締切日 お問合せください。

③アカデミア展示
パラペット 裏に40W蛍光灯

1枠
1枠

表 4（裏表紙）
表 2（表紙の裏）

1 頁
1 頁

216,000円

表 3（裏表紙の裏）

1 頁

151,200円

1枠

後付
後付

1 頁
1/2 頁

75,600円

10 枠
10 枠

183,600円

43,200円

2,400mm

募集数（予定）

1,800mm

900mm

小間料金

1,800mm

108,000円（税込）/小間

大学や公的機関の研究施設等が出展される
場合は、
アカデミックタイプでの出展が可能
です。大学発ベンチャー企業も対象といたし
ますが、出展条件としまして大学名表記をい
たします。

バナー広告

54,000円（税込）

詳細は下記までご連絡ください。
＜各種協賛に関するお問い合わせ＞

バックパネル
（ベニヤパネル 加工紙表装）

出品台：布 張
天：白布 / 腰 青系布

1. 規格・部数：A5版 2300部発行（予定）
2. 申し込み締切日 2018年12月31日（月）
原稿締切日
2018年12月31日（月）

1. 掲載期間（予定）：申込受付完了およびデータ受信時～2019年3月16日（土）
2. バナーサイズ
：横258×縦86ピクセル（データ入稿）
3. 申し込み締切日 2018年12月31日（月）
原稿締切日
2018年12月31日（月）

ソデパネル

バックパネル
（ベニヤパネル 加工紙表装）

※金額は税込となります。

広告料

社名板

社名板

プログラム集広告
掲載頁

④就職支援・簡易企業展示

2,400mm

ホスピタリティルーム

年会事務局（大阪大学大学院医学系研究科 生体システム薬理学内）
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2
Tel.06-6879-3521 Fax：06-6879-3529 E-mail:jps92@pharma1.med.osaka-u.ac.jp

小間料金

54,000円（税込）/小間

パネルのみの提供となります。
就職支援企業および各種宣伝にご利用いた
だけます。

電力について：①のブースには500ｗが含まれています。
それ以外のブースおよび電力追加の場合は、申込が必要です。

年会ホームページ：http://pharmacology.main.jp/92nenkai/
＜展示会についてのお問い合わせ＞

展示会事務局（株式会社エー・イー企画内）
〒101-0003東京都千代田区一ツ橋2-4-4一ツ橋別館4階
Tel.03-32330-2744 Fax：03-3230-2479 E-mail:jps92exhibition@aeplan.co.jp

