平成 22 年６月４日

薬物動態談話会
会員各位

第 14 回 薬物動態談話会セミナーのご案内
会員の皆様には益々ご清祥の事とお慶び申しあげます。
本年も第 14 回薬物動態談話会セミナーを多くの先生方をお招きし，東レ総合研修セ
ンターにて開催することになりました。合宿形式ですので，ご高名な先生方の最新の研
究成果をご講演いただくだけでなく，直接先生方のお考えをお教えいただける数少ない
機会でもございますので，皆様奮ってご参加いただきたくお願い申し上げます。
つきましては，セミナーの実施要項を別紙にてご案内申し上げますので，参加をご希
望される方は，必要事項をご記入の上 7 月 9 日（金）（必着）までに事務局へ E-mail
にてご返送下さいますよう，宜しくお願い申し上げます。なお，ご参加頂けない場合に
も，その旨ご返送下さるよう，お願い申し上げます。
また，参加費用につきましても別紙に従ってお振り込みの程，併せてお願い申し上げ
ます。

第 14 回 薬物動態談話会セミナー
セミナー担当幹事：
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
神戸医薬研究所 薬物動態安全性研究部
五十嵐 隆
酒井 兼司
TEL：078-306-4500
FAX：078-306-1437
セミナー事務局：（お問い合わせ先）
積水メディカル株式会社
医療事業部門 企画管理部
鷲野 亨（わしの とおる）
TEL：03-3272-0691
FAX：03-3275-2266
E-mail：washino@admet.sekisuimedical.jp
注意：
個人情報保護の観点からお申し込み頂いた情報については談話会セミナーにのみ使用
させていただくことをご承知置き願います。

第 14 回 薬物動態談話会セミナー参加要領
1．期 日

平成 22 年 8 月 18 日(水)15:15〜8 月 20 日(金)12:00

2．会 場

東レ総合研修センター
TEL：055-980-0333，FAX：055-980-0350
〒411-0032 静岡県三島市末広町 21-9
JR 東海道新幹線・東海道本線「三島」駅北口から徒歩１２分
Home Page：http://www.toray.co.jp

3．プログラム

別紙参照

4．参加人数および参加費用
1) 参加人数

1 社あたりの制限はありません
（ただし，参加多数の場合は，宿泊施設・会場の関係に
より，参加者の多い企業の方からご辞退いただく場合が
ございますので，ご了承下さい。）

2) 参加費
【宿泊される方】

35,000 円（宿泊費（2 日分），参加費，食事代（朝食，
昼食），資料代，パーティ会費，懇親会費等を含む）

【宿泊されない方】

20,000 円（参加費，食事代（昼食），資料代，
パーティ会費，懇親会費等を含む）

＊ セミナーは全期間を通じてご参加頂く事を前提に運営しております。
早退されましても参加費のご返却はご容赦頂きたくお願いいたします。
＊ 部屋割りにつきましては，事務局にご一任下さいますよう
お願いいたします。
5．参加費のお支払い：7 月 30 日(金)までに別紙の「振り込みに関するお願い」をご参
照の上、指定口座へ振り込みをお願いいたします。
6. 領収書：領収書の必要な方は、「参加申込用紙」にその旨、ご記入下さい。
会場受付時にお渡し致します。なお、会場でご希望を承った場合は、随時発行させ
ていただきます。
７．参加申込み締切り：7 月 9 日(金)までに E-mail にてお申し込み下さい。参加費のお
振込みを確認次第、お申込み受付のご連絡をさせていただきます。
「参加申込書」送付先：積水メディカル株式会社（鷲野 亨）
E-mail：washino@admet.sekisuimedical.jp

８．その他
・本セミナーではプログラムのとおりラウンドテーブルディスカションを設けてい
ます。参加申込み用紙に、参加を希望するセッションの順位とともにディスカッ
ションしたいトピックがございましたらご記入下さい。なお，各セッションの参
加者の調整をさせていただく場合がございますのでご了承下さい。
・セミナー当日はノータイ，軽装でご出席下さい。
・本セミナーは非公開を原則としており，講演中の写真，ビデオ撮影ならびに
テープレコーダーによる録音等は禁止させていただきます。

