大会参加者へのご案内
1. 当日参加登録受付（総合受付）

※事前参加登録は、8 月 30 日（金）で締め切りました。

下記の通り当日参加登録の受付をいたします。
（1）受付時間・場所
受付時間
10 月 11 日（金）
10 月 12 日（土）
10 月 13 日（日）

7：30 〜 18：30
8：00 〜 17：00

受付場所
福岡国際会議場
1 階 エントランスホール

（2）参加費（当日）と手続き
申込区分

会員※

Members

45,000 円

Members

30,000 円

Student Members

15,000 円

Non-members

55,000 円

（Developing Countries）

非会員

AsCNP
JSNP
JSCNP
のすべて
のプログ
ラムに参
加の場合

参加費

Non-members

（Developing Countries）

40,000 円

窓口

AsCNP
Member

AsCNP
Nonmember

-

参加申込書の
記入・提出

お渡しするもの

＜会員＞
会員宛にお送
りしている
「プログラム・
抄録集」の表
紙の次に綴じ ①参加証・参加証
られている黄 明書・領収証
②ネームホルダー
色のカード
③プログラム・抄
録集（和文 / 英文
の 2 冊）
＜非会員＞ ④コングレスバッグ
会期中、受付
前に設置する
白色のカード

Student Non-members 18,000 円

-

Accompanying Persons

会員
会員

学生（大学院生）

5,000 円

※※

10,000 円

会員

3,000 円
学生

非会員

JSNP
JSCNP
のみに参加
の場合

提示物

学部生

無料

非会員

18,000 円

学生（大学院生）

会員

4,000 円
学生

学部生

無料

※※

①参加証・領収証
②ネームホルダー
③開会式、懇親会、
日本文化体験、閉
会式にご参加いた
だけます。

＜会員＞
会員宛にお送
りしている
①参加証・参加証
「プログラム・
明書・領収証
抄録集」の表
学生証 紙の次に綴じ ②ネームホルダー
られている黄
色のカード
-

-

①参加証・参加証
＜非会員＞
明書・領収証
会期中、受付
②ネームホルダー
前に設置する
学生証 白色のカード ③プログラム・抄
録集（和文のみ）

※日本神経精神薬理学会・日本臨床精神神経薬理学会の会員は AsCNP 会員としてご参加いただけます。
※※ Accompanying Person の参加登録は、Member、Student Member、Non-member、Student Non-member の
いずれかのカテゴリで参加する方の参加登録時にご一緒にお申し込みください。
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① 現金のほか、下記クレジットカードが使用可能です。
VISA, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club
② 非会員（会員以外）も参加できます。
③ 当日、非会員の方が日本神経精神薬理学会・日本臨床精神神経薬理学会、どちらかに入会の申込み
をして受理されますと、会員価格が適用されます。但し入会の申込み・受理の前に非会員として参
加受付をした場合、払い戻し（一部返金）はいたしませんので予めご了承ください。
④ 上記の参加費に第 19 回臨床精神神経薬理学セミナー、臨床試験 – 倫理教育セミナー、統合失調症薬
物治療ガイドライン講習会の受講料は含まれておりません。詳細は後述の各セッションのご案内を
ご参照ください。

2. 事前登録をした方へのご案内
①「プログラム・抄録集」と一緒にお送りした参加証（ネームカード）兼領収証、ネームホルダーを必
ずお持ちください。お忘れ・紛失した場合、再発行はいたしませんのでご了承ください。
② 会場到着後は、参加証（ネームカード）をネームホルダーに入れ必ず首から下げてください。受付
にお越しいただく必要はありませんので、直接ご希望のセッション会場へご入場ください。

3. 当日参加登録をする方へのご案内
【参加申込書について】

※ 参加申込書にご記入いただいた内容は、参加者の動向を把握し、来年以降の大会開催のプログ
ラムを企画する際に参考にさせていただきます。ご協力をお願いいたします。
【参加証（ネームカード）について】
① 当日登録の方は、記名台にて所属・氏名をご記入ください（事前登録者の所属・氏名は印字し
てあります）。
② 会期中会場内ではネームホルダーに入れて必ず首から下げてください。
③ お忘れ・紛失の場合、再発行はいたしません。
④ ネームカードを首から下げていない方の入場は、固くお断りいたします。

