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日程表　6月30日㊍
A会場

11階『会議ホール・風』
B会場

10階『会議室1001-2』
C会場

10階『会議室1001-1』
9:00 9：00〜9：20　　　　大会長講演

演者：奥 　直人

9：25〜11：30 9：25〜11：25 9：25〜10：20
一般講演1
DDS一般1
座長：長崎 幸夫
1-C-01〜1-C-05

シンポジウム1
DDSが創る健康長寿社会

　　オーガナイザー：
　　　　　奥 　直人　山下 伸二
　　演者：池谷 裕二　岡村 信行
　　　　　中川 晋作　山下 伸二

ワークショップ1
眼内ドラッグデリバリーシステム

～現状と展望～
　　オーガナイザー：
　　　　　高島 由季　本田 美樹
　　演者：安川　 力　永井 展裕
　　　　　田坂 文孝　高島 由季
　　　　　本田 美樹

10：00

10：20〜11：35

一般講演3
コントロールドリリース

座長：丸山 徹
1-C-06〜1-C-10

11:00

12:00
12：00〜13：00 12：00〜13：00

ランチョンセミナー1
共催：昭光サイエンティフィック（株）

評議員会

13:00

13：15〜14：00
一般講演5
免疫・ワクチン1
座長：新留 琢郎
1-C-11〜1-C-13

14:00
14：00〜15：00 14：00〜15：00

特別講演 I
座長：高倉 喜信
演者：Peter Lutwyche

一般講演8
免疫・ワクチン2
座長：櫻井 和朗
1-C-14〜1-C-17

15:00

15：10〜17：10 15：10〜17：10 15：10〜16：05

シンポジウム2
治験早期・直前のDDS製剤

　　オーガナイザー：
　　　　　田畑 泰彦　松村 保広
　　演者：濱口 哲弥　古賀 宣勝
　　　　　村垣 善浩　南野 哲男
　　　　　田畑 泰彦

ワークショップ2
QOL改善を実現する経皮・
経粘膜デリバリーの最前線

　　オーガナイザー：
　　　　　尾上 誠良　徳留 嘉寛
　　演者：岡田 直貴　塚田 雄亮　
　　　　　徳留 嘉寛　岡本 浩一　
　　　　　世戸 孝樹　井上 和博

一般講演11
ターゲティング1
座長：根岸 洋一
1-C-18〜1-C-2216:00

16：05〜17：20

一般講演13
ターゲティング2
座長：山田 勇磨
1-C-23〜1-C-2717:00

18:00
19：00〜21：00　　　　　　　　　　懇親会　　【会場】 ホテルセンチュリー静岡5F『センチュリールーム』
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日程表　6月30日㊍
D会場

9階『会議室910』
E会場

6階『交流ホール』
ポスター会場

6階『展示ギャラリー』

8：40〜9：25
9:00

ポスター貼付

9：25〜10：25
一般講演2

核酸デリバリー1
座長：櫻井 文教
1-D-01〜1-D-06

9：25〜11：35

若手研究者企画
ワークショップ

未来型DDSを見据える革新性
～Diversity for DDS innovation～
　　オーガナイザー：
　　　　　清水 広介　向井 英史
　　演者：岸村 顕広　長野 一也
　　　　　畠山 浩人　清水 一憲
　　　　　中西 秀之　浅野 竜太郎

9：25〜13：05

ポスター閲覧
企業展示

10:00

10：25〜11：40

一般講演4
核酸デリバリー2
座長：石原 比呂之

1-D-07〜1-D-11

11:00

12：00〜13：00 12：00〜13：00
12:00

ランチョンセミナー2
共催：キャタレント・ジャパン（株）

ランチョンセミナー3
共催：住商ファーマインターナショナル（株）

マイクロトラック・ベル（株）
マルバーン（スペクトリス（株））

13:00
13：05〜13：55

ポスター発表審査
（優秀発表賞応募者）

13：15〜14：15

一般講演6
DDS一般2

座長：樋口 ゆり子
1-D-12〜1-D-17

13：15〜14：05
一般講演7

経皮・経肺・経粘膜デリバリー1
座長：徳留 嘉寛
1-E-01〜1-E-04 13：55〜17：00 14:00

14：05〜15：05

ポスター閲覧
企業展示

14：15〜14：55
　　一般講演9 再生医療

座長：菊池 明彦
1-D-18〜1-D-20

一般講演10
経皮・経肺・経粘膜デリバリー2

座長：山本 昌
1-E-05〜1-E-10 15:00

15：10〜16：15 15：10〜17：10

一般講演12
核酸デリバリー3
座長：秋田 英万
1-D-21〜1-D-26

シンポジウム3
次世代DDSのための
マテリアル戦略

　　オーガナイザー：
　　　　　秋吉 一成　河野 健司
　　演者：都 英次郎　　中村 教泰
　　　　　佐々木 善浩　森　 健
　　　　　櫻井 和朗

16:00

16：15〜17：30

一般講演14
がん治療1
座長：紙谷 浩之
1-D-27〜1-D-31

17：00〜18：00
17:00

ポスター討論
（奇数番号）

18:00
19：00〜21：00　　　　　　　　　　懇親会　　【会場】 ホテルセンチュリー静岡5F『センチュリールーム』
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日程表　7月1日㊎
A会場

