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ＩＳＰＥ日本本部 レギュラトリー委員会 SAM&GMP 部会 第 17 回大会ご案内 
 
1） 開催日： 2008 年 8 月 8 日（金）12：40～18：00 ＜受付開始時間 12：20＞ 
 
2） 会場： 大鵬薬品工業㈱ 徳島工場  

 住所： 〒771-0194 徳島市川内町平石夷野 224-2 電話：088-665-1121（代表） 
 
3） 参加費用： ISPE 会員 7,000 円  非会員 9,000 円 ※8 月 1 日までにお振り込み願います。 
   ※振込の詳細は、申込完了後にメール送信される参加証兼請求書をご参照ください。 
 
4） 募集人員と参加申込み締切り 

募集人員： 先着 60 名  申込締切日： 7 月 31 日（木） 
※受付順を原則とし、定員になり次第、締切らせて頂きます。 
 また、募集人数に限りがございますので１社からのお申込みは原則２名様とさせて頂き、それ以上のお申込

みは先着順のキャンセル待ち扱いとなりますのでご了承願います。 
5) 申込方法 

①お申込はISPE HP 上からとなりますので、ご注意下さい。（FAX やE-mail では受け付けておりません） 
②尚、送迎バス及び宿泊ホテルの手配は、ISPE 日本本部ではなく実行事務局が担当しますので、 

下記 FAX フォームにてご連絡下さい。 
  実行事務局：㈱パウレック 担当：森川  FAX:（072）778-7316 
   メールアドレス：morikawa@powrex.co.jp  TEL: (072)778-7312 

 
6) メインテーマ「医薬品品質とリスクマネジメント」 
7) プログラム 
 
12：20～12：40 受付開始 

12：40～12：45 開会のご挨拶 
   SAM&GMP 部会長 長谷川 正樹    
12：45～12：50 大鵬薬品工業株式会社 生産本部長 ご挨拶  遠藤哲也 
12：50～14：00 第一講演     
  『大鵬薬品徳島工場の３７年 
  ～創立から最新工場の稼働まで／その底流にあるＧＭＰ思想とリスクマネジメント～』 
   大鵬薬品工業㈱ 徳島工場長 上野 穣 
   同 生産技術研究所グループリーダー 鈴木康仁 
   同 情報システム部管理職 長島 毅 
   （座長 SAM&GMP 部会長 長谷川 正樹） 
14：00～15：20  第二講演  
  『ICH Q トリオ 製剤開発、リスクマネジメント、品質システム』  
    その一  『ICHQ トリオにどう立ち向かうか』 
  元塩野義製薬・元デンカ生研 水田泰一 
  （座長 SAM&GMP 運営委員  中島 彩子） 
   その二 『製剤開発とDS 構築戦略』 
   塩野義製薬 工業技術研究所長  谷野 忠嗣 
    （座長 SAM&GMP 運営委員 芦澤 一英） 
15：20～15：30 休憩  
15：30～17：00 工場見学説明、工場見学 
17：00～17：15 質疑応答  
17：15～17：20 閉会のご挨拶  
   SAM&GMP 部会長 長谷川 正樹    
17：20～18：00 交流会  
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8) 会場へのアクセス 
 
※お車でのご来場は不可となりますので、悪しからずご了承お願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
最寄り駅： 

徳島空港から （図 1 参照） 

• （タクシー 15 分）→徳島工場  
• （バス「徳島駅行き」 8 分）→工業団地前→（徒歩 10 分）→徳島工場 

徳島駅から （図 2 参照） 

• （タクシー 20 分）→徳島工場  
• （バス「空港行き」 15 分）→工業団地前→（徒歩 10 分）→徳島工場  

9) 注意事項 
 ※工場内は全館禁煙です。喫煙所を二箇所ご用意しておりますので、皆様のご協力をお願い致します。 
 ※キャンセルのあった場合はご返金できかねますので、予めご了承をお願い申し上げます。 

やむなく参加できない方には大会後、配布資料を送付いたします。 

図 1：徳島空港、及び 
高速バス 松茂（徳島とくとくターミナル）より 

図 2：徳島駅より 
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10) 送迎バス・ご宿泊ホテルの申込書   
※この用紙を実行事務局宛てにFAX くださいますようお願い致します。 
 
