各位

第 12 回臨床薬理試験研究会のお知らせ
拝啓
陽春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、下記のとおり本年も臨床薬理試験研究会を開催する事となりました。参加ご希望の方は、別紙の参
加申込書または当研究会ホームページ（http://cp-study.com）掲載の参加申込書に必要事項をご記入のう
え、メールもしくは FAX・郵送にて「第 12 回臨床薬理試験研究会実行委員会事務局」宛てに 5 月 15 日(土)
までにお申込みくださいますようお願い申し上げます。
参加費用及び懇親会費用は以下の通りです。該当する金額を同期日までに下記の振込口座まで送金下
さいますよう合わせてお願い申し上げます。
また、別紙にて「宿泊先情報」をご案内致します。宿泊ご希望の方は、会場周辺のホテルへ直接お申し込
みください。
なお、このお知らせは、臨床薬理試験研究会会員および過去同研究会に参加された方にお送りしておりま
す。上記以外で参加ご希望の方は、お手数ですが同封の申込書を複写のうえご利用頂くか、上記ホームペ
ージ掲載の参加申込書にて、同様に参加申込みの手続をお願い申し上げます。ご不明な点は下記事務局
までお問い合わせください。
敬具
2010 年 4 月吉日
第 12 回臨床薬理試験研究会実行委員会
事務局代表 入江 伸

記
名

称：

第 12 回臨床薬理試験研究会

日

時：

2010 年 6 月 12 日（土曜日）
午前 10 時～午後 5 時 15 分 （懇親会 午後６時～）

場

所：

アクロス福岡 7F 大会議室
福岡県福岡市中央区天神 1-1-1

参

加

費：

http://www.acros.or.jp

5,000 円

懇親会参加費：
振 込 先：

5,000 円
○ ゆうちょ銀行ご利用の場合
銀 行 名
ゆうちょ銀行
口座番号 01730-6-107575
口座名称 臨床薬理試験研究会

申込・問合先：

第 12 回臨床薬理試験研究会 実行委員会事務局

○ 他銀行ご利用の場合
銀 行 名 ゆうちょ銀行
支店ｺｰﾄﾞ 179
口座種類 当座
口座番号 107575
口座名称 臨床薬理試験研究会

事務局担当 真部順子 諸藤厚子
〒810-0064 福岡市中央区地行 2 丁目 13 番 16 号
医療法人相生会 九州臨床薬理クリニック
TEL:092-733-1001 FAX:092-716-0101
e-mail: 12th-cp-study@lta-med.com
研究会 URL:
http://cp-study.com

以上

第 12 回臨床薬理試験研究会 プログラム（案）
日時：2010 年 6 月 12 日（土）
於：アクロス福岡 7F 大会議室

10:00～10:05

開会あいさつ

熊谷 雄治

10:05～11:50

セッションⅠ 「抗体医薬（開発）を取り巻く環境」
座長： 都留 智巳

（医療法人相生会ピーエスクリニック院長）

10:05～10:40

（医療法人相生会ピーエスクリニック臨床研究部長）
白源 正成
「実施医療機関の立場から」

10:40～11:15

寺尾 公男
（中外製薬株式会社臨床企画推進部 臨床薬理推進ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ）
「依頼者の立場から」

11:15～11:50

田中 良哉
（産業医科大学第一内科教授）
「医学専門家の立場から」

11:50～13:20

13:20～15:05

昼

食

セッションⅡ 「早期臨床評価の実態と展望」
座長： 稲野 彰洋 （大分大学医学部創薬育薬医学/医薬品開発支援機構）

13:20～13:55

熊谷 雄治
（北里大学東病院治験管理センター長）
「早期探索的臨床試験の実例と展望」

13:55～14:30

家入 一郎
（九州大学薬学部薬物動態学准教授）
「医薬品開発におけるトランスポーター機能評価」

14:30～15:05

（医療法人相生会臨床薬理センター）
千代田 健志
「マイクロドーズ臨床試験～実施医療機関の立場から」

15:05～15:25

15:25～17:10

休

憩

セッションⅢ 「ワクチン療法の現状と将来」
座長： 入江 伸

（医療法人相生会理事長）

15:25～16:00

（医療法人しんどう小児科医院院長）
進藤 静生
「医療機関の立場から」

16:00～16:35

（ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ株式会社常務取締役開発本部長）
岩崎 甫
「製薬企業の立場から」

