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ご挨拶
謹啓
新緑の候、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では、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、3Rs に係る研究、開発、教育調査等を行ってきました。こうした状況の中
で、日本動物実験代替法学会第 29 回大会を 2016 年 11 月 16 日(水)～18 日(金)の 3 日間、九州大学医学
部

百年講堂 / 同窓会館において開催させていただくことになりました。

日本動物実験代替法学会が推奨する動物実験の適切な施行の国際原則である 3Rs の原則は 1959
年にラッセルとバーチが提唱し、1999 年の第 3 回国際代替法会議でボロニア宣言として採択された
動物実験を行う上での基本原則です。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、国際基準や国際指針に採用されています。動物実験代替法は、初期に化粧品の評価に適
用され、医薬品、医療機器、一般化学物質等の安全性評価のためにその開発の必要性が認識されまし
た。その結果、経済協力開発機構（OECD）、国際標準化機構（ISO）
、日米 EU 医薬品規制調和国際
会議（ICH）等の国際機関でも新たな試験法が多く提案されております。動物実験代替法の開発・バ
リデーションを促進するため、欧州では欧州代替法評価センター（ECVAM）が、米国では動物実験
代替法に関する評価を行う複数省庁の合同委員会（ICCVAM）が設立されました。国際的な動物実
験代替法の技術革新の流れは大きく、化学物質の安全性再評価と動物実験代替法の技術革新を求め
た欧州の化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規制（REACH）は、日本にも大きな影響
が及んでいます。すぐれた医薬品をいち早く患者のもとへ届けるために発足した（ICH）の理念に 3Rs
があります。
最近では、化粧品に加えて、医薬品、医療機器、一般化学物質など多岐にわたる産業・学問への応
用の機運も高まっています。さらに代替法の発展・普及を目指すためには、異分野の連携を追求して
いくことが肝要であります。そこで、今回の第 29 回大会は、代替法の深化、新しい学術領域の開拓
を目指して、「分子－細胞－個体の視点からの代替法」とテーマを掲げ、また異分野や次世代の若手
研究者の参加促進を目指しました。特別講演や教育講演の他、シンポジウムを企画し、化粧品業界ば
かりではなく化学物質ならびに医薬品などの業界の方々も視野に入れ、幅広い分野の方々にご関心
を抱いていただけるようにいたしました。シンポジウムでは、“分子－細胞－個体の視点からの 3Rs
およびシステムバイオロジー”、
“薬効・安全性および薬物動態の分子－細胞－個体レベルでの評価”、
“医薬品・化粧開発への化合物ライブラリーおよび iPS 技術の応用”、
“漢方・生薬学および時間生物
学における植物からヒトまでのスケールアップ”、“代替法における技術開発および代替法の産業応
用”などを取り上げます。また「化学への関心向上」や「健康づくりの普及」を考え、市民公開講座
も企画しております。本学会では、代替法の最先端の研究成果をはじめ、代替法に関わる理論、技術、
研究対象などについての最新の成果を発表討論していただきます。
つきましては､本学会の趣旨並びに私共の意図をお汲みとりいただき、本学会への御協力を賜るよ
うお願い申し上げる次第です。
謹白
2015 年 6 月吉日
第 29 回日本動物実験代替法学会
大会長

大戸

茂弘

（九州大学大学院薬学研究院 研究院長・教授）

開催概要
１．学会の名称
第 29 回日本動物実験代替法学会

２．大会長
大戸 茂弘（九州大学大学院薬学研究院 研究院長・教授）

３．会

期
2016 年 11 月 16 日(水)～18 日(金)

４．開催地・会場
九州大学医学部 百年講堂 / 同窓会館
〒812-0054
福岡県福岡市東区馬出３−１−１
TEL: 092-642-6257 / FAX: 092-642-6258

５．プログラム概要
ポスター 100 演題（予定）
特別講演 1 or 2 演題
教育講演 1 or 2 演題
シンポジウム 10 枠（予定）

６．学会のテーマ
「分子－細胞－個体の視点からの代替法」

７．参加予定人員:
約 400 名（含む海外 50 名）

８．開催実績：
第 28 回
第 27 回
院）
第 26 回
第 25 回
第 24 回
第 23 回
第 22 回
第 21 回
第 20 回

９．大会長
大戸

2015 年
2014 年

横浜
横浜

山影
板垣

2013 年
2012 年
2011 年
2010 年
2009 年
2008 年
2006 年

京都
東京
宮城
東京
大阪
埼玉
東京

今井 弘一
杉山 雄一
相場 節也
吉山 友二
黒澤 努
杉林 堅次
酒井 康行

茂弘

康次 （一般財団法人食品薬品安全センター
宏
（横浜国立大学大学院工学研究
（大阪歯科大学）
（理化学研究所）
（東北大学）
（北里大学）
（鹿児島大学共同獣医学部）
（城西大学薬学部）
（東京大学）

