2008 年度 ISPE 日本本部 冬季大会

ISPE がリードするグローバリゼーション

開催日 ： 2008 年１2 月 5 日（金)
開催場所 ： 横浜シンポジア（横浜市 横浜商工会議所）
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主催 ： ISPE 日本本部
2008 年度 ISPE 日本本部冬季大会のご案内
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、ISPE 日本本部は来る 12 月 5 日に横浜シンポジア（横浜商工会議所内）において、
2008 年度冬季大会を開催いたします。
ISPE は世界各国の医薬品製造に関連した専門家約 23,000 人が技術的交流する場とし
て年々発展拡大しています。日本では 2002 年に日本本部を発足させて以来、現在 600 人
を越える会員が積極的に活動しています。従来、ISPE 日本本部の年次大会は東京で開催
されていますが、冬季大会はその活動を全国的に展開すべく東京以外の地域でも開催して
います。
2008 年度の冬季大会は下記の通り、横浜市で開催することといたしました。
今大会は、

”ISPE がリードするグローバリゼーション”
をメインテーマとして、第一線でご活躍の方々による講演を予定しております。米国研究製
薬工業協会日本技術代表による基調講演、ISPE 国際大会での FDA／CDER センター長の
ビデオスピーチ、ISPE 国際本部が推進する ICH Q トリオの実践を目指す PQLI の最新動向
の紹介、ISPE 国際大会と同時開催の米国製薬工場視察ツアーの報告、ならびに 2008 年
度の Facility of the Year を受賞した最新鋭施設の紹介、さらには大会参加者の懇親のため
の交流会など、魅力あるプログラムを用意いたしました。
ご参加の皆さまには、これらグローバリゼーションに係る最新情報をお届けするとともに、
活発な議論に加わって頂けるものと確信いたします。皆様の積極的なご参加をお待ち申し
あげます。
敬具

ＩＳＰＥ日本本部会長 佐村 勉
冬季大会実行委員長 竹俣 昌利
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記
■ 開催日：2008 年 12 月 5 日（金）
（受付開始時間

9:30）

■ 場所：横浜シンポジア（横浜商工会議所）
http://www.yokohama-cci.or.jp/symposia/access/access.html
横浜市中区山下町 2 番地 産業貿易センタービル 9 階
（当日の ISPE へのお問い合わせ：090-8845-6737）
■ 交通：みなとみらい線 日本大通駅より徒歩 5 分（こちらを推奨します）
JR 関内・石川町駅より徒歩１5 分

