第15回

薬制研究会プログラム

開催日： 2011年9月16日（金）
場所： みのたにグリーンスポーツホテル 別館 集会棟（船員保険総合福祉センター）
神戸市北区山田町原野 ℡ 078-581-1851、Fax 078-581-0194
受付開始時刻 ： 12:00
講演時間 ： 13:00-18:50
懇親会（食事）・懇話会 ： 講演終了後直ぐ－21:00（懇親会）、21:00-（懇話会）
都合により演題名・演者・演題順等が変更になる場合があります。
演題・演者 （敬称略）
司会進行

鳥山 清司 （薬制研究会事務局 イーピーエス 安全性情報室 室長）

薬制研究会開催にあたって
螺良 英郎 （薬制研究会 代表世話人：結核予防会大阪支部顧問 ・阪急共栄会理事）
研究会沿革紹介
鳥山 清司 （薬制研究会 事務局）

13:00-13:05
13:05-13:15

1.「医薬品規制情報の伝達に関する電子的標準化～ICH E2B(R3)実装ガイドについて」
西谷 敏彦（丸石製薬 安全性情報部）

13:15-14:00

2.「羽田空港を活用した高品質（温度管理、汚損防止）治験薬保管システム構築」
～治験薬配送における温度管理、治験薬物流専用システムによる品質管理、記録保存
村松 彰（三井物産㈱/物流第三部/TIACT・航空事業室）

14:00-15:00

＜参加者自己紹介+コーヒーブレーク (40分) ＞

15:00-15:50

3.「中国安全性情報取り扱いの最前線（2011年5月施行法律に基づいて）」
許 平 （イーピーエス 中国事業推進室 室長）

15:50-16:50

4．Tutorial
「日本のセンチネルプロジェクト『1000万人医療情報データベース』の概略」
中島 直樹（九州大学病院 メディカルインフォメーションセンター准教授・
国際医療連携室長・国立情報学研究所 客員准教授）

16:50-17:50

5.「バイオ医薬品の開発～バイオシミラーEPO製剤の自社承認事例～」
毛利 善一（日本ケミカルリサーチ 理事）

17:50-18:40

薬制研究会閉会にあたって
螺良 英郎（薬制研究会 代表世話人：結核予防会大阪支部顧問 ・阪急共栄会理事）
東 純一 (世話人:兵庫医療大学 薬学部 学部長 臨床ゲノム薬理学分野 教授）

18:40-18:45
18:45-18:50

今後・次回研究会について
連絡事項

18:50-18:55
18:55-19:00

鳥山 清司（事務局）
鳥山 清司（事務局）

以上

主な参加者 （順不同・敬称略）：
螺良 英郎 （薬制研究会 代表世話人：結核予防会大阪支部顧問 ・阪急共栄会理事）
東 純一 (世話人：兵庫医療大学 薬学部 臨床 ゲノム薬理学分野 学部長・教授）
下妻 晃二郎 （世話人：立命館大学 生命科学部 生命医科学科 医療政策・管理学研究室 教授）
鍵谷 俊文 （安全性情報研究会 代表世話人：大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学・全日本空輸
健康管理センター主席産業医）
中島 直樹 （九州大学 大学病院 医療情報部教授・国際医療連携室長・国立情報学研究所 客員准教授）

懇親会（本館２F 須磨明石の間）宿泊者の荷物移動後直ぐに開始
懇話会 21：00～時間の許す限り(ホテルの1室にて～当日連絡)
参会費 7000円
夕食代 (懇親会) 6000円
宿泊代 (懇話会での飲食代・翌朝食代費用込み) 9000円
抄録ダウンロード料金 2000円