（九州大学大学院薬学研究院）

10．収支予算書
別紙参照
11．第 29 回日本動物実験代替法学会 学術事務局
九州大学大学院薬学研院
事務局長
小柳 悟 (准教授)
〒812-8582 福岡県福岡市東区馬出 3-1-1
TEL 092-642-6611 / FAX 092-642-6613
12．お申込み・お問合せ窓口
【第 29 回日本動物実験代替法学会 運営事務局】
株式会社 JTB ビジネスサポート九州 ICS 営業部
担当: 上屋（ウワヤ）、小野（オノ）
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 6Ｆ
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: 29jsaae@kys.jtb.jp

収支予算書
収支区分
＜収

合

入＞
1. 自己負担金等(参加登録費) [400 名想定]
会員事前
9,000 円（170 名）
会員当日
11,000 円 （120 名）
非会員事前 13,000 円 （30 名）
非会員当日 15,000 円 （30 名）
学生
0 円 （50 名）
2. 懇親会参加費 [150 名想定]
会員・非会員事前 9,000 円 （90 名）
会員当日
11,000 円 （10 名）
非会員当日
12,000 円 （20 名）
学生事前
2,000 円 （20 名）
学生当日
3,000 円 （10 名）
3. 諸収入等
企業協賛金 （1 口 50,000 円×15 社）
抄録広告料
バナー・スクリーン広告料
展示出展料 （110,000 円×15 小間）
共催セミナー （750,000 円×2 枠）

収入合計
＜支

計

3,690,000 円

1,230,000 円

750,000 円
800,000 円
100,000 円
1,650,000 円
1,500,000 円

9,720,000 円

出＞
1. 学会会場費

1,800,000 円

2. 招聘旅費

700,000 円

3. 懇親会費

1,230,000 円

4. 準備・会場設営費

1,800,000 円

5. 参加・演題登録費

500,000 円

6. 広報関係費

440,000 円

7. スタッフ人件費

900,000 円

8. 看板・印刷費（抄録作成費 80 万含む）
9. 通信費

1,550,000 円
200,000 円

10. 事務委託費

400,000 円

11. 予備費

200,000 円

支出合計

9,720,000 円

抄録集広告募集要項
1．印刷部数
抄録集 500 部（予定）
※大会参加者及び協賛企業へ配布予定
2．発行日
2016 年 11 月
3．規格
Ａ４判

約 160 頁 （天地 29.7 ㎝×左右 21 ㎝）

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
表 2～4
後付１頁
6. お申込み締切日
2016 年 8 月 31 日（水）

枠数
3枠
10 枠

掲載料(税込)
10 万円
5 万円

色
モノクロ
モノクロ

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。
8．お申込み・お問合せ先
【第 29 回日本動物実験代替法学会 運営事務局】
株式会社 JTB ビジネスサポート九州 ICS 営業部
担当: 上屋（ウワヤ）、小野（オノ）
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 6Ｆ
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: 29jsaae@kys.jtb.jp

バナー広告募集要項
1．広告形態
大会ホームページにバナー広告として掲載
2. 掲載費用
50,000 円 (税込)
3. 特典
抄録集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
4. お申込み締切日
2016 年 8 月 31 日（水）
※締め切り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、詳細は運営事務局までお問い合わせ
ください。
5. 申し込み方法
別添の、バナー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。
6. データの受領につきまして
メールにてデータをお送り下さい。そのまま掲載いたします。
なお、事務局メールの容量が 5MB までとなっておりますので、データ容量が
5MB を超える場合には、ファイル転送サービスのご利用または CD-ROM で
の郵送をお願いいたします。
7．お申込み・お問合せ・データ送付先
【第 29 回日本動物実験代替法学会 運営事務局】
株式会社 JTB ビジネスサポート九州 ICS 営業部
担当: 上屋（ウワヤ）、小野（オノ）
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 6Ｆ
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: 29jsaae@kys.jtb.jp

