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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
大会組織委員（プログラム企画）： 

板垣 宏（資生堂） 大野泰雄（国立衛研） 小野 宏（秦野研究所） 
黒澤 努（大阪大学） 小島 肇（メナード） 田中憲穂（秦野研究所） 
二宮博義（麻布大学） 林 眞（国立衛研） 

 
事務局： 〒257-8523 神奈川県秦野市落合 729-５ 

（財）食品薬品安全センター秦野研究所（事務局長：山影康次） 
TEL: 0463-82-0773, Fax: 0463-82-9627, e-mail: jsaae-19th@fdsc.or.jp 

 



日本動物実験代替法学会第 19 回大会開催要領 

期     間： 2005年 12 月 1 日（木）～2日（金） 
 

場     所： フォーラム 246 

 〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田 350 番地 

 小田急線 愛甲石田駅 北口徒歩 7分 

 Tel: 0463-96-3711, Fax: 0463-96-3707,  

 Home page: http://www.oij.co.jp 
 

大会参加費： 会員（事前登録） 5,000 円 （当日登録） 7,000 円 

 非会員（事前登録） 7,000 円 （当日登録） 9,000 円 

 学生（事前・当日に関わらず）  2,000 円 

 事前登録は 10 月末とし、11 月 1 日以降は当日登録費用を振込願います。 
 

懇 親 会： 12 月 1 日（木） 18:00～ フォーラム 246 
 

懇親会参加費： 会員・非会員 6,000 円 （当日登録） 7,000 円 

 学生 3,000 円 （当日登録） 3,500 円 
 

振  込  先： 下記の銀行口座にお振り込み下さい。 

 みずほ銀行 秦野出張所（母店：厚木北支店）  

 普通預金 口座番号：1889836 

 振込先：19 ｶｲ ｼﾞｪｲｴｽｴｲｴｲｲｲ  ﾀﾅｶ ﾉﾘﾎ（19th JSAAE 代表 田中憲穂） 

 領収書とネームカードは兼用です。別に領収書が必要な場合は、参加申込書

にその旨記載願います。 

申込み方法： 

一般演題： すべてオンライン申込みとしますので、日本動物実験代替法学会ホームペー

ジ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsaae/）から参加申込書、演題申込書および

抄録用紙（和文と英文）をダウンロードし、大会事務局まで２つの申込書と

抄録をe-mailで送付下さい（申込書：Excel、抄録：MS Word）。 
 一般演題はポスター発表のみとし、ポスター前での説明・質疑応答の時間を

設定します。一般演題で優れた発表には、「ゴールデンプレゼンテーション賞」

が授与されます。 

大会参加： 大会参加のみの場合は上記の日本動物実験代替法学会ホームページから参加
申込書をダウンロードし、大会事務局まで e-mail で送付下さい。e-mail ア

ドレスのない方のみ、同封の用紙に記入のうえ大会事務局へ Fax 願います。 

申込み先： 財団法人 食品薬品安全センター 秦野研究所内 

 日本動物実験代替法学会 第 19 回大会会長 田中憲穂 

   Fax：0463-82-9627      e-mail: jsaae-19th@fdsc.or.jp 

〆  切： 一般演題申込みは 2005 年１0 月 20 日 

 大会参加の事前お申込みは 2005 年 10 月末日(当日でも可） 

 



第 19 回日本動物実験代替法学会大会プログラム 

 
12 月 1 日（木） 12 月 2 日（金） 

 受付・登録 

9:00 
 

受付・登録 

 

10:00 
 

 

市民公開フォーラム (9:00～11:00) 

獣医学部学生が考える代替法教育 

座長：黒澤 努 (阪大) 

   後藤江梨子 (日大) 

11:00 
 

 

シンポジウム-1 (9:30～11:50) 

発がん性試験の代替を目指す最新の展

開 

座長：林 眞 (国立衛研) 

   田中憲穂（食薬セ・秦野研） 

    
ポスター発表 (11:00～12:00) 

12:00 
 

 

昼食 

(評議委員会) 

昼食 

13:00 
 総会 (13:00～13:45) 

 

14:00 
 

学会賞、論文賞授賞式 ゴールデン・プ

レゼンテーション賞表彰式等 

(13:45～14:30) 

 

15:00 
 

シンポジウム-2 (13:00～15:15) 

