
2010年 10月 1日 
会員および関係者各位 
 

2010年度薬物動態談話会特別例会の開催について（ご案内） 
 

初秋の候、会員および関係者の皆様には益々ご清祥の事とお慶び申しあげます。 

さて、2010年度薬物動態談話会特別例会を、下記のとおり 11月 4日(木)、5日(金)の
日程でオークラアクトシティホテル浜松にて開催いたします。 

つきましては、会場の準備、宿泊等の都合上、出席予定者のご芳名をご記入の上、 
10月 15日（金）必着で申し込みいただきますようお願い申し上げます。なお、誠に恐
縮ですが、ご参加されない場合も確認のため必ずご返信いただきますようご協力くだ

さい。また、参加費用は前納のみとなっておりますので、添付書類をご参照のうえ、期

日までにお振込みいただくようお願い申し上げます。 
 

記 

 
  日 時： 11月 4日（木）17:30 ～ 5日（金）16:20 

  会 場： オークラアクトシティホテル浜松 4階 平安の間 

  宿 泊： オークラアクトシティホテル浜松 

     〒430-7733 静岡県浜松市板屋町 111-2 電話 053-459-0111 

  懇親会： オークラアクトシティホテル浜松 3階 チェルシーの間 

  交 通： JR浜松駅メイワン改札口東口より動く歩道でホテル直結（徒歩 3分）。 

  受 付： ①11月 4日 16時 30分*より、ホテル１階フロント近辺で受付を行いま
す（宿泊を問わず参加者全員）。 

    ②17 時 20 分以後にご到着される場合は、宿泊される方はホテルフロン
トにお申し出下さい。宿泊されない方は直接会場前の受付にお越し下

さい。 

③11月 5日のみ参加される方は、8時より 4階会場前で受付を行います。 

*本時刻より早くご到着されましても、お部屋へのご案内ができかねますので

ご了解下さい。  

添付書類 

１．2010年度薬物動態談話会特別例会プログラム  

２．参加費の振込みに関するお願い 

３．参加申込み要領 

４．参加登録票 

５．会場へのご案内 

以上 



2010年度 薬物動態談話会 特別例会 プログラム 

場所：オークラアクトシティホテル浜松 

 

 11/4（木）17:30～21:00  4階 平安の間ⅡⅢ  

Opening Remarks 

 17:30～17:45   薬物動態談話会会長（東北大学大学院薬学研究科） 山添 康 先生 

 

特別講演1   座長  山添 康 先生 

 17:45～18:45  「ICH M3ガイドラインの解説－官の立場から－」 

   国立医薬品食品衛生研究所 大野 泰雄 先生 

 

事務連絡 （18:45～19:00） 事務局 

 

懇親会 （19:15～21:00  3階 チェルシーの間） 

 

 

 11/5（金）8:30～16:20  4階 平安の間ⅡⅢ  

 

シンポジウム1 ヒトiPS細胞を用いた創薬基盤支援研究への挑戦  

座長  谷口 英樹 先生、寺崎 哲也 先生 

 8:30～ 8:35 「シンポジウム企画説明」 

   東北大学大学院 薬学研究科薬物送達学分野  寺崎 哲也 先生 

   横浜市立大学大学院 医学研究科臓器再生医学 谷口 英樹 先生 

特別講演2   

 8:35～ 9:35 「ヒト多能性幹細胞（ES/iPS細胞)株を活用した学際研究の 

    最前線と創薬への応用」 

   京都大学 物質―細胞統合システム拠点／再生医科学研究所 中辻 憲夫 先生 

 

 9:35～10:15 「ヒト肝幹細胞ライブラリー構築によるファーマコセロミクス基盤技術開発」 

    谷口 英樹 先生 

 10:15～10:35 休憩（コーヒーブレイク） 

 

10:35～11:15 「標的絶対プロテオミクスに基づくヒト細胞特性評価と 

   その創薬研究への応用を目指して」 

    寺崎 哲也 先生 

 