※最大受領可能容量：５MB まで

スクリーン投影広告募集要項
1．広告形態
大会期間中、各講演会場内スクリーンにてセッション前後の休憩時間に投影致
します。複数社様よりお申込みいただいた場合は、1 社あたり 5 秒程度で切り
替えながら、ループ投影させていただく予定です。
2. 掲載費用
50,000 円 (税込)
3. 特典
抄録集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
4. お申込み締切日
2016 年 8 月 31 日（水）
※締め切り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、詳細は運営事務局までお問い合わせ
ください。
5. 申し込み方法
別添の、スクリーン投影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。
6. データの受領につきまして
下記要領にてデータをご準備の上、メールにて運営事務局までお送り下さい。
そのまま投影いたします。
・OS：Windows XP 以上または MacintoshOS10.4 以上を推奨
・使用できるアプリケーション：PowerPoint のみ
【Windows】 PowerPoint2003 以降,【Mac】 PowerPoint2004 以降
・画面サイズ ：解像度：1024×768 ピクセル（XGA）
※上記環境で画面の全てが表現されることを予めご確認ください。
・日本語フォント
【Windows】MS 明朝、MS ゴシック
【Mac OSⅩ以降】MS 明朝、MS ゴシック、ヒラギノ
【Mac OS9.2 以前】細明朝、中ゴシック/平成明朝、平成角ゴシック、Osaka
・英語フォント：Times、Times New Roman、Helvetica、Arial、Symbol
※上記以外のフォントを利用する場合は、『フォントの埋込』をお願いしま
す。
・その他：音声出力には対応しておりませんので、ご了承ください。
7．お申込み・お問合せ・データ送付先
【第 29 回日本動物実験代替法学会 運営事務局】
株式会社 JTB ビジネスサポート九州 ICS 営業部
担当: 上屋（ウワヤ）、小野（オノ）
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 6Ｆ
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: 29jsaae@kys.jtb.jp

※最大受領可能容量：５MB まで

物品提供に関する協賛募集要項
１．協賛名称
第 29 回日本動物実験代替法学会

物品提供協賛

２．募集期間
2015 年 7 月 1 日（水）～2016 年 8 月 31 日（水）
３．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、ご提供可能な物品の概要及び個数をご提示ください。
４．協賛特典
・抄録集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
・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しま
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)
5.

お申し込み方法
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、締め切り後に確定のご報告とともにご
提供品の送付先と送付方法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事務局までお知らせ
ください。

6．お申込み・お問合せ先
【第 29 回日本動物実験代替法学会 運営事務局】
株式会社 JTB ビジネスサポート九州 ICS 営業部
担当: 上屋（ウワヤ）、小野（オノ）
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 6Ｆ
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: 29jsaae@kys.jtb.jp

協賛金募集要項
１．協賛名称
第 29 回日本動物実験代替法学会

協賛金

２．募集期間
2015 年 7 月 1 日（水）～2016 年 8 月 31 日（水）
※締め切り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、詳細は運営事務局までお問い合わせ
ください。
３．協賛金額
1 口 50,000 円より
４．協賛特典
・抄録集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
・1 口につき 1 名様を本大会へご招待いたします（懇親会を含む）。
５．協賛金の使途
第 29 回日本動物実験代替法学会の開催・運営費に充当する
６．協賛金募集責任者
大戸 茂弘 第 29 回日本動物実験代替法学会 会長
（九州大学大学院薬学研究院 研究院長・教授）
７．協賛金振込口座
銀行名：福岡銀行
支店名：県庁内支店（店番２１３）
口座番号：（普）１１７５６４１
口座名義：第２９回日本動物実験代替法学会 事務局代表 小柳 悟
フリガナ：ダイニジユウキユウカイニホンドウブツジツケンダイタイホウ
ガツカイ ジムキヨクダイヒヨウ コヤナギ サトル
8. 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、お送りいただくとともに、記載の
口座へお振込みください。お申込書をご送付いただかずにご入金をされますと、事
務局での照合が困難となりますので、大変お手数ですが申込書を必ずお送りくださ
い。
9．お申込み・お問合せ先
【第 29 回日本動物実験代替法学会 運営事務局】
株式会社 JTB ビジネスサポート九州 ICS 営業部
担当: 上屋（ウワヤ）、小野（オノ）
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 6Ｆ
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: 29jsaae@kys.jtb.jp

商業展示募集要項
1．展示概要
会場：
開催日：
開催時間：

九州大学医学部 百年講堂・交流ホール
2016 年 11 月 17 日 (木)～18 日(金)
2016 年 11 月 17 日（木）10:00～18:00(予定)
2016 年 11 月 18 日（金）9:00～15:00(予定）
搬入：
2016 年 11 月 16 日（水）18:00～20:00(予定)
搬出：
2016 年 11 月 18 日（金）15:00～17:00(予定）
募集小間数： 1５小間
出展料：
＜パッケージ渡し＞
\110,000／ 1 小間（間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.1m）（税込）
※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
予めご了承下さい。2 報で詳細はご案内いたします。