16:35～17:10

廣田 良夫
（大阪市立大学大学院教授）
「厚生労働省研究班の立場から」

17:10～17:15
18:00～

閉会あいさつ
懇

入江 伸
親

会

※各セッションプログラムは、講演 30 分、質疑応答 5 分を予定しております。

会場案内図

第 12 回臨床薬理試験研究会実行委員会事務局

ホテルルートイン博多駅前
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-1-20
Tel: 092-477-8885
シングル ￥6,950～
ダブル ￥9,500～
ツイン ￥8,950～
東横イン博多口駅前
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-15-5
Tel: 092-451-1045
シングル ￥5,880～
ダブル \7,350～
ツイン \8,400～
ホテルセントラーザ博多
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街 4-23
Tel: 092-461-0111 092-461-0170（予約）
シングル \10,395～（サ込）
ダブル \18,480～（サ込）
ツイン \13,398～（サ込）
ホテルクリオコート博多
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街 5-3
Tel: 092-472-1111
シングル ￥10,500～（サ込）
ダブル ￥18,000～（サ込）
ツイン ￥18,000～（サ込）

デュークスホテル中州
〒812-0802 福岡市博多区中洲中島町 1-1
Tel: 092-283-2800
シングル \7,140～
ダブル \8,925～
ツイン \9,450～

キャナルシティ福岡ワシントンホテル
〒812-0018 福岡市博多区住吉 1-2-20
Tel: 092-282-8800(予約)
シングル \7,800～
ダブル \15,000～
ツイン \17,500～

グランドハイアット福岡
〒812-0018 福岡市博多区住吉 1-2-82
Tel: 092-282-1234
ダブル ￥28,000～
ツイン ￥￥31,000～

報

西鉄イン福岡～アクロス福岡前～
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-16-1
Tel: 092-712-5858
シングル \6,700～
ダブル \9,800～
ツイン \13,000～

情

コンフォートホテル博多
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-1-1
Tel: 092-431-1211
シングル ￥6,000
ダブル ￥6,500～
ツイン ￥7,500～

先

博多エクセルホテル東急
〒810-0801 福岡市博多区中洲 4-6-7
Tel:092-262-0109(代) 092-262-5578(予約)
シングル \13,800～
ダブル \17,300～
ツイン \20,800～

泊

ホテル日航福岡
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-18-25
Tel: 092-482-1111 092-482-1117（予約）
シングル ￥17,500～
ダブル ￥27,500～
ツイン ￥27,500～

宿

東横イン 博多西中州
〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲 1-16
Tel: 092-739-1045
シングル \5,985～
ダブル \7,875
ツイン \8,400

・
博多駅周辺

・

中州（会議場）周辺

・

・

＊ 税込・サ別

西鉄イン天神
〒810-0004 福岡県 福岡市中央区渡辺通 4-7-1
Tel: 092-713-5454
シングル： \6,500
ツイン： ￥11,000～

ホテルクレガ天神
〒810-0021 福岡市中央区今泉 1-22-14
Tel: 092-714-5445
ダブル： \12,000～
ツイン： \16,000～

西鉄グランドホテル
〒810-8587 福岡市中央区大名 2-6-60
Tel: 092-771-7171 092-781-0711（予約）
シングル： \12,705～（サ込）
ダブル： \23,100～（サ込）
ツイン： \25,410～（サ込）

リッチモンドホテル福岡天神
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 4-8-25
Tel: 092-739-2055
シングル： \13,000～
ダブル： \15,800～
ツイン： \17,500～

ソラリア西鉄ホテル
〒810-0001 福岡市中央区天神 2-2-43
Tel: 092-752-5555
シングル： \13,860～
ダブル: \19,635～
ツイン： \20,790～

天神周辺

・ ・