～21:00

研究会案内
◆会期
日時：2011年9月16日（金）～17日（土）
講演予定：2011年9月16日（金）13:00－19:00 延長となる可能性もあります。講演終了後、食事、その後懇話会を
実施します。
講演終了後ボランティアスタッフによる会場撤収後直ぐ19:20頃－21:00頃（懇親会）、21:00-時間の許す限り（懇話
会）
2011年9月17日（土）は自由解散（宿泊者は原則朝食付き）
2011年9月17日（土）9:00-13:00 希望者はテニス（室内コート 1面を予約済み）
◆会場
場所： みのたにグリーンスポーツホテル 別館 集会棟（船員保険総合福祉センター）
神戸市北区山田町原野 ℡ 078-581-1851、Fax 078-581-0194
◆アクセス
①JR新幹線 新神戸下車、新神戸（地下鉄・北神急行）→谷上（たにがみ）乗車時間 8分
②阪急・阪神・JR三ノ宮下車、三宮（地下鉄・北神急行）→谷上（地下鉄・北神急行～相互乗り入れ）乗車時間 10
分
：地下鉄三宮駅はJR三ノ宮・阪神・阪急三宮駅からすぐです（新神戸・三宮・三ノ宮から地下鉄の表示に従い移
動下さい）
谷上駅～みのたにグリーンスポーツホテル間
谷上（たにがみ）より下記送迎マイクロバスを利用いただくか、タクシー10分 約1500～1700円
時刻は下記等で検索下さい。
（ 駅探乗り換え案内 URL http://www8.ekitan.com/norikae/Norikae1Servlet?AN=0 ）
◆ マイクロバスの運行（無料）
地下鉄北神急行 谷上駅～みのたにグリーンスポーツホテル間にマイクロバス1台を運行致します。
（薬制研究会のボードを持ったボランティアスタッフが谷上（たにがみ）駅改札で案内します）
参加者迎え2011年9月16日（金） 12:10頃発 地下鉄北神急行 谷上駅発 ホテル行き
参考(三宮11:38 → 新神戸11:40 →谷上11:49)
当日帰り 2011年9月16日（金） 19:30頃発 ホテル発 地下鉄北神急行 谷上駅行き
宿泊者送り9月17日（土） 9:30頃 ホテル発 地下鉄北神急行 谷上駅行き
テニス組 送り 9月17日（土） 14:00頃 ホテル発 地下鉄北神急行 谷上駅行き～有料（トンネル通行料金等）
谷上駅～みのたにグリーンスポーツホテル間 タクシー10分 約1500～1700円（タクシーは深夜から早朝も含め24
時間営業しています。迎車に15分程度要します。必要な方は各自フロントまで直接申し込んで下さい。
）
◆宴会場・宿泊・天然温泉
別館 集会棟を出て左手の本館－フロントのある建物－にあります。
◆費用
運営ボランティアスタッフに以下の料金を支払い、領収書を受け取ってください。
釣銭の要らないようご準備ください。
宿泊代(懇話会での飲食代・翌朝食代込み)
9000円（宿泊代に入湯税も含まれます。）
参会費 7000円（ブレイク時のコーヒー代金がまた夕食代には飲み物代込み）
夕食代 6000円（飲料代込み）
●参会+宿泊の方：参会費
＠7000円+懇親会＠6000円+宿泊代＠9000円＝計22000円
●
参会+懇親会参加の方：参会費＠7000円+懇親会＠6000円＝計13000円
●
参会のみの方：参会費 ＠7000円
●
抄録ダウンロード料金；2000円（当日お支払いいただいた方にダウンロード先の特定URLとパスワードをお教え
します。約2週間後よりダウンロード可能となります。）
天然温泉（宿泊料金には入湯税800円込み）（15：00～24：00使用可能です。朝は6:00-8:00使用できます。
http://www.sempos.or.jp/kobe/joho/onsen.html#ginga
地下1200メートルから毎分330リットルも噴きでる源泉は、女性の肌にもやさしい弱アルカリ性の湯です。男湯、女

