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ご挨拶 
 

謹啓 
新春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
日本動物実験代替法学会は、動物実験の適切な施行の国際原則である3Rs

（Replacement：動物を用いない代替法への置換、Reduction：動物数の削減、

Refinement：動物に対する苦痛軽減）の推進と普及を目的とし、研究、開発、教

育、調査等を行う学術団体です。この原則は近年の実験動物福祉に関係する各国

の法律や指針だけでなく、国際標準や国際指針に採用されており、EUにおいて

は2013年3月に発効した規制により、化粧品開発に動物実験を用いることが禁止

されており、この影響は世界に波及しつつあります。化学物質においても、欧州

の化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則（Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals：REACH）や米国の改正有害物質規制法

（Toxic Substances Control Act: TSCA）に動物実験代替法の利用が明記されるな

ど、世界的にも実験動物を用いない試験法を利用せざるを得ない状況となってお

ります。さらに、医薬品、医療機器や農薬に関しても、国際的な組織において３

Rsを基本とした試験法の見直しが進んでおり、化粧品に留まらず、すべての製品

保証分野に３Rsを考慮した研究・開発が求められる時代となりました。 
このような状況下で、本学会は第30回の記念大会を迎えることができました。

本大会では、メインテーマを「レギュラトリーサイエンスと３Rs」に定め、関連

する他学会にご協力を頂きながら、シンポジウムやパネルディスカッションを企

画しました。産官学の研究者の皆様とともに、３Rsに関わる実用的な問題を活発

に議論して頂く機会としたいと考えております。さらに、実用的な問題を支える

基礎研究の重要性も認識しておりますことから、一般演題の発表を活発にするた

め、ポスター発表の優秀演題を皆様に投票して頂き、選考された複数の演題には

口頭発表もして頂く機会を設け、新たな研究の発展を促していきたいと考えてお

ります。 
 本大会の趣旨をご理解頂き、是非皆様のご支援とご協力を頂けますようお願い

申し上げます。協賛金、広告、物品提供、商業展示、ランチョンセミナーいずれ

でも構いませんので、ご支援をお願い致します。 
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開催概要 
 
１．大会の名称 

日本動物実験代替法学会第 30 回大会 
 
２．大会長 

小島 肇（国立医薬品食品衛生研究所） 
 
３．会 期 

2017 年 11 月 23 日 (木･祝) ～ 25 日 (土) 
 
４．開催地・会場 

大田区産業プラザ（PiO） 
〒144-0035 東京都大田区南蒲田１−２０−２０    
http://www.pio-ota.net/ 

 
５．プログラム概要 

ポスター 100 演題（予定） 
特別講演 2 演題 
教育講演 1 演題 
シンポジウム 8 枠（予定） 
パネルディスカッション 3 枠（予定） 

 
６．大会のテーマ 

「レギュラトリーサイエンスと３Ｒｓ」 
 
７．参加予定人員 

約 500 名（含む海外 10 名） 
 
８．収支予算書 

別紙参照 
 

９. 組織委員会 
有海秀人（北里大学） 
石田誠一（国立医薬品食品衛生研究所） 

板垣 宏（横浜国立大学） 

内野 正（国立医薬品食品衛生研究所） 

尾形信一（横浜国立大学） 

小島 肇（国立医薬品食品衛生研究所） 
寒水孝司（東京理科大学） 

宮崎博之（株式会社日本生物製剤） 

宮澤正明（花王株式会社） 

山田隆志（国立医薬品食品衛生研究所） 

山本直樹（藤田保健衛生大学） 
 
 
 



10．お申込み・お問合せ窓口 
【日本動物実験代替法学会第 30 回大会 運営事務局】  

国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部 
担当: 吉川(ヨシカワ) 環 
〒158-8501 東京都世田谷区上用賀１ー１８ー１ 
TEL: 03-3700-9874 FAX: 03-3700-1145 
E-mail: jsaae-30@jacvam.jp 

  

mailto:jsaae-30@jacvam.jp


収支予算書 
 
 

収支区分 合 計 
＜収 入＞ 

1. 参加登録費     [350名想定] 
会員事前               8,000 円（150 名） 
会員当日               12,000 円（50 名） 
非会員事前         13,000 円（50 名） 
非会員当日            16,000 円（50 名） 
学生事前・当日       3,000 円（50 名） 