4. プログラム・抄録集
プログラム・抄録集冊子：1 冊 3,000 円

※大会会期中に限り、会場（総合受付）で販売いたします。

本大会の抄録はプログラム・抄録集冊子の他、Web システムとアプリでも公開されます。
Web、アプリでの抄録の閲覧には下記のパスワードの入力が必要となります。

パスワード：fukuoka2019
・プログラム検索・抄録閲覧システム（Web）
大会 HP よりアクセスしてください。
https://www2.aeplan.co.jp/ascnp/
・プログラム検索・抄録閲覧アプリ
App Store、Google Play よりダウンロードしてください（無料）。
対応 OS: iOS 8 以上、Android 4.1 以上
アプリ名 : AsCNP/JSNP/JSCNP 2019
検索ワード : ascnp
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5. 懇親会のご案内
① 第 6 回アジア神経精神薬理学会 / 第 49 回日本神経精神薬理学会 / 第 29 回日本臨床精神神経薬理学会
合同懇親会
10 月 11 日（金） 18：20 開宴（予定）
福岡国際会議場 多目的ホール
全セッション終了後、立食・ビュッフェスタイルで開催いたします。
申込区分
会員・学生（大学院生）・学部生
非会員

参加費
5,000 円
10,000 円

※ AsCNP 参加登録者は申込不要

大会に参加登録された方はどなたでも（会員・非会員ともに）参加申込みができます。
なお懇親会会場内にて、下記の授賞式・認定式を行いますので、受賞者・該当者の方はご出席ください。
AsCNP Lundbeck Science Award 授賞式
日本神経精神薬理学会 名誉会員推戴式・学術奨励賞授賞式
日本臨床精神神経薬理学会 ポール・ヤンセン賞および学会奨励賞（授賞式）、海外研修員（認定式）
※本年は、上記の合同懇親会の他に、無料で以下のような会がありますので、奮ってご参加ください。
② Pre-opening Gathering
10 月 10 日（木）17：00 〜 19：30
福岡サンパレスホテル & ホール 1F ラコンテ
アジアと日本の研究者、会員の交流の場として大会の前日に開催されます。
③ 閉会式と Farewell Party
10 月 13 日（日）18：10 〜 19：30
以下の授賞式があります。受賞者の方はご出席ください。
・アジア神経精神薬理学会
AsCNP Outstanding Research Award for AsCNP2019
Excellent Research Award for AsCNP2019
Excellent Presentation Award for AsCNP2019
JSNP Excellent Presentation Award for AsCNP2019
JSCNP Excellent Presentation Award for AsCNP2019
・日本神経精神薬理学会
優秀演題賞

6. 入会手続き・年会費納入
会期中総合受付付近に「日本神経精神薬理学会事務局デスク」、
「日本臨床精神神経薬理学会事務局デスク」
を設置いたします。各学会へ入会を希望される方、また会員で年会費のお支払いを希望する方はお立ち寄
りください。事前の入会申込方法につきましては下記 WEB ページをご覧ください。
「日本神経精神薬理学会」http://www.asas.or.jp/jsnp/
「日本臨床精神神経薬理学会」http://www.jscnp.org/

7. 会場内でのご注意
（1）講演会場・ポスター会場内では、許可のない録音、写真およびビデオ撮影を禁止いたします。
（2）携帯電話・スマートフォンは、予めマナーモードに設定するか、電源をお切りください。
（3）座席確保のため、私物を長時間座席に置くことはご遠慮ください。
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8. ランチョンセミナー
整理券などの配布はございません。直接会場へお越しください。入場は先着順とさせていただきます。

