第５回 浜松毒性試験フォーラム ご案内
The 5th Annual Meeting Hamamatsu Toxicology Study Forum
第５回浜松毒性試験フォーラム 日時： 2017 年 10 月 20 日（金） TKP 浜松アクトタワー25 階ホール A
開場 10:00 開始 10：30 懇親会：18:00-20:00

ご挨拶
おかげさまでこの度、浜松毒性試験フォーラムは第
５回目をむかえることとなりました。 毎回、学会・研
究会では取り上げない、最新かつホットな最新分野・
最新情報を共有する場として、皆様に大変好評いた
だいております。
今回は、最近関心が高まりつつあり、すでに多くの
企業で取り入れ始めているゼブラフィッシュと、本格
稼働し始めた SEND という２大テーマを取り上げまし
た。どちらのテーマも「始まったけどどうしたいいの」
という声を多く聞きます。その疑問に答えられるフォ
ーラムとなりますので、是非ご参加ください。

経験豊富な国内外からの講師

セッション１ ゼブラフィッシュ
今回はアカデミアの第一人者であられる三重大学の
田中利男先生を始め、国内製薬メーカーでゼブラフ
ィッシュを取り扱っておられる最先端の研究者の
方々、さらに海外講師として、ヨーロッパで初めてゼ
ブラフィッシュ専門の CRO として数多くの実績をもつ
ハビエル・テリエンテ先生をお招きし、最先端の情報
を提供していただきます。

セッション２ SEND とその実際
SEND は多くの日本の企業でも実際に稼働し始めま
した。今までは知識だけであった SEND が、実際に
目の前にある SEND データとなり、スポンサーとして
の QC から、実際の申請での問題点まで、様々な現
実問題が浮き彫りになりつつあります。今回のセッシ
ョンでは実際に製薬企業や CRO で SEND データを
取り扱われている経験豊富な講師に加え、 米国で
最も数多くの SEND データ申請実績（NDA, BLA,
IND, トライアル申請）を持つマイケル・ワスコ先生を
お迎えし、SEND データ申請の実際をお話しいただ
今年は直虎
の方が良か
ったかな

きます。

浜松毒性試験フォーラム幹事会
佐藤哲男 千葉大学
義澤克彦 武庫川女子大学
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第５回 浜松毒性試験フォーラム
日 時： 2017 年 10 月 20 日（金） 10：30～ (受付 10：00～)
会 場： TKP 浜松アクトタワー25 階
参加費： 事前登録 10,000 円(当日支払)
当日登録 20,000 円
Session１

ゼブラフィシュを⽤いた試験
開会の挨拶

10:20

基調講演

10:30

⾼橋道⼈ 先⽣

ゼブラフィッシュ創薬のインパクトと新しい展開
⽥中 利男

講師

三重⼤学

座⻑

佐藤

洋 岩⼿⼤学

トキシコロジストにとってゼブラフィッシュの有⽤性
11:00

-安全性試験におけるゼブラフィッシュの有効利⽤講師

11:30

出 ⼤⽇本住友製薬

講師

ハビエル・テリエンテ ZeClinic, Science Officer

鈴⽊ 真帆海 横河電機 計測事業本部

ランチョンセミナー

1 浜松ホトニクス (10 分)