 
2. 懇親会参加費    [200名想定] 

会員・非会員事前 7,000 円（150 名） 
会員・非会員当日 10,000 円（30 名） 
学生 3,000 円（20 名） 

 
3. 諸収入等 

企業協賛金 
抄録広告料  
展示出展料  
ランチョンセミナー  

 
 
 
 

3,400,000 円 

 
 
 

1,410,000 円 

 
5,550,000 円 

 
 
 

4. 開催補助金 1,500,000 円 

収入合計 11,860,000 円 
＜支 出＞ 

1. 大会会場費 
 

2. 大会運営費 
 

3. 招聘旅費 
 

4. 広告・HP運営費（抄録作成費含む） 
 

5. 懇親会費 
 

6. 通信費 
 

7. 予備費 
 
 

 

 

3,500,000 円 

2,550,000 円 

2,000,000 円 

2,000,000 円 

1,410,000 円 

 200,000 円 

200,000 円 

 支出合計 11,860,000 円 



抄録集広告募集要項 
 
 
1．印刷部数 

抄録集 600 部（予定） 
※大会参加者及び協賛企業へ配布予定 

 
2．発行日 

2017 年 11 月初旬 
 
3．規格 

Ａ４判 約 160 頁 （天地 29.7 cm×左右 21 cm） 
 
4．入稿形態 

フイルム、紙焼、清刷、データのいずれかで入稿 
※データ入稿の場合は、必ず校正紙を添付してください。 

 
5．広告掲載規格 

希望枠 枠数 掲載料 色 
表 2～3 2 枠 10 万円 モノクロ 
後付１頁

頁 
10 枠 5 万円 モノクロ 

 
※カラーまたはA5サイズ等での広告掲載をご希望の場合は、運営事務局にご相

談ください。 
 
6.  お申込み締切日 

2017 年 9 月 29 日 (金)   必着 
 
7.  お申込み方法 

別添の「抄録集広告申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局までお送り

ください。お申込み状況によりましてはご希望の枠をご用意できない場合もござ

いますので、お早めにお申込みいただくことをお勧めいたします。 
お申込書を受領いたしましたら、確定のご連絡とともに請求書・お振込先情

報・入金期限・入稿手引き等をご案内させていただきます。 
 

8．お申込み・お問合せ先 
【日本動物実験代替法学会第 30 回大会 運営事務局】  

国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部 
担当: 吉川(ヨシカワ) 環 
〒158-8501 東京都世田谷区上用賀１ー１８ー１ 
TEL: 03-3700-9874 FAX: 03-3700-1145 
E-mail: jsaae-30@jacvam.jp 

mailto:jsaae-30@jacvam.jp


物品提供に関する協賛募集要項 
 
 
１．協賛内容 

ソフトドリンク、コングレスバック、ボールペン、ネックストラップ、レポー

ト用紙他各種文具類等。 
 
２．協賛特典 

・抄録集、大会掲示板に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 
・5万円相当の物品提供で、１名様を本大会にご登録いたします（懇親会を含ま

ず）。 
・物品配布時に御社のパンフレット等がございましたら一緒に配布いただいても

結構です（物品数とパンフレット数は同数でご準備をお願いいたします）。 
 

３．お申込み締切日 
2017 年 9 月 29 日 (金) 
※締切後も開催直前まで受け付けは可能ですが、抄録集への御社名掲載が間に

合わない可能性がございますので、詳細は運営事務局にお問い合せください。 
 
４. お申込み方法 

別添の「物品提供協賛申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局までお送りく

ださい。お申込書を受領いたしましたら、締切後に確定のご連絡とともにご提供品

の送付手引きにつきましてご案内させていただきます。 
ご都合により期限よりも早い確定のご案内が必要な場合は運営事務局までお知

らせください。 
 
５．お申込み・お問合せ先 

【日本動物実験代替法学会第 30 回大会 運営事務局】

国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部 
担当: 吉川(ヨシカワ) 環 
〒158-8501 東京都世田谷区上用賀１－１８－１ 
TEL: 03-3700-9874 FAX: 03-3700-1145 
E-mail: jsaae-30@jacvam.jp 
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協賛金募集要項 
 