9. 単位取得について
本大会は、次の制度の単位付与対象となっています。取得希望の方は総合受付付近の単位デスクまたは各
機関の申請方法にてご申請ください。詳細はそれぞれの機関にお問い合わせください。申請に必要な書類
は大切に保管してください。紛失された場合の再発行や当日分以外の配布はいたしませんのでご注意くだ
さい。
（1）日本神経学会における専門医制度
取得認定クレジット：２単位
本大会への参加証明となる書類（参加証のコピー等）にて、学会へ単位申請を行ってください。
（2）日本睡眠学会における睡眠医療認定
取得単位：２単位
本大会への参加証明となる書類（参加証のコピー等）にて、学会へ単位申請を行ってください。
（3）日本精神神経学会における精神科専門医制度
取得単位：単位対象セッションの受講で上限 3 単位（ポイント対象学会の B 群）
「会員カード」をお持ちください。総合受付内の単位デスクにてカードを会期中 1 回ご提示いただけ
れば、所定の手続きを実施いたします。
【対象となるセッション】
No.

セッションテーマ

JSCNP-S2

統合失調症薬物治療ガイド
ライン改訂版の狙いと範囲

JSCNP-S4

双極性障害の薬物療法
アップデート 2019

開催日

時間

10 月 11 日（金）

8：40 〜 10：20

JSNP/JSCNP
特定臨床法ワークショップ
-JW
JSNP/JSCNP 不安症・強迫症の診療
-JS1
ガイドライン
難治性強迫症に対する治
JSNP/JSCNP
療の最前線とこれから
-JS2
〜薬物療法を中心に〜
JSCNP-S16

高齢者の精神疾患に対す
る薬物療法 Up-to-Date

JSNP/JSCNP

統合失調症薬物治療ガイド
ライン講習会

JSNP-S11

統合失調症薬物療法の多様
な課題にどう対応するか

JSNP-S12

ADHD の薬物療法と非
薬物療法

8：40 〜 10：20

第 3 会場
福岡国際会議場
413+414

10 月 12 日（土）
10：30 〜 12：10

8：40 〜 16：30
10 月 13 日（日）
8：40 〜 10：20
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会場
第 3 会場
福岡国際会議場
413+414
第 5 会場
福岡国際会議場
410
第 2 会場
福岡国際会議場
411+412

第 5 会場
福岡国際会議場
410
第 3 会場
福岡国際会議場
413+414
第 9 会場
福岡国際会議場
405
第 12 会場
福岡国際会議場
503

（4）日本病院薬剤師会における専門・認定薬剤師制度
1）認定薬剤師制度
取得単位：１日４単位（最大 12 単位）
日毎に研修単位シールをお渡しいたします。総合受付付近の単位デスクまでお越しください。
2）精神科薬物療法認定薬剤師単位
当日用意します「受講証明書」を会場で入手してください。対象となるセッションを受講した後（セ
ッション終了から 15 分以内）、各会場の出口に設置する「日本病院薬剤師会単位受付」で、
「受講
証明書」の該当欄に印鑑をもらってください。紛失された場合は、証明ができませんので再発行
はいたしません。
【対象となるセッション】
No.
セッションテーマ
JSCNP-S2

統合失調症薬物治療ガイド
ライン改訂版の狙いと範囲

JSCNP-S4

双極性障害の薬物療法
アップデート 2019

開催日

10 月 11 日（金）

時

間

8：40 〜 10：20

JSCNP-CNS

第 19 回臨床精神神経
薬理学セミナー

JSCNP-S16

高齢者の精神疾患に対す
る薬物療法 Up-to-Date

JSNP-S6

発達期ストレス暴露による神
経精神障害と治療戦略の考察

14：50 〜 16：30

JSNP-S12

ADHD の薬物療法と非
薬物療法

8：40 〜 10：20

JSNP-S15

創薬と神経画像研究

JSNP-S20

オピオイド適正使用に向
けた薬剤師の取り組み

10：30 〜 12：10
10 月 12 日（土）

10 月 13 日（日） 10：30 〜 12：10
14：50 〜 16：30

会 場
第 3 会場
福岡国際会議場
413+414
第 5 会場
福岡国際会議場
410
第 2 会場
福岡国際会議場
411+412
第 5 会場
福岡国際会議場
410
第 7 会場
福岡国際会議場
403
第 12 会場
福岡国際会議場
503
第 9 会場
福岡国際会議場
405