第 14 回 薬物動態談話会セミナープログラム(案)

日時：2010 年 8 月 18 日(水)，19 日(木)，20 日(金)
会場：東レ総合研修センター（三島）
【8 月 18 日(水)】
13:30~
受付
15:15~15:30 オリエンテーション
15:30~16:30 特別講演：「薬物性肝障害の予測試験系とバイオマーカー」
座長：東北大学 大学院薬学研究科
山添 康
先生
演者：金沢大学 医薬保健研究域薬学系
16:30~17:30

横井 毅

先生

会長講演：「CYP 代謝の予測、CYP1A2 の基質特異性を中心に
（仮題）」
演者：東北大学 大学院薬学研究科
山添 康
先生

18:00~20:00 ウェルカムパーティー
【8 月 19 日(木)】
7:30~8:20 朝食
8:30~11:00 セッション１：「臨床試験と民族差」
座長：浜松医科大学 医学部
渡邊 裕司 先生
グラクソ･スミスクライン株式会社 岩崎 甫
先生
演者１：「臨床試験と民族差〜investigator の立場から〜」
浜松医科大学 医学部
渡邊 裕司 先生
演者２：「民族差をどのように把握するか？
どのように対応するか？」
グラクソ･スミスクライン株式会社 岩崎 甫

先生

演者３：「民族的要因を考慮した国際化時代における医薬品の
臨床開発について−審査を行う立場から−」
医薬品医療機器総合機構
宇山 佳明 先生

11:30~12:20 昼食
12:30~14:30 セッション２：「反応性代謝物とヒト毒性の予測」
座長：第一三共 RD アソシエ株式会社 須藤 賢一 先生
演者１：「特異体質性薬物毒性の臨床例および考えうる
メカニズムと回避法（仮題）」
医薬品開発支援機構
池田 敏彦 先生
演者２：「医薬品探索研究での反応性代謝物リスク評価」
第一三共株式会社
栗原 厚
先生
14:30~14:45 コーヒーブレーク
14:45~16:45 セッション３：「PK/PD Modeling & Simulation の医薬品開発への応用」
座長：慶應義塾大学 医学部
谷川原 祐介 先生
演者１：「PK/PD Modeling & Simulation Overview および
抗菌薬開発への応用事例」
慶應義塾大学 医学部
谷川原 祐介 先生
演者２：「グローバル医薬品開発における PK/PD Modeling &
Simulation の位置づけと応用事例」
大鵬薬品工業株式会社
吉田 健一郎 先生
演者３：「Modeling & Simulation に必要な統計知識と
解析ソフトウェア」
株式会社ベルシステム２４
笠井 英史 先生
16:45~18:15 ラウンドテーブルディスカッション（複数会場に分散）
ホスト：各座長・演者
事前に各トピックを準備
18:30~20:30 懇親会
【8 月 20 日(金)】
7:30~8:30
朝食
9:00~10:30

ラウンドテーブルディスカッションを受けた総合討論
パネリスト：各座長・演者
司会：大鵬薬品工業株式会社
永山 績夫 先生

10:30~10:45 コーヒーブレーク
10:45~11:45 講演「ICH M3 (R2)ガイドラインについて」
座長：株式会社大塚製薬工場

内藤 真策 先生

演者：製薬協会医薬品評価委員会基礎研究部会
武田薬品工業株式会社医薬研究本部開発研究センター
山本 恵司 先生
11:45-12:00 講評、連絡事項、解散
12:00~13:00 昼食は各自ダイニングで取っていただきます｡
なお、プログラムに関しては、演題名、発表時間等、変更の可能性があります。