 
１．協賛金額 

1 口 50,000 円より 
 
２．協賛特典 

・抄録集・大会掲示板に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 
・1 口につき 1 名様を本大会へご登録いたします（懇親会を含まず）。 
・2口以上につき大会HPへバナー広告を掲載いたします。さらに、2口あたり 

1名様を懇親会にご招待いたします。 
 
３．協賛金の使途 

日本動物実験代替法学会第 30 回大会の開催運営費に充当する。 
 
４．お申込み締切日 

2017 年 9 月 29 日 (金) 
※締切後も開催直前まで受け付けは可能ですが、抄録集への御社名掲載が間に

合わない可能性がございますので、詳細は運営事務局にお問い合せください。 
 
５．お申込み方法 

別添の「協賛金申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局までお送りくださ

い。 

お申込書を受領いたしましたら、確定のご連絡とともにお振込先情報・入金期

限・バナー広告入稿手引き等をご案内させていただきます。 
 

６．お申込み・お問合せ先 
【日本動物実験代替法学会第 30 回大会 運営事務局】 

国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部 
担当: 吉川(ヨシカワ) 環 
〒158-8501 東京都世田谷区上用賀１－１８－１ 
TEL: 03-3700-9874 FAX: 03-3700-1145 
E-mail: jsaae-30@jacvam.jp 
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商業展示募集要項 
 
 
1．展示概要 

会場： 大田区産業プラザ（PiO） 

開催日： 2017 年 11 月 23 日 (木･祝) ～ 24 日 (金) 
開催時間： 2017 年 11 月 23 日 (木･祝) 13:00～18:00（予定） 

2017 年 11 月 24 日 (金)     9:00～18:00（予定） 
搬入： 2017 年 11 月 23 日 (木･祝)  11:00～13:00（予定） 
搬出： 2017 年 11 月 24 日 (金)      18:00～19:00（予定） 
募集小間数： 2 0 小間  
出展料： 1 小間（間口 1.8m×奥行 1.8m×高さ 2.1m） 

賛助会員（プラチナ・ゴールド）：￥100,000 
上記以外：￥120,000 
 

※開催時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので予めご了承

ください。 
※前日に事前保管が必要な場合には追加費用が必要となる場合があります。 

 
 
2．小間仕様  

・バックパネルにはベニヤパネルを使用。 

・高さ 2100 mmのパネル加工紙表装（白）で設置。 

・バックパネルに蛍光灯を 1 灯設置。 

・社名板は巾 200 mm×900 mmの白地ウッドラック、黒文字、各ゴシック体

で表示。 

（株式会社、有限会社などは、（株）、(有)と表示） 

※ロゴ指定の場合は別途料金がかかりますので、予めご了承ください。 

・1 小間につきコンセント 2 口（500W）を設置。 
※消費電力が 500Ｗを超えるものには別途電源工事料を頂きます。 
・机 1 本（白布付き）を設置。（W1800 mm×D900 mm×H700mm） 
・椅子２脚を設置。 
※机・椅子・コンセント・蛍光灯の追加が必要な場合は運営事務局にご相談

ください。 
※コンセント・蛍光灯が不要な場合は運営事務局にご相談ください。 

 
３．出展特典 

・抄録集・大会掲示板に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 
・１小間につき2 名様を本大会へご登録いたします（懇親会を含まず）。 

 
 
 
 
 
 



 
４．出展物の管理 

出展物の管理は、出展者が責任を持つものとし、出展期間中の出展物の盗難・

紛失・災害・損害など、不可抗力による出展物に対して、補償等の責任は大会

組織委員会側では負いかねますので予めご了承ください。 
 

５．お申込み締切日 
2017 年 8 月 31 日 (木) 
※但し、予定小間数に達し次第締め切らせていただきます。 

 
６．お申込み方法 

別添の「商業展示申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局までお送り

ください。お申込書を受領いたしましたら、確定のご連絡とともに請求書・

お振込先情報・入金期限等をご案内させていただきます。 
 

尚、展示小間に制限がございますので、なるべくお早めにお申込みください。 
※出展場所の決定に関しましては、大会組織委員会に一任くださいますよう､

お願い致します（出展特典で登録された方は、非会員でもポスター発表を行っ

ていただけます。ポスター発表を伴う場合には、出展場所を考慮させていただ

きます）。 
※締切後に小間の配置その他のご案内をお送り致します。 
 

７．出展申込みの解約 
出展申込みの正式受理後は、当方が不可抗力と認めた事故以外での取り消しは

出来ません。一旦お振込みいただいた出展料の返金は致しかねますので予めご

了承の程お願い致します。 
 
８．お申込み・お問合せ先 

【日本動物実験代替法学会第 30 回大会 運営事務局】 
国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部 