2 ⽇本エスエルシー

⼤阪市⽴⼤学

座⻑

安齋享征

昭和⼤学医学部

基調講演

13:20

講師

座⻑

⼩野寺博志

国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所

(10 分) 3 スリーエス・ジャパン（10 分）

SEND とその実際

Session 2

⽶国 SEND リーダーが語る SEND の実際とスポンサー対応

マイケル・ワスコ PDS Life Science/PhUSE SEND エキスパート 座⻑ 永井博⽂ 武⽥薬品⼯業

FDA SEND トライアル通過経験と課題
講師

14:40

鰐淵英機

共焦点イメージングを⽤いたゼブラフィッシュの解析

12:00

14:00

座⻑

ZeGlobalTox. A New Way for Global Toxicity Assessment
講師

12:30

宮 脇

中島幹夫 旭化成ファーマ

－SEND データのスポンサーQC の実際－
座⻑

岡⽥味世⼦

マルチサイト試験における SEND データ作成の実際
講師

奥園

剛

積⽔メディカル/堀川真⼀ イナリサーチ

⽥辺三菱製薬

－TK データの SEND 対応－
座⻑

佐藤

⽞

エーザイ

コーヒーブレイク

15:10

病理評価における SEND データの適切な取り扱い⽅法

15:30

講師

岩⽥ 聖

ルナパス毒性病理研究所

座⻑

中江

⼤

東京農業⼤学

SEND Data QC の実際と効果的 QC ⽅法の検討
16:00

講師

飯野 好美/講師 ペネロープ・パターソン成⽥ イナリサーチ SEND チーム
座⻑

16:40
1８:00

パネルディスカッション
総合座⻑:

⼤⽯裕司

義澤克彦 武庫川⼥⼦⼤学

〜浜松⾔いたい放題〜

先⽣ ⼤阪市⽴⼤学・ルナパス毒性病理研究所

レセプション（スカイホール 25）〜

（20:00 まで）

開会挨拶 佐藤哲男

千葉⼤学

✳ 講師・座長の所属は 2017 年３月時点の情報をもとに記載しています。

第 5 回 浜松毒性試験フォーラム参加申し込み用紙
お申込みの方は下記に必要事項をご記入のうえ、事務局までメール/FAX にてお送りく
ださい。

浜松毒性試験フォーラム事務局
定員に達し次第、締め
切らせて頂きますので
お早めに！

第 5 回 浜松毒性試験フォーラム事務局まで
（ルナパス毒性病理研究所）
registration.service@lunapath-jp.com
Tel. 053-522-9853 Fax. 053-522-9854
申し込み締め切り 2017 年 8 月 31 日（木）

電子メールでお申し込みの場合は以下内容を事務局宛メールでご連絡ください。

会社名・団体名 ：
代表者 TEL：

FAX：

お名前：
ご所属：
メールアドレス：
懇親会

□参加 □不参加 (参加無料)

特記事項
★フォーラム参加費は当日お支払いただきます。（領収書をお渡しします）

講師・座長派遣協力団体・企業
〈民間企業〉

〈アカデミア〉

旭化成ファーマ

岩手大学

イナリサーチ

大阪市立大学

エーザイ

昭和大学医学部

積水メディカル

東京農業大学

大日本住友製薬

三重大学

武田薬品工業

武庫川女子大学

田辺三菱製薬
日本エスエルシー

〈行政機関・非営利団体〉

浜松ホトニクス

国立医薬品食品衛生研究所

横河電機株式会社

米国 PhUSE Nonclinical Working Group

ルナパス毒性病理研究所

CDISC

PDS パソロジーデータシステム

本フォーラムの運営方針
本フォーラムは営利を目的とせず、本フォーラムの目的のために、その趣旨に賛同する参加機関の善意により運営されてい
ます。本フォーラムの運営は参加者の合意により行われ、本会においては参加者間の立場による区別は一切なく、年齢、経
験、所属を問わず講師と参加者がお互いに高め合うことを重要な理念としています。従って、入会脱会の制限・入会資格は
設けておりません。

本フォーラムで取扱うテーマとディスカッションの運営
本フォーラムでは、毒性試験、特に発がん性試験を含む長期毒性試験を基軸テーマとして取扱います。従って、これらにか
かわるグローバル・モデル等の実験動物、国内・海外のレギュラトリー関連情報、最新の毒性・病理にかかわる IT 技術情報
等のメンバーへ提供します。また、最先端で活躍する研究者・専門家らによる自由で有意義なディスカッションに重きを置い
たメンバー参加型のディスカッションを目指しています。