（5）日本薬剤師研修センターにおける研修認定薬剤師制度
取得単位：１日 3 単位（最大 9 単位）
日毎に研修単位シールをお渡しいたします。当日用意します「受講票」に氏名、薬剤師免許番号をご
記入の上、総合受付付近の単位デスクまでお越しください。本人確認（身分証明書をご提示ください）
の上、「受講票」と引き換えに研修単位シールをお渡しいたします。薬剤師免許番号不明の方へは、
シールをお渡しできかねますので、ご注意ください。
（6）日本医師会における認定産業医制度
取得単位：生涯：専門 2 単位（産業医学研修手帳（Ⅱ）・（Ⅱ -1）の「メンタルヘルス対策」）
会場前で「受講票」をお受け取りの上、必要事項をご記入ください。認定医または未認定医のどちら
かを選択いただく欄がございますので、事前にご確認ください。
対象セッション終了後より総合受付付近の単位デスクにて「受講票」と引き換えに受講証明シールを
お渡しさせていただきます。

- 22 -

【対象となるセッション】
No.

セッションテーマ

開催日

JSCNP-S1

産業精神薬理学 2019

10 月 11 日（金）

時

間

8：20 〜 10：20

会

場

第 2 会場
福岡国際会議場
411+412

注意事項
※（4）「日病薬病院薬学認定薬剤師」研修単位シールと（5）「日本薬剤師研修センター」受講シールは同
日の重複発行はできません。どちらか一方のシールをお渡しさせていただきます。参加証裏面に交付済み
のチェックを行いますので、受け渡しの際、必ず参加証をネームケースより取り出してお渡しください。

10. 会場施設および設備について
（1）総合受付

福岡国際会議場

1階

エントランスホール

（2）大会本部（事務局）

福岡国際会議場

5階

504 + 505

（3）PC 発表データ受付

福岡国際会議場

2階

ロビー

（4）インフォメーションコーナー

福岡国際会議場

1階

ロビー

（5）附設展示

福岡国際会議場 5 階 ロビー
10 月 11 日（金）、12 日（土）、13 日（日） 9：00 〜 17：00

（6）書籍展示

福岡国際会議場 4・5 階 ロビー
10 月 11 日（金）、12 日（土）、13 日（日） 9：00 〜 17：00

（7）クローク

福岡国際会議場 1 階 エントランスホール
10 月 11 日（金） 7：30 〜 20：30
10 月 12 日（土） 8：00 〜 19：30
10 月 13 日（日） 8：00 〜 20：30

（8）傘の扱い

福岡国際会議場 1 階エントランス入口に傘用ビニール袋をご用意いた
しますので、傘は各自で管理ください。

（9）ドリンクコーナー

ポスター会場（福岡国際会議場 2 階 多目的ホール）

（10）飲食についてのお願い

各セッション（講演・ポスター）会場内への会場で提供されたもので
はない食べ物のお持ち込みはご遠慮ください。ご協力をお願いいたし
ます。

（11）レストラン

各会場内にレストランとカフェがございます。
詳細は、http://www.f-sunpalace.com/restaurant/ をご覧ください。

（12）コンビニエンスストア・ATM

会場より徒歩約 5 分のところにセブンイレブン、ミニストップがござい
ます。

（13）無料インターネットサービス

福岡国際会議場館内にて無線公衆 LAN サービスがご利用可能です。

（14）ビジネスセンター

福岡国際会議場 1 階管理事務所にて、コピー、プリントアウト、FAX
送信が可能です（有料）。

（15）宅配便

福岡国際会議場 1 階管理事務所にて、ヤマト運輸の着払いのみ承って
おります。
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（16）喫煙