湯は夜と翌朝で入れ替わりますので、ホテルに一泊すれば、かけ流しの１２種類の温泉をすべて堪能することがで
きます。1分間に330リットルの湧出量を誇る温泉は、泉温37.0℃、無色透明の天然温泉。 大露天風呂の周辺には森
が広がり、その木立の間から、昼間は丹生山田の里、夜は街の夜景という眺望の良さです。 他にも壷湯、打たせ湯、
寝湯、気泡浴、泡沫浴、ドライサウナなどさまざまな温泉が楽しめます。 浴場に付帯して、50畳の休憩室や、軽食
堂、エステサロンもあります。
◆キャンセル料
食事・宿泊共、宿泊7日前よりキャンセル料 一人2000円頂きます
－前日キャンセル 宿泊者4000円・食事予定者5000円
－当日キャンセル 宿泊者9000円・食事予定者6000円）
◆演者の方へ
原稿講演終了予定時刻の3分前に計時担当がブザーで合図をします。更に終了時刻に合図をします。時間厳守下さい。
この残り時間が質疑応答の時間になります。
原稿は可能な限り早めに（k.toriyama@eps.co.jp）送付下さい。Windows版 Office2003対応用ファイルとして作成
願います。Office2007・2010は使用PCの関係上使用できません。
◆夕食は研究会終了後となりますので、19:20頃になってしまいます。ご了承下さい。
◆座席表・ネームプレートをお渡しいたします。
お帰りの際は、ネームプレートを必ずご返却下さい（研究会備品です）
。
宿泊に関して
◆宿泊
基本的に3～5名の同宿となります。尚、勝手ながら部屋割りは事務局でさせて頂きます。あしからずご了承下さい
（女性は女性のみの部屋を用意致します）。
◆チェックイン 薬制研究会でまとめてします。宿泊者には研究会終了後、こちらで決めた部屋の鍵管理者に部屋
の鍵をお渡しします（各部屋 鍵は1つです）
◆チェックアウト 朝10:00
◆部屋にあるもの
浴衣・バスタオル・タオル・歯ブラシ・空の冷蔵庫完備
◆部屋にないもの
ひげ剃り（フロントで50円で販売）・シャンプー･リンス・ドライヤー
大浴場にはシャンプー･リンス・ドライヤーがあります。
ドライヤーの貸し出しはしていません。ドライヤーを部屋で使われたい方は､ご持参下さい。
◆売店１Ｆ 22：00まで営業 乾き物あり・酒類はありません。
◆自販機１Ｆ ビール・ジュース･お茶・アイスクリーム・うどん・ピラフ
◆朝食 2F 食堂にて7:30-9:00まで（宿泊代と共に支払い済み。薬制研究会と明示されたテーブルでお取り下さ
い。
）
◆テニス
テニスプレー2011年9月17日（土）9:00-13:00 テニスコート 室内 1面
◆ 参加者 8:50フロント前集合（外来者はコートに直接集合）お願い
本研究会の運営は、全て製薬会社中心のボランティアの方々（無報酬）のご支援に頼っております。メーカー主催
の研究会でもなく、潤沢な経費を持つ学会のように業者に運営を委託しているわけでもありません。運営スタッフ
の人数も限られており、そのため幾多の至らない点もあるかと存じますが、以上の事情をお汲みおきの上ご容赦下
さい。従いまして運営スタッフに過剰のサービスを要求されましてもお応えいたしかねます。
運営スタッフも、速やかに担当業務を終えて出来るだけ演題を聞き、情報を得たいと思っておりますので研究会の
運営、進行に、宜しくご協力の程、お願い申し上げます。
加えましてお手伝い頂ける運営ボランティアスタッフを今後も募集しております。宜しくご協力下さい。会場設営・
会計・原稿管理・投影PC操作係・計時・書記・照明・音声担当・連絡係等です。お手伝いいただけます方は鳥山ま
。
でメール下さい（k.toriyama@eps.co.jp ～会社 asnaro@ares.eonet.ne.jp 個人）

第15回薬制研究会案内