代替法最前線：In Vitro Toxicology の

ブレークスルーを目指して 

(SCOT 特別研究 資生堂協賛) 

座長：佐藤温重 (昭和大) 

   板垣 宏 (資生堂) 

 

16:00 
 

シンポジウム-3 (14:30～16:40) 

感作性試験代替法の現状 

座長：相場節也 (東北大) 

   小島 肇 (メナード) 

 

17:00 
 

 

JaCVAM 設立記念講演会 (15:30～17:50)

-代替法の国際協調- 

座長：Dr. L. Schechtman (ICCVAM) 

    

   

18:00 
 

20:00  

懇親会 (18:00～） 

 

 

  



12 月 1 日（受付 8:30－） 
 

 シンポジウム 1（9:30-11:50） 

発がん性試験の代替を目指す最新の展開  

 座長： 林 眞（国立衛研）、田中憲穂（食薬セ・秦野研） 

 
変異原処理による in vivo/in vitro 遺伝子発現  

鈴木孝昌（国立衛研） 
遺伝子改変マウスを用いた化学物質の発がん性評価  

 三森国敏○、岡村美和、金美蘭（東京農工大） 
ヒト型遺伝毒性試験と、ヒト発がん性の予測  

本間正充（国立衛研） 
プロテオミクス技術に基づく化学物質のプロファイリング  

山中秀徳○、須藤良久、大塚雅則、矢可部芳州（化評研）、斎藤幸一、住田佳代 
（住友化学）、関島 勝、中山光二（三菱安科研）、白井智之（名市大） 

Bhas42細胞を用いるイニシエーター/プロモーターの検出 
浅田 晋○、佐々木澄志、田中憲穂、梅田 誠（食薬セ・秦野研） 

発がん性試験の代替法:ECVAMでの Prevalidation Studyの現状 
梅田 誠○、佐々木澄志、田中憲穂（食薬セ・秦野研） 

 

 昼食（12:00-13:00） 

 

 シンポジウム 2（13:00-15:15） [SCOT特別研究 資生堂協賛] 

代替法最前線：In Vitro Toxicology のブレークスルーを目指して 

座長： 佐藤温重（昭和大）、板垣 宏（資生堂） 
挨拶と趣旨説明    

 佐藤温重（昭和大） 
単回投与毒性試験代替法の開発及び皮膚モデルを用いる小核試験法の開発 

 田中憲穂（食薬セ･秦野研） 
QSAR（定量的構造活性相関）を用いた経皮吸収性予測に関する検討                    

 山下富義（京都大） 
代替法への応用を目的とする皮膚の薬物代謝研究  

                   吉田武美（昭和大） 
抗原提示細胞機能の解析                  

相場節也（東北大） 
THP-1細胞（ヒト単球由来株化細胞）を用いた in vitro皮膚感作性試験法の開発            

 足利太可雄（資生堂） 
               

  



 日本代替法評価センター（JaCVAM）設立記念講演 （15:30-17:50） 

代替法の国際協調  

 座長： Dr. L. Schechtman (ICCVAM）、（JaCVAM 関係者：未定） 

 （予定演者） 
 長尾 拓（国立衛研） 

Dr. Yasuo Ohno (NIHS) 
Dr. Leonard Schechtman (ICCVAM)        
Dr. Thomas Hartung (ECVAM)       
Dr. Manfred Liebsch (ZEBET)    
韓国からの研究者 
中国からの研究者  
 

 
懇親会（フォーラム 246 18:00－） 

 

  



12 月 2 日 
 

 市民公開フォーラム（9:00-11:00） 

獣医学部学生が考える代替法教育        座長： 黒澤 努（阪大）、後藤江梨子（日大） 

  －立案中－ 
 

 ポスター発表（11:00-12:00） 

 

 昼食（12:00-13:00） 

 

 総会（13:00-13:30） 

 

 功労賞授賞式・ゴールデンプレゼンテーション賞表彰式（13:30-14:30） 

  

 シンポジウム 3（14:30-16:40）

感作性試験代替法の現状  座長： 相場節也（東北大）、小島 肇（メナード） 

 
皮膚アレルギーの臨床         相場節也（東北大）   
感作性試験代替法の概要         Dr.Basketter（Unilever）  
事例：LLNA-DA及び LLNA-BRDU法について 金澤由基子（食薬セ・秦野研） 
事例：細胞を用いる試験法       坂口 斉（花王） 
事例：蛋白結合性を指標とする試験法  中村洋介（住友化学） 
事例：毒性予測ソフト-1:TOPKAT      谷地敏行（アクセルリス） 
事例：毒性予測ソフト-2:DEREK     長谷川栄一（CTC） 
 