福岡国際会議場 2 階デッキ、4 階デッキ、屋外指定喫煙場所および福
岡サンパレスホテル & ホール 6 階喫煙ブースをご利用ください。

（17）駐車場

基本的には公共の交通機関をご利用ください。

（18）託児所

会場内に託児室（有料）がございます。
完全予約制ですので、下記 URL より直接お申込みください。
https://www2.aeplan.co.jp/jsnp/nursery.html
また、定員に達した場合は、予約を締め切らせていただく事がござい
ますので、予めご了承ください。

（19）会期中のお呼び出し

各会場内でのお呼び出しや館内放送による一斉案内等はいたしかねま
す。「お知らせ・伝言板」ボードをご利用ください。また、用件が済ん
だメッセージは、各自でお剥がしください。

（20）忘れ物

会期中は総合受付にて管理いたします。心当たりのある方は総合受付
にお越しください。

（21）撮影・録音

著作権保護のため、各セッション（講演・ポスター）会場内での発表
者や事務局の許可がない撮影・録音はご遠慮ください。
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日本神経精神薬理学会

2019年

第８回学術奨励賞

1．受  賞  者：大井 一高（岐阜大学大学院医学系研究科精神病理学）
研究題目：精神疾患の中間表現型を用いたゲノム研究
受  賞  者：野村 洋（北海道大学大学院薬学研究院薬理学研究室）
研究題目：恐怖記憶が長期間持続する神経回路機構の解明
2．授賞式
10 月 11 日（金） 18：20 ～ 20：00
第 6 回アジア神経精神薬理学会 / 第 49 回日本神経精神薬理学会 / 第 29 回日本臨床精神神経薬理学会
合同懇親会にて（福岡国際会議場 2F 多目的ホール）
3．受賞講演
10 月 13 日（日） 8：20 ～ 10：20
第 15 会場（福岡サンパレスホテル＆ホール 2F パレスルーム B）
座長：大森 哲郎（徳島大学大学院医歯薬学研究部精神医学分野）

日本神経精神薬理学会

2019年

優秀論文賞

1．受  賞  者：横島 弥栄子（東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター）
研究題目：Gamma-aminobutyric acid transaminase genetic polymorphism is a candidate locus for
responsiveness to opioid（NPPR 38-4）
2．授賞式
10 月 11 日（金） 18：20 ～ 20：00
第 6 回アジア神経精神薬理学会 / 第 49 回日本神経精神薬理学会 / 第 29 回日本臨床精神神経薬理学会
合同懇親会にて（福岡国際会議場 2F 多目的ホール）

JSNP Excellent Presentation Award for AsCNP 2019
1．受賞者
10 月 13 日（日）18：10 ～ 19：30 の閉会式・Farewell Party で発表いたします。
2．授賞式
10 月 13 日（日）18：10 ～ 19：30

閉会式・Farewell Party にて（福岡国際会議場

2F 多目的ホール）

日本神経精神薬理学会 精神科専門薬剤師精神医学セミナーのご案内
日
時：10 月 13 日（日）10：10 ～ 12：10
会
場：第 11 会場（福岡国際会議場 5F「502」）
受  講  料： 無料（大会の参加登録者はどなたでもご参加できます。）
申込方法
受講希望者は、当日会場へお越しください。
プログラム：詳細は 171 ページをご参照ください。
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統合失調症薬物治療ガイドライン講習会のご案内
統合失調症薬物治療ガイドライン講習会
EGUIDE workshop: Guideline of Pharmacological treatment for schizophrenia
日本神経精神薬理学会及び日本臨床精神神経薬理学会では、ガイドラインの普及・教育・検証活動として、
EGUIDE プロジェクトを支援しています。EGUIDE プロジェクトでは、ガイドラインの講習を行い、精神
科医の処方行動の変化を検討する研究を行っています。本講習は、講義とグループディスカッションからな
るもので受講には研究参加が必須となるため、誰でも参加できるものではありませんでした。そこで、研究
参加しなくても受講できる講習を本大会にて開催することにいたしました。本講習は、統合失調症薬物治療
ガイドラインに記載されている内容の周知だけでなく、記載されていないものの大切な問題についても紹介
し、参加者が統合失調症について知識をより深めるものになることを目的としています。精神科医はもちろ
んのこと、コメディカルの医療従事者や基礎研究者や製薬企業の関係者など興味ある方は、広く受講してい
ただきたいと考えております。
日