2．小間仕様 ＜パッケージ渡し＞
・バックパネルにはベニアパネルを使用。
・高さ 2100 ㎜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 ㎜×900 ㎜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、予めご了承下さい。
・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 ㎜×D900 ㎜×H700 ㎜）
※机が不要な場合は予め展示事務局へ机不要の指示をお願い致します。
1800 ㎜
蛍光灯

社名版
（200 ㎜×900 ㎜）

2100 ㎜

2 口コンセント（300W）
900 ㎜
机（白布付き）
(Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ700)

3．出展料のお支払い
（1） 申込書が展示事務局に到着後、出展料請求書を発行いたします。
（2） 請求書をお受け取りになられましたら、2 週間以内に指定の口座に出展料を
お振込み下さい。その際、振込み手数料はご負担願います。
(3) 入金確認をもって出展申込の正式受理とさせて頂きます。
4．出展申込の解約
出展申込の正式受理後は、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。
5．出展特典
・抄録集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
6．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、補償等の責任は主催
者側では負いかねますので予めご了承くださいませ。
7．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下さ
い。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下さ
い。
※場所の決定に関しましては、主催者に一任下さいますよう､お願い致しま
す。
※締切後に小間の配置その他のご案内を含めた第 2 報を配信致します。
8．お申込み締切日
2016 年 8 月 31 日（水）
※但し、予定小間数に達し次第締め切らせていただきます。
9．お申込み・お問合せ先
【第 29 回日本動物実験代替法学会 運営事務局】
株式会社 JTB ビジネスサポート九州 ICS 営業部
担当: 上屋（ウワヤ）、小野（オノ）
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 6Ｆ
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: 29jsaae@kys.jtb.jp

共催セミナー募集要項
1. 開催日時
2016 年 11 月 17 日（木）・18 日（金）

12:00～13:00（予定）

2. 共催セミナー会場使用（予定）
日にち
時間
会場
施設
2016 年 11 月 17 日 12:00百年講堂 1 階大ホール
第 1 会場
(木)
13:00
(シアター570 席)
2016 年 11 月 18 日 12:00百年講堂 1 階大ホール
第 1 会場
(金)
13:00
(シアター570 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
1 枠 750,000 円

（税込）

4．開催経費に含まれるもの
・会場費 ・メーカー控室（共同） ・座長席
・スクリーン（メイン）
・PC プロジェクター（メイン） ・卓上ライト ・マイク
・レーザーポインター ・会館設備代（音響システム、照明） ・音響人件費
※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。各社にてご負担下さいます様お願い致します。
a．飲食物（昼食・軽食等）
飲食物の手配個数につきましては各社に御一任致します。
（料金は事前に御連絡をさせて頂きます）
b．講師謝礼／交通費
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。
c．看板
会場前看板・誘導看板をご希望の場合は、各社様にてご負担お願い致します。
d．運営スタッフ
資料・飲食配布・アナウンス・照明・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、手配依頼書へご記入お願い致します。
※PC オペレーターは会場内におります。

e．制作物
演者・座長の前垂れ（氏名掲示）、告知チラシ、プログラム等は御社でご準備下
さい。運営事務局でも制作可能ですので、ご必要な場合はご相談下さい。
（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下さい。）
f．営業管理費
共催セミナー進行管理費として、実費経費の 15％を請求させていただきます。
6．請求書に関して
請求書の発行は経理処理の都合上、下記のようになります。予めご了承ください。
＜開催経費に関して＞・・・ 主催者からの発行
＜実費分に関して＞ ・・・ 運営事務局からの発行
（飲食、看板、スタッフ手配等開催経費に含まれないもの）
※開催日等が決定次第、開催経費の請求書を発行させていただきます。
尚、お弁当等の実費につきましては会期終了後のご請求となります。
7．プログラム編成
テーマ、座長、講演者については主催者と協議の上、ご決定ください。
8. 開催日、開催会場選定
主催者と協議の上、ご決定ください。
9．共催名称
各企業名／○○○○○○○○○○○
第 29 回日本動物実験代替法学会
10. 申込締切日
2016 年 8 月 31 日（水）
11. 申込・お問合せ先
別添共催セミナー申込書に必要事項をご記入の上、締切期日内にお申込み下さい。
【第 29 回日本動物実験代替法学会 運営事務局】
株式会社 JTB ビジネスサポート九州 ICS 営業部
担当: 上屋（ウワヤ）、小野（オノ）
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル 6Ｆ
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: 29jsaae@kys.jtb.jp

