第48回日本毒性学会学術年会（Hybrid Meeting） 日程表（案） ＠神戸国際会議場 ＆ Web
★下記時点の仮案となりますので、ご了承ください
2021年4月30日現在

2021年 7月7日（水） 1日目
会場名

9:00
開
会
挨
拶

第１会場

10:00
11:00
シンポジウム
基礎発生学と先天異常学から学ぶ毒性
エピジェネティクス 2.0
（9:20-11:20）

12:00

シンポジウム
日本実験動物学会合同シンポジウム：
毒性研究におけるヒト化動物の利用
（9:20-11:20）

第２会場

14:00

15:00

16:00

教育講演
瀬谷司
（11:30-12:30）
一般演題 口演 1
（11:30-12:30）

ランチョンセミナー
（12:40-13:40）

シンポジウム
実験動物としてのサルを考える
－バイオ医薬品の種差とヒト予測－
（14:50-16:50）

ランチョンセミナー
（12:40-13:40）

シンポジウム
薬剤性痙攣のリスク評価
（14:50-16:50）

シンポジウム
遺伝毒性リスク評価の新たな胎動
－ゲノム不安定リスク研究の夜明け－
（9:20-11:50）

第３会場

13:00
ランチョンセミナー
積水メディカル
株式会社
（12:40-13:40）

17:00

特別講演
柳沢正史
（13:50-14:50）

イブニング
セミナー
（17:0018:00）

シンポジウム
毒性オミクスにおけるエピジェネティクス情報を加えた
人工知能解析
（14:50-17:20）

第４会場

シンポジウム
毒性機序の理解とリスク評価へ向けた
化学物質センサー転写因子研究
（9:20-11:20）

ランチョンセミナー
（12:40-13:40）

第５会場

シンポジウム
パンデミック感染症に対する医薬品の非臨床
安全性評価（COVID-19から学ぶ）
（9:20-11:20）

ランチョンセミナー
日本チャールス・
リバー株式会社
（12:40-13:40）

シンポジウム
遺伝子治療用製品の安全性評価と
今後の展望
（14:50-16:50）

第６会場

特別講演
Dr. Kenneth Hastings
（9:20-10:20）

シンポジウム
Society of Toxicology（SOT）合同シンポジウム
（10:30-12:30）

ランチョンセミナー
株式会社ベリタス /
Axion BioSystems
（12:40-13:40）

シンポジウム
感染症の予防と治療における生殖発生毒性
（14:50-16:50）

優秀研究発表賞応募演題 口演 1
（10:30-12:00）

ランチョンセミナー
（12:40-13:40）

優秀研究発表賞応募演題 口演 2
（14:50-16:26）

第７会場
展示会場
（現地）

18:00

イブニング
セミナー
（17:0018:00）

企業展示 現地 （9:00-17:00）

Web会場

ランチョンセミナー
株式会社イナリサーチ
（12:40-13:40）

Web会場

ランチョンセミナー
エルゼビア・ジャパン
株式会社
（12:40-13:40）

企業展示 Web （9:00-17:00）

ポスター・展示
会場（Web）

eポスター閲覧 Web

2021年 7月8日（木） 2日目
会場名

9:00

10:00

特別講演
Dr. Brett D.
Hollingshead
（9:00-10:00）

第１会場

11:00

12:00

13:00

教育講演
Dr. Judith Prescott
Dr. Robert W. Amler
（11:20-12:20）

年会長招待講演
西田幸二
（10:10-11:10）

14:00

15:00

評議員会・社員総会、
授賞式
（13:30-14:50）

16:00

17:00

学会賞・佐藤哲男賞・奨励賞
受賞者講演
（15:10-16:40）

第２会場

シンポジウム
化学物質の安全性評価にかかわるAIとインフォマティクス
（9:00-11:30）

ランチョン セミナー
株式会社ＬＳＩＭ
安全科学研究所
（12:20-13:20）

シンポジウム
世界における農薬の安全性評価の最新事情
（15:00-17:00）

第３会場

シンポジウム
ヒトES細胞/iPS細胞を用いた毒性
データベースによる毒性評価
（9:00-10:30）

ランチョン セミナー
（12:20-13:20）

シンポジウム
腎毒性を考える
〜臨床薬剤師、基礎研究の立場から〜
（15:00-17:00）

ランチョン セミナー
日本チャールス・
リバー株式会社
（12:20-13:20）

シンポジウム
医薬品におけるComputational Toxicologyの
普及：Ontology思考下でのシステム構築の
事例報告 （15:00-17:00）