2017 年度ゼネラル・アセンブリミーティング
日本人の死因の第 1 位は過去四半世紀にわたり悪性新生物、すなわち癌です。癌の発生の原因はさまざまですが、大きく
は生活習慣でそのリスクが低減できるものと我々が知り得ない未知のリスクによるものがあります。いずれの場合も多くの分
野において研究が進んでいます。本フォーラムのゼネラル・アセンブリミーティングにおいては、発がん試験での最適な動物
モデル、国内外のレギュラトリー情報、更には Peer Review をめぐる動向、魚類を用いた安全性評価、FDA SEND(C
DISC)などについて情報提供とともに有意義なディスカッションを行ないます。

2017 年 4 月吉日

浜松毒性試験フォーラム幹事会

筆頭幹事
幹事
幹事

佐藤哲男
義澤克彦
安齋享征

千葉大学
武庫川女子大学
昭和大学医学部

協賛展示企業
積水メディカル株式会社 http://www.sekisuimedical.jp/
浜松ホトニクス株式会社 http://www.hamamatsu.com/jp/ja/index.html
横河電機株式会社

http://www.yokogawa.co.jp/scanner/index.htm

PDS Life Sciences

http://www.pdslifesciences.com

後援企業・団体
株式会社イナリサーチ

http://www.ina-research.co.jp/

株式会社スリーエス・ジャパン

http://www.3sjapan.com/

日本エスエルシー株式会社

http://www.jslc.co.jp/

ルナパス毒性病理研究所

http://www.lunapath.info/

ご宿泊をご希望の方へ 前泊・後泊のお客様へ
ダイワロイネット浜松
ゲンズイン浜松駅前
ホテルクラウンパレス
ホテルオークラ・アクトシティー浜松

ご宿泊ご希望の方は以下ウエッブサイトをご利用ください。

料金目安 5000 円〜 8000 円
料金目安 4000 円～ 5000 円
料金目安 6000 円〜 9000 円
料金目安 12000 円～18000 円

http://www.daiwaroynet.jp/hamamatsu/
http://www.hotel-gen.co.jp/genshotel/
http://www.crownpalais.jp/hamamatsu/
http://www.act-okura.co.jp/

オプショナル・ツアーご希望の方へ
フォーラム前後に浜松市内の観光をご希望の方は、以下のツアー企画会社へ直接ご本人でお申込みください。
遠鉄タクシー 観光タクシーウエッブサイト

http://www.entetsu.co.jp/taxi/tourism/seasons/index.html

浜松スタータクシー 観光ウエッブサイト

http://www.star-taxi.com/index.html

観光案内
舘山寺温泉 http://www.kanzanji.gr.jp/
浜松城

http://www.hamamatsu-navi.jp/shiro/

鰻パイ工場 http://www.shunkado.co.jp/factory/
龍潭寺

http://www.ryotanji.com/index.html

エアパーク http://www.mod.go.jp/asdf/airpark/

ルナパス病理総合サービス
Peer Review サービス
Peer Review はすでに数多くの GLP 試験に組み込まれ⼀般化しています。また、⽇本
においても Peer Review の必要性が⾼まりつつあり、いかに優れた Peer Reviewer を
採⽤するかが、試験を成功に導く重要な課題の⼀つであると認識されています。我々は、
提携機関を含め 10 名以上の国際的認知度の⾼いパソロジストを擁し、OECD ガイダン
スに準拠した Peer Review サービスを提供しています。

GLP 下での鏡検サービス
契約クライアントの施設にパソロジストを送り込み、GLP 下で病理検査を実施します。
また、各種ピアレビュー、セコンドオピニオン、アドバイザリーなど、皆様のご要望に
合わせたきめ細かい対応が可能です。

パソロジスト教育プログラム
ルナパスの中・⻑期研修卒業⽣は各種認定試験に全員⼀発合格しています。
ルナパス毒性病理研究所
〒433-8114 浜松市中区葵東 3-5-1
℡053-522-9853 Fax053-522-9854

詳しくはホームページをご覧ください。https://www.lunapath.info
LunaPath Laboratory of Toxicologic Pathology Email: registration.service@lunapath-jp.com

新刊図書の紹介

申込先：FAX 03-3239-7622