担当: 吉川(ヨシカワ) 環 
〒158-8501 東京都世田谷区上用賀１－１８－１ 
TEL: 03-3700-9874 FAX: 03-3700-1145 
E-mail: jsaae-30@jacvam.jp 

mailto:jsaae-30@jacvam.jp


ランチョンセミナー募集要項 
 
 
1. 開催日時 

2017 年 11 月 24 日 (金)・11 月 25 日(土)          12:30～13:30（予定） 
※ご講演時間は45分間（質疑応答含む）でお願いいたします。 

 
2. ランチョンセミナー会場使用（予定） 

 
 

日にち 時間 会場 

2017年11月24日(金) 12:30～13:30 
コンベンションホール（300席） 

小展示ホール（300席） 

2017年11月25日(土) 12:30～13:30 
コンベンションホール（300席） 

小展示ホール（300席） 

※会場仕様ならびに席数は変更となる場合がございます。 
 
3．開催経費 

賛助会員（プラチナ・ゴールド） 1 枠 400,000 円 
上記以外            1 枠 500,000 円 

 
4．開催経費に含まれるもの 

・飲食物（昼食・軽食等）150食をご用意致します。 
・会場費 ・メーカー控室（11-14時）・看板 ・座長席 ・スクリーン（メイン） 
 ・PC プロジェクター（メイン） ・マイク ・チケット  ・レーザーポインター 
・会館設備代（音響システム、照明） 
※上記以外の機材を使用される場合は新規手配となりますので、全額をご負担

頂きます様お願い致します。 
 

5. 開催経費に含まれないもの 
次のものは開催経費に含まれません。各社にてご負担くださいます様お願い致します。 

 
a．講演者謝礼／交通費 

講演者、座長への謝礼及び交通費、宿泊費は開催経費に含みませんので、各社にて

実費ご負担お願い致します。 
講演者を大会組織委員会に御一任いただきました場合にも、講演者の交通費・宿泊

費、その他諸経費をご負担くださいますようお願い致します。 
  



b．運営スタッフ 
資料・チケット・飲食配布・進行係等の運営業務は御社にてご対応ください。運営

スタッフが必要な場合は、運営事務局にご相談ください。 
※PC オペレーターは会場内におります。 

 
c．制作物 

告知チラシ等は御社でご準備ください。 
（制作の際は、印刷に入る前に、予め運営事務局へ原稿を提出し、時間等のチェ

ックを受けるようにしてください。） 
 

6．協賛特典 
・抄録集・大会掲示板に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 
・１セミナーにつき2名様を本大会へご登録いたします（懇親会を含まず）。 

この他に、講演者１名様を本大会へご招待いたします（懇親会を含む）。 
 
７．プログラム編成 

テーマ、座長、講演者については大会組織委員会と協議の上、ご決定ください。 
 
８. 開催日、開催会場選定 

大会組織委員会で協議の上、決定させていただきます。 
 
９.  お申込み締切日 

2017 年 8 月 31 日 (木) 
 

10．お申込み方法 
別添の、ランチョンセミナー申込書に必要事項をご記入の上、運営事務局まで

お送りください。お申込書を受領いたしましたら、確定のご報告とともに請求

書・お振込先情報・入金期限等をご案内させていただきます。 
 

11.  お申込み・お問合せ先 
【日本動物実験代替法学会第 30 回大会 運営事務局】 

国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部 
担当: 吉川(ヨシカワ) 環 
〒158-8501 東京都世田谷区上用賀１－１８－１ 
TEL: 03-3700-9874 FAX: 03-3700-1145 
E-mail: jsaae-30@jacvam.jp

mailto:jsaae-30@jacvam.jp
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