時： 10 月 13 日（日）8：40 ～ 16：30（途中休憩あり）

場

所：第 3 会場（福岡国際会議場

4F「413+414」）

参  加  費：AsCNP/JSNP/JSCNP2019 大会参加者：7,000 円（当日、参加証をご提示ください）
本講習会のみの参加者：12,000 円
申込方法
【事前申込締切】9 月 27 日（金）
第 49 回日本神経精神薬理学会、第 29 回日本臨床精神神経薬理学会の年会 HP よりリンクしております申込
サイトよりお申込ください。
当日の参加登録も受付しますが、定員になり次第締め切ります。
※事前申込を行った方は 9 月 27 日（金）までに銀行振込にてお支払いください。
【当日申込】
下記、受付場所・受付時間内にお申込み（参加費のお支払い）をお願いいたします。
総合受付：10 月 11 日（金）7：30 ～ 18：30、10 月 12 日（土）8：00 ～ 17：00
第 3 会場前：10 月 13 日（日）8：00 ～ 8：40
※事前参加申し込み者で参加費未納の方は、当日申込をお願いいたします。
参加者が事前に準備するもの
統合失調症薬物治療ガイドライン（3,600 円税別、事前購入者消費税 8％、当日購入者消費税 10％）
※当日も書籍展示会場にて販売しております。
プログラム：詳細は 57 ページをご参照ください。
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日本臨床精神神経薬理学会 第19回臨床精神神経薬理学セミナーのご案内
日本臨床精神神経薬理学会専門医制度委員会は、臨床精神神経薬理学に関する優れた学識と高度の技術およ
び倫理観を備えた臨床精神神経薬理学専門医を養成し、良質の医療を提供することを目的に、「臨床薬理セ
ミナー」を開催してまいりました。
第 19 回となる今回は、「統合失調症」、｢不安障害｣、および「アルコール依存」がテーマです。
専門医申請及び更新を目指す医師に限らず、生涯学習の一環として受講を希望される会員（当日会員も可）
はどなたでもご参加いただけます。受講された方には専門医申請及び更新の際、単位として必要となる受講
証が発行されます。
奮ってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。



一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会
専門医制度委員会
/

理事長
委員長

日

時： 10 月 12 日（土）10：30 ～ 12：10

会

場：第 2 会場（福岡国際会議場

対

象：日本臨床精神神経薬理学会会員、日本神経精神薬理学会会員、非会員（当日会員）
・臨床精神神経薬理学専門医申請及び更新を目指す医師の方
・生涯学習の一環として受講を希望される方

染矢
下田

俊幸
和孝

受付開始時間 10：00 ～

4F「411+412」）

研修単位：専門医更新のための単位（10 単位）を授与いたします。
受  講  料：

区分
費用
臨床精神神経薬理学専門医 
5,000 円
上記以外
 10,000 円
※当日お申込みの方は、現地受付にてお支払いください。

プログラム：詳細は 65 ページをご参照ください。
申込方法
【事前申込締切】9 月 20 日（金）正午
第 49 回日本神経精神薬理学会、第 29 回日本臨床精神神経薬理学会の年会 HP よりリンクしております申込
サイトよりお申込ください。
【当日申込】10 月 12 日（土）10：00 ～、会場前でも申込を受付いたします。
受講証
事前にお申込みいただいた方には、セミナー終了直後に受講証をお渡しいたします。
当日お申込みいただいた方の受講証は、後日郵送いたします。再発行はいたしませんので大切に保管してく
ださい。
※セミナー開始時間に遅刻した場合は、受講できない場合がございます。
お問合せ先（学会事務局）
一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会 専門医制度委員会 事務局
〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4 階（株式会社エー・イー企画
TEL 03-6685-8760 / FAX 03-3230-2479
E-mail: jscnp-ss@aeplan.co.jp
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内）

