
 

2010年 12月 1日 
会員各位 

薬物動態談話会 1月例会・新年会のご案内 
 
今年もいよいよ押し詰まってまいりましたが，会員の皆様には益々ご清祥の事とお

慶び申しあげます。 
さて，平成 23年 1月例会・新年会の開催について，以下にご案内申し上げます。 
つきましては，会場準備の都合上，出席予定者のご芳名を添付の参加登録票にご記

入の上，2011年 1月 11日（火）必着でご返信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，新年会の参加費用は前納制となっておりますので，期日

までにご入金いただくようご協力お願いいたします。 
 

記 
 
日 時： 2011年 1月 21日（金）13：30～19：00 

例 会 13：30～16：30 2F 高千穂の間 
新年会 17：00～19：00 3F 平安の間 

会 場： 東京ガーデンパレス 
〒113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5  電話：03-3813-6211 

参加費： 一名 10,000円（新年会参加費，例会のみ参加の方は不要） 
 
添付書類 

1. 1月例会プログラム 
2. 会場案内図 
3. 参加費振込に関するお願い 
4. 参加登録票 

以 上 
＜追記＞2011年薬物動態談話会 活動予定 

4月例会 ：4月 13日（水）（千里ライフサイエンスセンター）  
7月例会 ：7月 19日（火）（日本薬学会館） 
談話会セミナー ：8月，日程は未定（東レ総合研修センター） 
9月例会 ：9月 28日（水）（日本薬学会館） 
11月特別例会 ：11月 10日（木）～11日（金）（アクトシティホテル浜松） 
 

薬物動態談話会 事務局 
小村 弘 
日本たばこ産業株式会社 
医薬総合研究所 薬物動態研究所 
〒569-1125 大阪府高槻市紫町1-1 
TEL：072-681-3311  FAX：072-681-9865 
E-mail： hiroshi.komura@jt.com 



【薬物動態談話会 1月例会プログラム】 
 

1月 21日（金）13：30 ～ 16：30 

東京ガーデンパレス （2F 高千穂の間） 
 

13：30 ～ 14：15 
「非ステロイド性抗アンドロゲン剤フルタミドの体内動態及び 

肝障害発生メカニズムについて」 
日本化薬(株) 

医薬研究所 技術開発グループ 薬物動態チーム 
合田 里佳 先生 

 

14：15 ～ 15：00 
「カニクイサルを用いた薬物相互作用試験のヒトへの外挿性」 

田辺三菱製薬(株) 
薬物動態研究所 創薬動態Dグループ 

小笠原 明人 先生 
 

15：00 ～ 15：20 コーヒーブレイク 
 

15：20 ～ 16：20 
特別講演： 
「わが国の再生医療の現状と将来展望」 

近畿大学薬学総合研究所 
所長（特任教授） 早川 堯夫 先生 

 
 

16：20 ～ 16：30 連絡事項 
 

【司会：ノボノルディスクファーマ】 



 

［会場案内図］ 
 

 

 

 
東京ガーデンパレス 
〒113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5 
TEL：03-3813-6211  FAX：03-3813-6060 

 
交通機関： 

JR中央線「御茶ノ水駅」下車，聖橋口より徒歩 5分 
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」下車，徒歩 5分 
東京メトロ丸の内線「御茶ノ水駅」下車，徒歩 5分 



会員各位 

参加費の振込に関するお願い 
 
○ 新年会の参加関連費用は，お一人当たり 10,000円です。 
○ 複数参加される場合は，上記費用に人数を乗じ，まとめてお振込下さい。 
○ 例会のみにご参加（新年会に不参加）の方は，支払い不要です。 
○ 参加費用は平成 23年 1月 14日（金）までに下記口座へお振込下さい。 
 

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 

1月 14日（金）以降はご参加のキャンセルはできませんので，予めご了承願います。 
 
○ お問い合わせ 

 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。 
 

【参加登録に関する注意事項】 

 ご参加の申込みは，参加登録票にご記入の上，E-mail（toshio.taniguchi@jt.com）

にてご返信，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。 
以 上 



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 （2011 年 1 月例会・新年会） 
E-mail：toshio.taniguchi@jt.com    
2011年 1月 11日（火）必着 

【ご注意いただきたいこと】 

・ 企業会員 1社あたりの参加者数に制限はありませんが，4名以上になる場合は本用紙をコピ
ーしてご使用下さい。 

・ 参加費用の振込は別紙の要領で宜しくお願いします。なお，例会のみ参加の方は無料です。 

・ 不参加の企業会員も，確認のため必ずご返信下さい。 

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

薬物動態談話会 1月例会・新年会：□参加 □不参加 

会社名：                     

参加者 ① 
ﾌﾘｶﾞﾅ：  

住 所： 

氏 名：  所属部署：  

連絡先：電話：       FAX：       E-mail： 
↓ ご参加の方は○，不参加の方は×を記入ください 

例会： 新年会：  参加費： 円 

参加者 ② 
ﾌﾘｶﾞﾅ：  

住 所： 

氏 名：  所属部署：  

連絡先：電話：       FAX：       E-mail： 
↓ ご参加の方は○，不参加の方は×を記入ください 

例会： 新年会：  参加費： 円 

参加者 ③ 
ﾌﾘｶﾞﾅ：  

住 所： 

氏 名：  所属部署：  

連絡先：電話：       FAX：       E-mail： 
↓ ご参加の方は○，不参加の方は×を記入ください 

例会： 新年会：  参加費： 円 

参加者 ④ 
ﾌﾘｶﾞﾅ：  

住 所： 

氏 名：  所属部署：  

連絡先：電話：       FAX：       E-mail： 
↓ ご参加の方は○，不参加の方は×を記入ください 

例会： 新年会：  参加費： 円 
 参加費合計（必ずご記入ください） 円 

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