日本毒性病理学会合同シンポジウム：
毒性病理学会からのトピック －化学物質の安全性
評価に向けた機序解明アプローチ－（9:00-11:30）

ランチョン セミナー
Axcelead Drug Discovery
Partners 株式会社
（12:20-13:20）

日本癌学会合同シンポジウム：発がん性評価法の
分子背景と展望－エピゲノム、変異シグネチャーから
見たヒト外挿考察－（15:00-17:00）

シンポジウム
子供の毒性学：脳の発達を中心に
（9:00-11:30）

ランチョン セミナー
株式会社新日本科学
（12:20-13:20）

ワークショップ
GLP業務の「New normal」の展望
（10:40-12:10）

シンポジウム
薬物誘発性の心機能変化に向けたin vivo
安全性評価戦略に関する新展開
（9:00-11:00）

第４会場

一般演題 口演 2
（11:10-12:10）

シンポジウム

第５会場

第６会場

第７会場

ワークショップ
限定エクスポソームの新たな展開
（9:00-10:30）

ワークショップ
2035年の医薬品安全性評価-動物実
験代替法を考える
（10:40-12:10）

展示会場
（現地）

18:00

シンポジウム

イブニング
セミナー
（17:1018:10）

ワークショップ
新毒性質問箱：医薬品開発者とPMDAで対話を
はじめよう
（15:00-17:00）

ランチョン セミナー

ワークショップ
消化管毒性評価の新展開
（15:00-17:00）

MIMETAS Japan株式会社&
モレキュラーデバイスジャパン
株式会社（12:20-13:20）

企業展示 現地 （9:00-17:00）
ランチョン セミナー
Eurofins Discovery
（12:20-13:20）

Web会場

企業展示 Web （9:00-17:00）

ポスター・展示
会場（Web）

eポスター閲覧 Web

2021年 7月9日（金） 3日目
会場名

第１会場

第２会場

第３会場

9:00

10:00

教育講演
武部貴則
（9:00-10:00）

11:00

シンポジウム
American College of Toxicology（ACT）
合同シンポジウム
（9:00-11:00）
教育講演
武田厚司
（9:00-10:00）

12:00

13:00

14:00

15:00

ワークショップ

教育講演
眞鍋淳
（10:10-11:10）

ランチョン セミナー
（12:20-13:20）

教育講演
Dr. Stephanie
Leuenroth-Quinn
（11:10-12:10）

教育講演
児玉龍彦
（10:10-11:10）

ランチョン セミナー
（12:20-13:20）

ランチョン セミナー
（12:20-13:20）

トキシコロジストがん
サバイバーからの
抗がん剤治療報告
（13:30-14:30）

教育講演
Dr. David Woolley
（13:30-14:30）

16:00
ワークショップ
癌薬物療法における薬剤性副作用のサイエンス
と支持療法
（14:40-16:40）
シンポジウム
事例報告 “非臨床で見られた毒性の臨床への
予測性”
（14:40-16:40）

一般演題 口演 3
（13:30-15:06）

一般演題 口演 4
（15:10-16:34）

第４会場

シンポジウム
xenobiotics代謝と解毒の動物種差
（9:00-11:00）

ランチョン セミナー
（12:20-13:20）

シンポジウム
再生医療等製品に関する毒性評価
（14:00-16:00）

第５会場

シンポジウム
肺毒性の分子背景
（9:00-11:00）

ランチョン セミナー
日本チャールス・リバー
株式会社
（12:20-13:20）

シンポジウム
日本中毒学会合同シンポジウム：
吸入剤による中毒の基礎と臨床
（14:00-16:00）

第６会場

第７会場
展示会場
（現地）
ポスター・展示
会場（Web）

シンポジウム
日本免疫毒性学会合同シンポジウム：
多様な医薬品モダリティに対応する免疫毒性研究の最前線
（9:00-11:30）
シンポジウム
生体金属部会シンポジウム 〜メタロチオネイン機能
の新たな展開
（10:10-12:10）

ランチョン セミナー
（12:20-13:20）

ランチョン セミナー
（12:20-13:20）

企業展示 現地 （9:00-14:00）
企業展示 Web （9:00-17:00）
eポスター閲覧 Web

シンポジウム
次世代研究セミナー：
マイクロバイオームと毒性学
（13:30-15:30）

一般演題 口演 5
（13:30-15:18）

ワークショップ
トキシコロジストのキャリア形
成支援プログラム
- AI-Powered トキシコロジスト
を目指して - （15:40-16:40）

一般演題 口演 6
（15:20-16:44）

17:00
閉
会
挨
拶

18:00