11階『会議ホール・風』
B会場

10階『会議室1001-2』
C会場

10階『会議室1001-1』
9:00

9：00〜11：00 9：00〜10：15 9：00〜10：00

シンポジウム4
第3回

DDSマッチングシンポジウム：
振り返りと今後の提案

　　オーガナイザー：
　　　　　粕川 博明　菊池 　寛
　　演者：菊池 　寛　長谷川 宏之
　　　　　三島 　茂　粕川 博明

一般講演15
トランスポーター /
生体分子デリバリー
座長：登美 斉俊
2-B-01〜2-B-05

一般講演16
DDS一般3
座長：西山 伸宏
2-C-01〜2-C-04

10：00
10：00〜11：15

一般講演19
DDS一般4

座長：宮田 完二郎
2-C-05〜2-C-09

10：15〜11：15

一般講演18
マテリアル1
座長：片山 佳樹
2-B-06〜2-B-09

11:00

12:00
12：00〜13：00 12：00〜13：00

ランチョンセミナー4
共催：大鵬薬品工業（株）

ランチョンセミナー5
共催：富士カプセル（株）

13:00
13：05〜14：00

一般講演21
経皮・経肺・経粘膜デリバリー /

ターゲティング
座長：小暮 健太朗

2-C-10〜2-C-13

13：10〜14：10

特別講演 II
座長：奥　 直人
演者：矢守 隆夫14:00

14：10〜14：40

総会・授与式
14：40〜14：55

優秀発表賞授賞式
14：40〜16：40 14：40〜15：40

ワークショップ4
ナノ医薬品開発と評価の最新動向
　　オーガナイザー：
　　　　　加藤 くみ子　西山 伸宏
　　演者：加藤 くみ子　永井 尚美
　　　　　石原 比呂之　花田 博幸
　　　　　西山 伸宏

一般講演24
マテリアル2
座長：中山 正道
2-C-14〜2-C-17

15:00
15：00〜15：30

永井賞受賞講演
座長：横山 昌幸　演者：河野 健司

15：30〜16：00

水島賞受賞講演
座長：原島 秀吉　演者：位髙 啓史

15：40〜16：40

一般講演26
DDS一般5
座長：竹内 洋文
2-C-18〜2-C-21

16:00
16：00〜16：20 奨励賞（基礎）受賞講演
座長：奥 直人　　演者：清水 広介

16：20〜16：40 奨励賞（臨床）受賞講演
座長：山本 昌　　演者：勝見 英正

16：40〜　　閉会の挨拶
17:00

18:00
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日程表　7月1日㊎
D会場

9階『会議室910』
E会場

6階『交流ホール』
ポスター会場

6階『展示ギャラリー』

9：00〜10：00 9：00〜11：00 9：00〜11：00
9:00

一般講演17
がん治療2
座長：狩野 光伸
2-D-01〜2-D-06

ワークショップ3
核酸医薬の将来展望：

日本核酸医薬学会の目指すもの
　  オーガナイザー：
　　　　  佐々木 茂貴　高倉 喜信
　  演者：佐々木 茂貴　西川 元也
　　　　  横田 隆徳　　小泉　 誠
　　　　  井上 貴雄

ポスター閲覧
企業展示

10：00〜11：15
10:00

一般講演20
がん治療3

座長：大河原 賢一
2-D-07〜2-D-11 11：00〜12：00

11:00

ポスター討論
（偶数番号）

12：00〜13：00 12：00〜16：40
12:00

ランチョンセミナー6
共催：浜松ホトニクス（株）

サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）
大塚電子（株）

ポスター閲覧
企業展示

13:00
13：05〜14：05

一般講演22
生体分子デリバリー /免疫・ワクチン

座長：武田 真莉子
2-D-12〜2-D-16

13：05〜14：00
一般講演23

核酸デリバリー /がん治療
座長：黒田 俊一
2-E-01〜2-E-05

14:00

14：40〜15：55 14：40〜16：40

一般講演25
がん治療4
座長：石田 竜弘
2-D-17〜2-D-21

シンポジウム5
病態メカニズムに迫る
イメージング技術
～DDSへの期待～

　　オーガナイザー：
　　　　　樋口 ゆり子　藤井 博史
　　演者：星田 哲志　　菊田 順一
　　　　　小関 泰之　　白石 貢一
　　　　　小川 美香子　梅田 　泉

15:00

16:00

16：40〜17：00
ポスター撤去

17:00

18:00