日本臨床精神神経薬理学会 臨床精神神経薬理学専門医認定試験のご案内
2019 年の臨床精神神経薬理学専門医申請者の内、書類審査合格者対象の認定試験を実施します。
日

時： 10 月 12 日（土） 7：10 ～ 7：25 受付
7：25 ～ 7：30 説明
7：30 ～ 8：30 試験

会

場：福岡サンパレス ホテル＆ホール

4F「第 3 会議室」

試験方法：マルティプルチョイス形式の筆記試験（50 問）



一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会
専門医制度委員会

お問合せ先（学会事務局）
一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会 専門医制度委員会 事務局
〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4 階（株式会社エー・イー企画
TEL 03-6685-8760 / FAX 03-3230-2479
E-mail: jscnp-ss@aeplan.co.jp
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理事長
委員長

内）

染矢
下田

俊幸
和孝

日本臨床精神神経薬理学会 臨床試験-倫理教育セミナーのご案内
日

時：10 月 12 日（土）14：50 ～ 16：50

会

場：第 2 会場（福岡国際会議場

対

象：日本臨床精神神経薬理学会会員、⽇本神経精神薬理学会会員、非会員（当日会員）

4F「411+412」）

研修単位：治験登録医、創薬・育薬認定師更新のための単位（4 単位）を授与いたします。
事前にお申込みいただいた方には、セミナー終了直後に受講証をお渡しいたします。
当日お申込みいただいた方の受講証は、後日郵送いたします。
再発行はいたしませんので大切に保管してください。
受  講  料：5,000 円

※旧「治験登録医」と旧「創薬・育薬認定師」の会員は無料

プログラム：詳細は 69 ページをご参照ください。
日本臨床精神神経薬理学会は、精神神経用剤（向精神薬）の臨床試験を適正に実施するために必要な基礎知
識の普及を目的として、本セミナーを開催してまいりました。
本セミナーでは、まず加藤先生に「RCT の立案・実践・論文化」について、先生の GUNDAM 研究などの
RCT をベースとした薬理遺伝研究を例に、具体的な実施方法についてご講演いただきます。ついで、その
ような臨床研究を行う際に、最近制定された臨床研究法をどのように運用していくとよいのかについて、小
笠原先生に「臨床研究法の実際的運用」というテーマでご講演いただきます。臨床研究法にもとづいて、学
会発表や臨床研究をどのような手続で行うとよいのか、具体的な手続、必要な手続・条件などについてご解
説いただきます。これらがわからないため、学会発表や論文発表が最近著しく低調となっています。学会で
症例報告やケースシリーズ、RCT を発表しようとすると、どのような承認をクリアする必要があるのかなど、
本セミナーで理解を深めていただきます。
なお、「治験登録医」、「創薬・育薬認定師」は平成 30 年度定時評議員総会・会員総会において廃止が決定さ
れ、平成 31 年 4 月 23 日に本学会ホームページでもお知らせしました。旧「治験登録医」、
「創薬・育薬認定師」
の資格をお持ちの会員は平成 31 年度〜 35 年度の期間、臨床試験 - 倫理教育セミナーを無料で受講できます。



一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会
臨床試験教育委員会

理事長
委員長

染矢
井上

俊幸
猛

受講証について
研究倫理の講義受講を証明する受講証を発行いたします。
この受講証は、大学や学術機関以外に所属する方にも、研究倫理のセミナー受講の機会を設け、所属機関に
おいて研究を行われる際に、受講記録を証する書類として、倫理委員会等にご提出いただけることを目的と
しています。
申込方法
【事前申込締切】9 月 27 日（金）正午
第 49 回日本神経精神薬理学会、第 29 回日本臨床精神神経薬理学会の年会 HP よりリンクしております申込
サイトよりお申込ください。
【当日申込】10 月 12 日（土）14：20 ～、会場前でも申込を受付いたします。
お問合せ先（学会事務局）
一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会 臨床試験教育セミナー事務局
〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4 階（株式会社エー・イー企画
TEL 03-6685-8760 / FAX 03-3230-2479
E-mail: jscnp@aeplan.co.jp
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内）

