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ISPE 日本本部 レギュラトリー委員会 SAM&GMP 部会 第 25 回大会 
 

 

1） 開催日： 2011 年 12 月 6 日（火） 13：50～18：00 ＜受付開始 13：30～＞ 
 

2） 会 場：  

【講演会・工場見学会】 味の素製薬株式会社殿 福島工場 

【交流会】 ホテルサンルート白河  

 

     3）  メインテーマ： リスクマネジメントを踏まえた品質設計と管理 
 

4） 参加費用： （交流会費を含む） ※工場－ホテル間の移動にはホテルの貸切無料送迎バスをご利用ください。 

ISPE 会  員 9,000 円   

ISPE 非会員 11,000 円  

※ 振込先の詳細は、申込み完了後にメール送信される【参加証兼請求書】をご参照ください。 
 

5） 募集人員と参加申込み締切り： 

募 集 人 員 ： 先着 50 名 

申込締切日： ２０１１年 11 月 22 日（火） 

参加費お振込み期限：２０１１年 11 月 25 日（金） 

※ 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、募集人員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。 

尚、お申込後のキャンセルの場合は返金できませんのでご了承ください。 

※ 福島空港をご利用の方へ、往路復路共に相乗タクシー（予約制）をご案内いたします。参加申込み時にご利

用の有無をお知らせください。 

※ お車でご来場の方は工場、およびホテルの専用駐車場をご利用いただけます。ただし、受入可能な台数に限り

がございますので、申込み後、ISPE日本本部事務局宛てに別途メールでご連絡ください。 
 

6) 申込方法： 

ISPE ホームページからお申込み願います。（FAX、e-mail では受け付けておりません） 

なお、お申し込みは①福島空港より相乗タクシーをご利用の方と、②それ以外のお申込みの方の 

２通りに分かれておりますので、お間違いのないようお願いいたします。 

 
 

7) 事前配布資料について： 

  講演配布資料は事前にウェブサイトからのダウンロードとなります。 

大会開催前にID/PWをメールにて通知しますので、各自ダウンロードをお願い致します。 

 

8) アクセスについて（ご参考まで）： 
▼（大阪国際空港より） 福島空港 利用 

【往 路】 
07:40 大阪（伊丹）国際空港発－福島空港 08:45着 NH 3171 
11:00 大阪（伊丹）国際空港発－福島空港 12:05着 NH 3175 

          
【帰 路】 

19:10 福島空港発－大阪（伊丹）国際空港 20:25着 NH 3180 
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▼（関東方面より） JR新白河駅 利用 
【往 路】 
11:20 東京駅発－新白河 12:46着  JR新幹線Maxやまびこ209号 

 
【復 路】 
18:21 新白河発－東京駅 19:44着  JR新幹線なすの278号 
19:20 新白河発－東京駅 20:44着  JR新幹線やまびこ220号 
 
 

9) プログラム  
 

＜講演会 会場： 味の素製薬株式会社殿 福島工場 食堂＞ 

13:30～  受付開始  （各自昼食を済ませてご集合ください） 

13:45～13:50 開会の挨拶 SAM&GMP 部会長  長谷川 正樹 

13:50～13:55 ご 挨 拶 味の素製薬株式会社殿 

13:55～14:45* 第一講演 「製造現場でのリスクマネジメントの活用」  
   バイエル薬品株式会社 執行役員 
   プロダクトサプライジャパン本部長  

   滋賀工場長      片山博仁 氏 
 

14:45～15:25* 第二講演 「FDA PV ガイダンスとその考え方について」 
   日産化学工業株式会社 
   環境安全・品質保証部  
   品質保証責任者 中島彩子 氏 
 

15:25～15:55* 第三講演 「福島工場のご紹介と震災対応の概要」  
   味の素製薬株式会社 
   福島工場長  印口真二 氏 

 
15:55～16:00 休   憩 

 

16:00～17:00 工場見学  （班毎に順次見学へ ／ 休憩時間・質疑応答を含む） 

17:00～17:05 閉会の挨拶  SAM&GMP 部会長 長谷川 正樹 

 

- バスにて移動 約 15 分 － 

 

＜ 交流会 会場： ホテルサンルート白河 (JR 新白河駅前) ＞ 

17:20～18:00 交 流 会  （17:50 中締め） 
 

 

 
*講演時間には質疑応答の時間を含みます 
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10) 福島空港相乗タクシー（予約制）のご案内 

大阪（伊丹）国際空港から福島空港ご利用の方へ、乗合タクシーをご案内いたします。 

 

▼ 料金： 片道 2,000 円  

（乗車人数に関わらず 1 名当たりの料金です。その場でお支払い頂き、領収書をお受け取り下さい） 

▼ 区間および出発到着時間：  

【往 路】 12:10 頃 福島空港発―味の素製薬殿福島工場 13：10 頃着 

【復 路】 17:40 頃 ホテルサンルート白河発―福島空港 18:40 頃着 

 

※ ご利用には事前予約が必要です。参加申込時にご利用の有無をお知らせください。 

※ キャンセルのご連絡はご利用日の前日までにお願いします。ご利用当日のキャンセル（不連絡を含む）の 

場合は、ご予約いただいた運賃金額をキャンセル料としてご負担いただきます。 

 

11) 会場のご案内 

【 講演会&工場見学会 】 味の素製薬株式会社殿 福島工場 

（〒961-0835 福島県白河市白坂牛清水 103-1／TEL 0248-28-2911） 

 

 
 

* 福島空港より 車にて約 60 分 

* JR 東北新幹線・東北本線 新白河駅より 車にて約 10 分 

 

【 交流会 】 ホテルサンルート白河  
 （〒961-0856 福島県白河市新白河駅前／TEL 0248-24-0001） 
 

 
 

* 福島空港まで 車にて約 60 分 

* JR 東北新幹線・東北本線 新白河駅より 徒歩 1 分 


