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〈表 1〉FDAサイエンス・フォーラム
（一般
セッション）
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

FDAサイエンス100周年：歴史と展望
海産物の安全：藻から水文化まで
鳥インフルエンザ
ナノテクノロジー
臨床試験と生物統計：過去から未来へ
最新医薬品・医療機器とクリティカルパス
刺青：安全性とレーザー除去
クリティカルパスと周辺連携
複数病原体の迅速検査
バイオインフォマティクス
リスクに基づく監査と調査
個別化医療
肥満
自宅採取のバイオマーカー：科学と規制，
常識
ヒト，動物における寄生虫治療の挑戦
医薬品・医療機器コンビネーション製品
医薬品・医療機器調査データベースの最
新利用法
小児医療とFDA：過去から未来へ
血液と組織の安全性
国家規模の災害と公衆衛生：ハリケーン
カトリーナとリタの経験から
低侵襲医療機器
リスク評価の不確実性：確率論からのア
プローチ
最新癌治療・診断
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必ず企業に属さず，学術団体に属する
統計家が単独で解析を行うこととされ
ている。
〈表 2〉FDAサイエンス・フォーラム
（ポス
ターセッション）
1 . 分析化学：方法の確立と応用
2 . 生物学的エンドポイント：微生物学，ウ
イルス学，アレルギー学，生物化学，毒
物学
3 . 生物学的エンドポイント：バイオマーカ
ー，代用マーカー，画像診断技術
4 . ゲノミク・プロテオミクス：毒性予測と
モデリング
5 . 薬物動態学および薬物力学的予測
6 . 医療製品のデザイン・特徴と製造
7 . 臨床試験のための生物統計・デザイン・
評価法
（PAT）
と製薬技術
8 . 経過分析技術
9 . 医療製品と食品におけるリスク管理，リ
スク評価，コミュニケーション
10. テロ対策と緊急時対応
（レギュラトリサイエンス）
：コ
11. 規制科学
ミュニケーション・政策・影響・展望
12. 妥当性の検証，検査，標準化，質的評価
13. 工学と物理学
14. 生物工学による人工組織，生物製品，幹
細胞ほか細胞製品
15. 肥満と栄養
16. 科学とFDA100周年：歴史と展望