 

 閉会 

 

  



講演要旨作成要領： 

1) 一般演題は、すべてポスター発表となります。 
2) 日本動物実験代替法学会ホームページ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsaae/）の指定用紙（ペ
ージ設定の変更はしないでください）を用いて、和文要旨と英文要旨を準備ねがいます。 

3) 一般演題は、すべて電子メールによるオンライン申し込みとします。 
4) 要旨作成上の注意事項は以下の通りです。 
・ワードプロセッサはMS-Wordのみとします。 
・使用フォントはWindowsではMSP明朝、Macintoshでは平成明朝とします。 
・和文および英文とも A4用紙１枚以内（字数制限なし）とし、それぞれ表題、著者名、所
属を書いてください。 
・要旨本文は、「目的」Objective-、「材料と方法」Materials and Methods-、「結果と考察」

Results and Discussion-、参考文献 References-を項目ごとに書いてください。 
・英文抄録はそのまま Alternative to Animal Testing and Experimentation (AATEX)に掲
載します。英文は、学会誌の権威を保つためにもあるいはせっかくの成果を正確に伝える

ためにも、できるだけ native speaker等にチェックしてもらってください。 
5) 演題申込書も同時に提出してください。なお、希望演題分類（下表参照）を演題申込書に忘
れずに記入してください。 
１．毒性病理 ２．発癌性 ３．生殖・発生毒性 ４．免疫毒性 
５．局所刺激性 ６．器官毒性 ７．細胞試験 ８．試験管内試験 
９．3R 10．データ処理 11．コンピュータ 12 その他 

 
一般演題申込〆切： ２００５年 10 月 20 日(延長しました) 

要旨・演題申込書・参加申込書の送り先：  第 19 回日本動物実験代替法学会 大会事務局 
 e-mail：jsaae-19th@fdsc.or.jp 

 
ポスター作成・展示・説明要領： 

1) ポスターは学会期間中を通して展示します。 
 展示会場：講演会場の 246ホール入り口周囲です。 
 受付開始：12月 1日 9時 30分～（受付時にテープ、リボンをお渡しします） 
 展示開始：12月 1日 10時～  
 展示終了：12月 2日 ～13時 
2) 展示物は幅 120 cm、高さ 180 cm以内のポスターを作成し、壁面にテープで貼って頂きま
す。 

3) 演題番号は大会事務局で用意しますので、指定の場所に展示願います。 
4) 12月 2日は、数グループに分けてポスター前で説明・質疑応答の時間を 8分程度設定し
ます。発表者はリボンをつけて、ポスター前で説明願います。また、ポスター発表の時

間内はご自分のポスター前での説明をお願いします。 

5) 展示終了後は速やかに撤去願います。リボンは受付に返却願います。 

6) 優れた発表には、「ゴールデンプレゼンテーション賞」が授与されます。 

  



フォーラム 246 宿泊申込のご案内 

 

大会会場のフォーラム 246 に宿泊施設がありますので宿泊をご希望される方を募集致します。 

部屋はすべてツインです。 

宿泊をご希望される方は、下記事項を確認のうえ、申込書を大会事務局まで返信願います。 

 

 

宿泊料金： お一人で宿泊の場合は一泊 13,400円です。 
 お二人でご利用の場合は、お一人様一泊 8,500円です。 
 いずれも食事なしの費用です。朝食（バイキング）をご希望の場合は別途 900

円が必要となります。なお、朝食については、当日申込も可能です。 

 

申込方法： 日本動物実験代替法学会ホームページ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsaae/）から
フォーラム 246宿泊申込書をダウンロードし、大会事務局までe-mailで送付下
さい。 

 e-mail アドレスのない方のみ、同封の用紙に記入のうえ大会事務局へ Fax 願

います。 

 

申込〆切： 2005年 10月 20日までに申込下さい。ただし、数に限りがありますので、申
し訳ありませんが先着順に受付致します。もし、満室になった場合は折り返し

連絡致します。 

  