11:15～11:55 「ヒト細胞の産業利用における理研バイオリソースセンターの役割」 

  理化学研究所 バイオリソースセンター 細胞材料開発室 中村 幸夫 先生 

 

11:55～12:55 昼食 



シンポジウム2 アジア内の民族差に関する最近の知見と展望 座長  頭金 正博 先生 

 12:55～13:00 「イントロダクション」 

   国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部 頭金 正博 先生 

 

 13:00～13:40 「東アジアにおける国際共同治験の現状等について」 

   医薬品医療機器総合機構 宇山 佳明 先生 

 

 13:40～14:20 「東アジア民族における薬物動態の比較；モキシフロキサシン動態試験」 

    頭金 正博 先生 

 

 14:20～14:40 休憩（コーヒーブレイク） 

 

 14:40～15:20 「臨床試験と民族差－臨床医の立場から－」 

  浜松医科大学 医学部臨床薬理学・臨床薬理内科 

 附属病院臨床研究管理センター 渡邉 裕司 先生 

 

 15:20～16:00 「東アジアにおける臨床薬理試験」 

   バイエル薬品 臨床薬理アジア  谷河 賞彦 先生 

 

総括 

 16:00～16:15   薬物動態談話会名誉会長（慶應義塾大学医学部） 加藤 隆一 先生 

 

事務連絡 （16:15～16:20） 事務局 



2010年 10月 1日 
会員各位 

参加費の振込みに関するお願い 
 
○ 特別例会 2日間の参加関連費用は，一人当たり 30,000円となります。 
    内訳   宿泊費：12,000円 
         参加費：18,000円 （4日：8,000円、5日：10,000円） 
          計  30,000円 
 
○ 一部のみご参加される方の費用は、下表にてご確認ください。 

11/4(木) 11/5(金)  
例会 懇親会 宿泊 例会 費用 

全日程参加 
全日程参加（宿泊なし） 
４日のみ参加（宿泊あり） 
４日のみ参加（宿泊なし） 
５日のみ参加（宿泊あり） 
５日のみ参加（宿泊なし） 

○ 
○ 
○ 
○ 
－ 
－ 

○ 
○ 
○ 
○ 
－ 
－ 

○ 
－ 
○ 
－ 
○ 
－ 

○ 
○ 
－ 
－ 
○ 
○ 

 30,000円 
 18,000円 
 20,000円 
 8,000円 
 22,000円 
 10,000円 

 
○ 参加関連費用は 10月 27日（水）までに下記口座へお振込み下さい。 

 
銀行名   三井住友銀行  0009 
支店名   東京営業部   211 
普通預金口座番号  8203438 
名義     薬物動態談話会 代表 井上明弘 
       ヤクブツドウタイダンワカイ ダイヒヨウ イノウエアキヒロ 
 

注１）申し込まれた人数分に相当する金額を一緒にお振込み下さい。 
注２）10月 27日以降のキャンセルは、参加費の返却はお受けできませんのでご注意

願います。また、事前振込み以外（当日現金による支払いなど）は行いませ

んので予めご了承ください。 
○ お問い合わせ等 

 支払い方法に関するお問い合わせ 
井上 明弘（会計幹事：ノボノルディスクファーマ株式会社） 

E-mail: aino@novonordisk.com  
Tel: 03-6266-1229 Fax: 03-6266-1813 

 参加申込み後の，不参加または宿泊等の変更 
谷口 寿生（庶務幹事補佐：日本たばこ産業株式会社） 

E-mail: toshio.taniguchi@jt.com 
Tel: 072-681-9700   Fax :072-681-9865 

 
お願い：各種のお問い合わせは、E-mailでお願い致します。 

以上 



2010年度 薬物動態談話会 特別例会（2010/11/4-5） 

 

参加申込み要領 

 

１０月１５日 必着 
（次ページの「参加登録票」にご記入のうえ、ご返信下さい） 

 
薬物動態談話会 庶務幹事補佐 
谷口 寿生（日本たばこ産業株式会社） 
E-mail: toshio.taniguchi@jt.com 
Tel: 072-681-9700  Fax :072-681-9865 

 