日本臨床精神神経薬理学会 2019年 ポール・ヤンセン賞、
学会奨励賞およびYoung Researcher賞
1．受賞論文
（1）ポール・ヤンセン賞
筆頭著者：岩田 祐輔（山梨大学医学部精神神経科学講座）
受賞論文：G lutamatergic Neurometabolite Levels in Patients with Ultra-Treatment-Resistant
Schizophrenia: A Cross-Sectional 3T Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study
[Biological Psychiatry 2019 年 85 巻 7 号 596-605 頁 ]
筆頭著者：池田 匡志（藤田医科大学医学部精神神経科学）
受賞論文：Genome-wide association study detected novel susceptibility genes for schizophrenia and
shared trans-populations/diseases genetic effect
[Schizophrenia Bulletin Volume 45, Issue 4, July 2019, Pages 824–834]
（2）学会奨励賞
筆頭著者名：小澤 千紗（慶應義塾大学医学部精神・神経学教室）
受賞論文：Model-Guided Antipsychotic Dose Reduction in Schizophrenia: 					
A pilot Single-Blind Randomized Controlled Trial
[Journal of Clinical Psychopharmacology Volume 39(4):329-335, July/August 2019]
筆頭著者名：竹内 啓善（慶應義塾大学医学部精神・神経学教室）
受賞論文：Does relapse contribute to treatment resistance? Antipsychotic response in first- vs.
second-episode schizophrenia
[Neuropsychopharmacology 2019 年 44 巻 6 号 1036-1042 頁 ]
筆頭著者名：吉村 健佑（千葉大学医学部精神医学教室）
受賞論文：Survey of Anticonvulsant Drugs and Lithium Prescription in Women of Childbearing age
in Japan Using a Public National Insurance Claims Database
[Clinical Neuropsychopharmacology and Therapeutics 2018 年 9 巻 20-28 頁 ]
（3）Young Researcher 賞
筆頭著者：服部 早紀（横浜市立大学医学部精神医学教室）
受賞論文：Effects of ABCB1 gene polymorphisms on autonomic nervous system activity during
atypical antipsychotic treatment in schizophrenia
[BMC Psychiatry 2018 年 18(1):231. doi: 10.1186/s12888-018-1817-5]
2．授賞式
10 月 11 日（金）18：20 〜 20：00
第 6 回アジア神経精神薬理学会 / 第 49 回日本神経精神薬理学会 / 第 29 回日本臨床精神神経薬理学会
合同懇親会にて（福岡国際会議場 2F 多目的ホール）
3．受賞講演（ポール・ヤンセン賞のみ）
10 月 11 日（金）13：40 ～ 14：30 第 13 会場（福岡国際会議場 5F「501」）
座長：染矢 俊幸（一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会理事長 /					
新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野）
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JSCNP Excellent Presentation Award for AsCNP2019
1．受賞者
10 月 13 日（日）18：10 ～ 19：30 の閉会式・Farewell Party で発表いたします。
2．授賞式
10 月 13 日（日）18：10 ～ 19：30

閉会式・Farewell Party にて（福岡国際会議場

日本臨床精神神経薬理学会

2F 多目的ホール）

海外研修員制度

1．令和元年 海外研修員
研修員：酒本 真次
（Johns Hopkins University School of Medicine / 岡山大学大学院精神神経病態学教室）
2．認定式
10 月 11 日（金）18：20 〜 20：00
第 6 回アジア神経精神薬理学会 / 第 49 回日本神経精神薬理学会 / 第 29 回日本臨床精神神経薬理学会
合同懇親会にて（福岡国際会議場 2F 多目的ホール）
3．海外研修員帰朝講演（報告）
10 月 11 日（金）13：40 ～ 14：30 第 13 会場（福岡国際会議場 5F「501」）
座 長：染矢 俊幸（一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会理事長 /				
新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野）
報告者：櫻井 準（Massachusetts General Hospital / 慶應義塾大学医学部精神・神経学教室）
タイトル：「プラセボで改善するうつ病患者の生物学的基盤の解明」
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