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2014年度 ＩＳＰＥ日本本部 中部地区地域懇話会のお知らせ 

－今、問われる・・・薬都富山の医薬品品質とグローバリゼーションへの取り組み－ 

 

懇話会開催の趣旨 

ＩＳＰＥ日本本部では、日本の各地域における活動を活性化したいとの趣旨から、関東・関

西・中部の３地域において地域懇話会を開催しています。本年度は、ここ薬都富山にて中

部地域懇話会を企画いたしました。本懇話会は、製薬に従事する技術者が気楽に参加し

て交流を深め、ヒューマンネットワークを形成し、同時に製薬関連の知識も深める場として

活動しております。皆様には、講演の聴講さらには会社の垣根を越えた技術交流によって、

多くを学ぶことができるものと考えております。 

今回はGEメーカーとCMOメーカーのメンバーシップ参加も積極的に募ることとしておりま

すので、ISPEの会員、非会員を問わず、どなたでもご参加頂けます。これを機会に、この

地域でISPEにご興味がありながら参加などできなかった方には、ぜひ参加していただき

たいと思います。勿論、地域の会員のみならず、他の地域からの参加も大歓迎ですので、

奮ってご参加ください。 

また、非会員の方は、この機会にぜひ会員にご登録くださいますようお願いいたします。

なお、入会方法につきましては、当日ご案内させて頂きますので、受付にてお申し付けくだ

さい。 

ISPE日本本部 会長 

渡辺 祐一  

ISPE日本本部 中部地区地域懇話会  世話人 

      境井 洋       

         ＜株式会社 広貫堂＞ 

荒木 克洋      

   ＜ファイザー・ファーマ株式会社＞ 

      髙尾 実       

       ＜日東メディック株式会社＞ 

鵜野澤 一臣   

       ＜フロイント産業株式会社＞ 

        小嶋 勉 

＜小野薬品工業株式会社＞ 
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中部地区地域懇話会 開催要領 

 

ISPE日本本部 主催 

協賛：富山県薬業連合会 後援：富山県  

 

 

１． 内容 

特別講演 ４演題 および 交流会 

 

 

２． 開催日時 開催地 

 ＊開催日： 2014年9月19日(金) 

 ＊場所： ホテルグランテラス富山 （旧名鉄トヤマホテル） 

 http://breezbay-group.com/m-toyama/index.html 

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り2-28  TEL: 076-431-2211 

 

 

３． スケジュール 
＊9月19日（金） 中部地区懇話会（特別講演） 
12：30～13：00  受付 ホテルグランテラス ３階 緑風の間 
13：00～13：05  開会の挨拶  ＩＳＰＥ日本本部 会長 
13：05～13：55  特別講演１  

「(仮題)富山県における医薬品の品質向上に向けた取組み」 
               富山県厚生部くすり政策課 課長補佐・指導係長 笹島 仁 氏 
13：55～14：45  特別講演２ 「 高生理活性製剤の受託製造 」 
            ファイザー・ファーマ株式会社  

ビジネスデベロップメント・プロキュアメントグループ部長 川口 健氏 
14：45～15：00  休憩 
15：00～15：50   特別講演３ 「PIC/Sガイドに見るGDP」 
                    個人コンサルタント・元アステラス製薬 服部 宗孝氏 
15：50～16：40  特別講演４ 「PIC/S GMPおよびＧＭＰ施行通知改定への対応」 
                    バイエル薬品株式会社 生産技術部長 梅田 雅臣氏 
16：40～16：45  閉会の挨拶 
17：00～19：00  交流会   ３階 清風の間 
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４． 募集要項 

＊募集人員： 70名 

＊申込み締め切り：9月12日(金） 

参加費は 9 月 19 日（金） までにお振込み願います。 

＊参加費 

ISPE会員 /協賛団体会員   6,000円      非会員   7,000円 

*お申込みは受付順を原則とし、定員になり次第、締切らせて頂きます。 

 

 

５．キャンセルについて 

 http://www.ispe.gr.jp/ISPE/index.htm 

*お申込に関する問い合わせ先はISPE日本本部事務局まで Tel/Fax: 03-3818-6737/03-3818-0575 

＜キャンセル＞ お申込み後のキャンセルは、代理出席をお願い致します。 

*会員の代理で非会員が出席の場合は参加費差額分が必要となります。 

代理出席の場合は事前に必ずご連絡ください。 

 

 

 

６．会場までのアクセスおよび時刻表 

・ＪＲ富山駅正面出口（南口）から徒歩で約7分。 
・富山空港からバスで約20分。 
 
JRでお越しの方 

o JR 富山駅正面出口（南口）から徒歩で約7 分。 

o JR 富山駅の正面出口（南口）を出たら駅を背にして、左方向 路面電車の軌道沿いにお進みください。 

（現在、JR 富山駅は工事中です。正面改札を出られましたら、左方向（地鉄・マリエ方向）です。） 

o 2 つ目信号「中央郵便局前」交差点を 

「住友生命富山ビル」側へ渡り、右へ路面電車の軌道に 沿って 50m です。 

飛行機でお越しの方 

o 富山空港からバスで約20 分。 

o 「富山駅」バス停下車。徒歩で約7 分。 

バス時刻表 http://www.chitetsu.co.jp/?page_id=733 
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時刻表 

 

【東京方面・航空機】 

日付 便名 富山空港 → 羽田空港

9月19日 ANA892 20:10 → 21:15 

9月19日 ANA890 17:05 → 18:10 

 

【東京方面・電車】 

日付 出発 → 到着 電車名 

9月19日 
富山 19:34 → 長岡 21:42 JR特急北越9号   

長岡 21:57 → 東京 23:40 JR新幹線MAXとき352号 

日付 出発 → 到着 電車名 

9月19日 
富山 18:59 → 越後湯沢 20:59 JR特急はくたか25号 

越後湯沢 21:09 → 東京 22:28 JR新幹線Ｍａｘとき350号 

 

【大阪方面・電車】 

日付 出発 → 到着 電車名 

9月19日 富山 19:56 → 大阪 23:12 JR特急サンダーバード46号

                

日付 出発 → 到着 電車名 

9月19日 富山 17:56 → 大阪 21:22 JR特急サンダーバード42号

 

【名古屋方面・電車】 

日付 出発 → 到着 電車名 

9月19日 

富山 19:04 → 金沢 20:02 JR北陸本線   

金沢 20:05 → 米原 22:01 JR特急しらさぎ66号 

米原 22:11 → 名古屋 22:35 JR新幹線こだま696号 

                

日付 出発 → 到着 電車名 

9月19日 富山 18:13 → 名古屋 21:46 JR特急しらさぎ16号 

 
                                        以上 