■ 参加費
＊冬季大会参加費（講演会費、交流会費、昼食代、コーヒー代含む）
個人会員、法人会員及び法人会員枠：20,000 円、非会員：45,000 円、
薬事行政・大学関係者・学生：10,000 円
＊非会員の参加費には ISPE 国際本部入会金と初年度会費の合計額相当が含まれています。
この機会に入会手続きをお勧めいたします。入会をご希望の方は、お手続きのご案内をさせて頂き
ますので、ISPE 日本本部までご連絡願います。
＊法人会員の参加費
法人会員は、国際本部に登録済の 2 名の他に、法人会員枠として 3 名の合計５名の方が、会員価
格で参加いただけます。
＊交流会のみの参加費（12 月 5 日 17:00 より）
個人、法人会員および法人会員枠：10,000 円、 非会員：20,000 円、
薬事行政・大学関係者・学生：5,000 円
■ お申込み方法：申込みは ISPE ホームページよりお申込願います。http://www.ispe.gr.jp/index.htm
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詳しいお申込方法は、ホームページをご覧下さい。
※なお、従来の FAX や E-mail でのお申込は受け付けておりません。
お申し込みはこちら
■ お申込み締め切り： 2008年11月30日
■ 参加費お振込み期限： 2008年12月1日
※振込先の詳細は、申込み完了後にメール送信される【参加証兼領収書】をご参照ください。
■ キャンセルと代理出席について：
参加費入金後のキャンセルにつきましては、返金致しませんのでご了承願います。
尚、代理出席が可能です。ただし、会員の代理で非会員が出席の場合は、参加費差額分（25,000円）
が必要となります。当日会場にてお支払いください。
キャンセル及び代理出席の場合は、お電話（03－3818－6737）もしくは電子メールにて
ispe-japan@iris.ocn.ne.jp宛に事務局までお申し出下さい。
■ テーブルトップ展示
昼食時のホール(12:20-13:10)、コーヒーブレイク(14:40-15:00)、交流会（17：00－19：00）
ホールにおいて、出展者とビジネスや技術の情報交換を行っていただきます。出展者は、各ブースに
て、ご自由にプレゼンテーションが行えます。出展の詳細については添付の「各種募集のご案内」をご
参照ください。
お申込はISPEホームページへ→http://www.ispe.gr.jp/09_koukoku/09_01.htm
■ ランチョンセミナー
昼食会場においてランチョンセミナーを開催いたします。参加お申し込み企業より最新情報
のプレゼンテーションがございます。セミナー実施のお申し込みついては添付の「各種募集のご案内」
をご参照ください。
お申込はISPEホームページへ→http://www.ispe.gr.jp/09_koukoku/09_01.htm
■ 昼食及び交流会について：
1）昼食： 会場にて昼食をご用意します。
2）交流会： 会場内のレセプションスペースにて行います。
■ 添付資料：各種募集のご案内（広告掲載／テーブルトップ展示／ランチョンセミナー）
尚、上記ご案内、申込書はホームページhttp://www.ispe.gr.jp/09_koukoku/09_01.htmからも
ダウンロードできます。
■ 連絡先：ISPE日本事務局 オフィスマネージャー 佐原 夏実 （e-mail: ispe-japan@iris.ocn.ne.jp ）
TEL：03-3818-6737 FAX：03-3818-0575
緊急のご連絡先：090-8845-6737 （大会開催日のみ）
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ISPE 日本本部２００８年度冬季大会プログラム
日時：２００８年１２月５日
場所：横浜シンポジア
総合司会

山下 良 ISPE 日本本部理事

10:30-10:35

開会挨拶 佐村 勉 ISPE 日本本部会長

10:35-11:35

基調講演 １ ＜モデレーター 平地 富安 ISPE 国際本部理事＞
「医薬産業のグローバリゼーションと日本の進むべき道」
米国研究製薬工業協会日本技術代表 小林 利彦

11:35-12:20

基調講演 ２ ＜紹介：Bruce Davis 2007-2008 ISPE 国際本部会長＞
＜モデレーター：佐村 勉 ISPE 日本本部会長＞
「Pharmaceutical Quality in the 21st Century: Now at center Stage」
〔国際本部アニュアルミーティングでの基調講演 （Video 講演）〕

FDA・CDER センター長 Janet Woodcock, MD
12:20-13:10

昼食休憩

13:10-14:10

特別講演 １ ＜モデレーター：北澤 義夫＞
「PQLI (Product Quality Lifecycle Implementation) Update」
Bruce Davis 2007-2008 ISPE 国際本部会長

14:10-14:40

特別講演 ２
「CPIP (Certified Pharmaceutical Industry Professional）の紹介」
平地 富安 ISPE 国際本部理事

14:40-15:00

コーヒーブレーク

15:00-15:50

特別講演 ３
「2008 ISPE ANNUAL MEETING 参加報告 ホットトピックス、工場視察報告」
中村 茂 ISPE 日本本部理事／松本 治 ISPE 日本本部理事

15:50-16:50

特別講演 ４
「2008 年 Facility Of the Year Award 各カテゴリー賞及び最優秀賞の紹介」
長田 伸一 ISPE 日本本部理事／ISPE 国際本部 FOYA Judge

16:50-16:55

閉会挨拶 竹俣 昌利 実行委員長

17:00-19:00

交流会
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