FAX:(072)778-7316  [ 担当：森川 ] ／ FAX 申込締切日：2008 年 7 月 25 日（金）16：00 迄 
 

お名前   

会社名・団体名  

ISPE HPから 
第17回大会への参加申込  

済  or  未 
※未だの方は、ISPEのHPから参加申込をお願い致します。 

このFAXでは、参加手続きは承れません。 

送迎バスの運行 希望する or 希望しない 

       送迎バスの運行をご希望の場合    

 

往路 

□徳島空港から乗車 

□高速バス 松茂（徳島とくとくターミナル）から乗車 

□往路は、送迎バスに乗車しない 

復路 
□復路は、送迎バスを利用する  

□復路は、送迎バスを利用しない 
ご宿泊の手配 *ご希望の方はご予約を承ります。 

徳島ワシントンホテルプラザ 
（シングル一泊/朝食込：7,500円） 

□宿泊手配 不要 

□宿   泊 
手配希望 

ご宿泊日 
□8月7日（木） 

□8月8日（金） 

□禁煙室希望 or □喫煙室希望 
 
※送迎用バスご希望の方が多い場合のみ、送迎バスを運行します。 
  
■送迎バスが運行される場合の運行予定時刻 

送迎バス：往路 
出発時刻 時刻 

松茂（徳島とくとくバスターミナル） 11：50 
徳島空港 12：10 

↓ ↓ 
大鵬薬品工業㈱ 徳島工場 到着 12：20 

 
送迎バス：復路 

到着時刻 時刻 
大鵬薬品工業㈱ 徳島工場 出発 18：10 

↓ ↓ 
徳島空港 18：20 

松茂（徳島とくとくバスターミナル） 18：30 

 
※送迎バスの運行ご希望の方へは、参考として、下記の『送迎バスが運行される場合、乗継がよい航空便・高速バス一覧』
をご覧下さい。 
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◎送迎バスが運行される場合、乗継が良い航空便・高速バス一覧 
■東京方面からお越しの方 
【往路】 

羽田発 徳島行 
会社名 出発時刻 到着時刻 

ＪＡＬ1431 07:25 08:40 
ＪＡＬ1433 10:25 11:40 

【復路】 
徳島発 羽田行 

【最終便】 
会社名 出発時刻 到着時刻 

JAL1442 便 1845 2000 
 

■福岡方面からお越しの方  
【往路】 

 福岡発 徳島行 
会社名 出発時刻 到着時刻 

ＪＡＬ3561 09:40 10:50 
【復路】 

 徳島発 福岡行 
【最終便】 

会社名 出発時刻 到着時刻 
JAC 3568 1910 2040 

 
■大阪方面からお越しの方  

【 往  路 】 

【南海バス】06-6643-1007 

 
 

【JR 四国バス】088-602-1090 

なんば高速バスターミナル 8:10 9:00 奈良駅 8:10 

梅田阪急 8:40 9:30 大阪駅 9:20 
大阪（ハービスOSAKA） 
  ↓ 

8:50 
↓ 

9:40 
↓ 

湊町バスターミナル（OCAT 2 階） 
  ↓ 

9:35 
↓ 

松茂（徳島とくとくターミナル） 10:55 11:45 松茂（徳島とくとくターミナル） 11:37 
 

【 復  路 】 

【南海バス】06-6643-1007 

 
 

【西日本 JR バス】06-6371-0111 

 松茂（徳島とくとくターミナル）  
  ↓ 

19:15 
↓ 

21:15 
↓ 

松茂（徳島とくとくターミナル）  
  ↓ 

18:35 
↓ 

18:55 
↓ 

梅田阪急 21:25 22:25 高速舞子 19:36 - 
大阪（ハービスOSAKA） 21:35 22:35 湊町バスターミナル（OCAT 2 階） 20:40 21:00 
なんば高速バスターミナル  - - 大阪駅 20:55 21:15 
 

■神戸方面からお越しの方 【西日本 JR バス】06-6371-0111 

【 往  路 】 

神姫三ノ宮 9:10 10:10 
阪神三宮 9:15 10:15 
高速舞子 
  ↓ 

9:40 
↓ 

10:40 
↓ 

松茂（徳島とくとくターミナル） 10:45 11:45 
 

【 復  路 】 

松茂（徳島とくとくターミナル） 
  ↓ 

18:45 
↓ 

19:45 
↓ 

高速舞子 19:45 20:45 
阪神三宮 20:20 21:20 
神姫三ノ宮 - - 