第 14 回 談話会セミナー参加費の振り込みに関するお願い
１．セミナー参加費用（振込み手数料は含まれておりません）
宿泊される方： 35,000 円
宿泊されない方： 20,000 円
２．参加費のお振り込み先
三菱東京 UFJ 銀行 八重洲通支店（店番号：０２２）
普通預金口座番号：００６６８２６
口座名 薬物動態談話会セミナー 事務局 代表 鷲野 亨
（ヤクブツドウタイダンワカイセミナー ジムキョク
ダイヒョウ ワシノトオル）
〆切：7 月 30 日（金）
注）申し込まれたご人数分をご一緒にお振り込み下さい。
別々にお振込みの場合は参加者のお名前が分かるようにして下さい。
例：積水メディカル 鷲野 亨 ⇒ セキスイワシノ
振込み手数料は申込み者負担とさせていただきます。
３．問い合わせ等
お申込内容に関するお問い合わせ，ご連絡はセミナー事務局までお願いいたします。
セミナー事務局：積水メディカル株式会社 鷲野 亨（わしの とおる）
TEL：03-3272-0691，FAX：03-3275-2266
E-mail：washino@admet.sekisuimedical.jp
お電話の場合は，上記電話番号にご連絡いただき「談話会セミナ
ーの問い合わせ」とお伝え下さい。
４．お申込み内容の変更
お申込内容のご変更は，上記「セミナー事務局」へご連絡ください。
なお，参加の取り消し，宿泊取り止め等，参加費用の返却を伴うご変更は，8 月 9
日（金）までにご連絡をお願いいたします。8 月 10 日以降にご連絡をいただいた場
合は，参加費用の返却を致しかねます。
参加者の変更の際に，性別の変更（男性から女性または女性から男性）を伴う場合
は，宿泊施設の都合上 8 月 9 日までにお願いいたします。
以上

東レ総合研修センター交通案内
場

所：〒411-0032

静岡県三島市末広町 21-9

連絡先：TEL：055-980-0333 FAX：055-980-0350
URL：http://www.toray.co.jp
交

通：JR 東海道新幹線・東海道本線「三島」駅北口（新幹線側出口）
から徒歩 12 分

北口は新幹線を降りてすぐの出口です。
在来線側の南口から出てしまいますと南口側から北口側への
駅の通り抜けは出来ませんのでご注意下さい。
通り抜けしなければならない場合は入場券を購入してください。

第 14 回 薬物動態談話会セミナー(8/18-8/20)
参加申込用紙・7 月 9 日必着
E-mail： washino@admet.sekisuimedical.jp
薬物動態談話会 セミナー事務局
積水メディカル株式会社

鷲野 亨 行

第 14 回薬物動態談話会セミナーに

□参加

□不参加

会社名：
参加者①

住所：〒

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名：

所属部署：

連 絡 先：電話：

FAX：

宿泊予定：8 月 18 日（
8 月 20 日昼食 ：要
性 別 ：男性、女性

）19 日（

E-mail：

） ；宿泊は○，しない方は×印

不要 ；一方に○印
年齢（

参加費領収書：要 不要 ；一方に○印

）才 ；一方に○印を，部屋割りに必要です

希望セッション注） ：セッション１：

，セッション２：

，セッション３：

トピック注）：

参加者②

住所：〒

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名：

所属部署：

連 絡 先：電話：

FAX：

宿泊予定：8 月 18 日（
8 月 20 日昼食 ：要
性 別 ：男性、女性

）19 日（

） ；宿泊は○，しない方は×印

不要 ；一方に○印
年齢（

希望セッション注） ：セッション１：

E-mail：

参加費領収書：要 不要 ；一方に○印

）才 ；一方に○印を，部屋割りに必要です
，セッション２：

，セッション３：

トピック注）：

注）ラウンドテーブルディスカションの参加セッションについて，希望順に１〜３の番号をご記載下さい。
また，ディスカションを希望するトピックがございましたらご記載下さい。
＊個人情報を談話会セミナー運営の目的のために利用されることを了承いたします。
（ご質問，ご希望等がございましたらご記入下さい）
ご参加が 3 名以上の場合は，本紙をコピーしてご使用下さい。