【注意事項】 

 参加の申込み等は、E-mail（toshio.taniguchi@jt.com）の使用をお願いい
たします。 

 会員企業の１社あたりの参加者数に制限はございませんが、４名以上にな
る場合は用紙をコピーしてご使用下さい。 

 複数人数で参加される会員企業は、参加登録票「参加者①」の欄に代表者
をご記入ください。（事務局から申込み内容についてお問い合わせさせて

いただく場合がございます） 

 不参加の場合もお手数をおかけしますが，必ずご返信下さい。 

 参加費用は、別紙「参加費の振込みに関するお願い」にてご確認のうえ、
参加登録票にご記入ください。 

 宿泊は全て１人１室をご用意させていただきます。 

 ＊禁煙ルームはございませんのでわずかに残香がある場合がございます

が，ご了承ください。消臭対応をご希望される方は通信欄にご記入下さ

い（但し消臭対応できる部屋数はかぎりがございます。ご希望に添えな

い場合はお許しください）。 
 11月 4日の例会開始時間（17:30）以降に到着される方は、通信欄にご予定を
記入下さい。 

 11 月 5 日のご昼食を用意させていただきますので，要・不要のご連絡よ
ろしくお願いします。 



薬物動態談話会 庶務幹事補佐 （日本たばこ産業株式会社 谷口 寿生） 宛 
参加登録票 

   E-mail：toshio.taniguchi@jt.com  
 

2010年度 薬物動態談話会 特別例会に  □参加 □不参加 します 

 会社名：                     

 参加者 ①（代表者） 住 所 ： 

ﾌﾘｶﾞﾅ：   

 

氏名：  所属部署：  

連 絡 先：電話：       FAX：       E-mail： 

↓ 下記の情報を御記入ください。 

参加形式： 全日程・４日のみ・５日のみ 懇親会(11/4)： 参加・不参加 
宿泊： 要・不要 昼食(11/5)：要・不要 参加費：              円 

 参加者 ② 住 所 ： 

ﾌﾘｶﾞﾅ：   

 

氏名：  所属部署：  

連 絡 先：電話：       FAX：       E-mail： 

↓ 下記の情報を御記入ください。 

参加形式： 全日程・４日のみ・５日のみ 懇親会(11/4)： 参加・不参加 
宿泊： 要・不要 昼食(11/5)：要・不要 参加費：              円 

 参加者 ③ 住 所 ： 

ﾌﾘｶﾞﾅ：   

 

氏名：  所属部署：  

連 絡 先：電話：       FAX：       E-mail： 

↓ 下記の情報を御記入ください。 

参加形式： 全日程・４日のみ・５日のみ 懇親会(11/4)： 参加・不参加 
宿泊： 要・不要 昼食(11/5)：要・不要 参加費：              円 

 参加者 ④ 住 所 ： 

ﾌﾘｶﾞﾅ：   

 

氏名：  所属部署：  

連 絡 先：電話：       FAX：       E-mail： 

↓ 下記の情報を御記入ください。 

参加形式： 全日程・４日のみ・５日のみ 懇親会(11/4)： 参加・不参加 
宿泊： 要・不要 昼食(11/5)：要・不要 参加費：              円 

  参加費振込合計（必ずご記入ください） 円 

 通信欄（事務局へのメッセージ） 
                                         
                                                                            

                                      



会場へのご案内  
 

 オークラアクトシティホテル浜松  

〒430-7733 静岡県浜松市板屋町111-2  

       TEL：053-459-0111 

       FAX：053-458-3374 

 

ＪＲ浜松駅より徒歩３分。 

駐車場 有り ５００台 一泊５００円  

浜松駅周辺地図 

 
浜松周辺地図 

 
 

 
東京駅から 
 新幹線 ひかり  約 1時間 30分 
 新幹線 こだま  約 2時間 
名古屋駅から 
 新幹線 ひかり  約 35分 
 新幹線 こだま  約 50分 
大阪駅から 
 新幹線 ひかり  約 1時間 30分 
 新幹線 こだま  約 2時間 

以上 


