
ランチョンセミナー

ランチョンセミナー1 6月16日（水）　12:15～13:15　第2会場

Transgenic mouse models for carcinogenicity testing and historical control 
database of spontaneous tumors in transgenic mice

 第1部 Introduction to mammalian toxicology and transgenic mouse models for 
carcinogenicity testing
Robert YOUNG（BioRliance）

 第2部 Historical control database of spontaneous tumors in transgenic mice
Madhav PARANJPE（BioReliance）

共催：BioReliance

ランチョンセミナー2 6月16日（水）　12:15～13:15　第3会場

  Signifi cance of pathology evaluation in endocrine disruptor testing
  内分泌影響物質の評価における病理学検査

Klaus WEBER（ハーランラボラトリーズ（スイス））

共催：ハーランラボラトリーズ（株）

ランチョンセミナー3 6月16日（水）　12:15～13:15　第4会場

  Intravenous infusion dosing: Considerations when selecting the optimal 
technique
Jennifer SHEEHAN（Huntingdon Life Sciences Inc.）

共催：ハンティンドン ライフサイエンス（株）

ランチョンセミナー4 6月16日（水）　12:15～13:15　第5会場

Behavior and effects of nanoparticles or nanofi bers after deposition in the 
respiratory tract: Actual status of results in animal studies
呼吸器官に沈着したナノ粒子，ナノ繊維の動態と影響：動物試験による実証
Otto CREUTZENBERG（Chief Scientist of Inhalation Toxicology & Chemical Risk Assessment, 
Fraunhofer Institute for Toxicology & Experimental Medicine（フラウンホーファー ITEM））

共催：フラウンホーファーITEM



ランチョンセミナー5 6月17日（木）　12:15 ～13:15　第2会場

 第1題 ArrayScanTMの新機能の紹介と毒性試験への最新の応用例
サーモフィッシャーサイエンティフィック

 第2題 新製品ToxInsightTM ハイコンテントイメージングによるin-vitro毒性プロファイル
サーモフィッシャーサイエンティフィック

共催：サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）

ランチョンセミナー6 6月17日（木）　12:15～13:15　第3会場

  Regulatory considerations in the conduct of core battery safety pharmacology: 
How to improve study designs in the current context?
Simon AUTHIER（Head of Veterinary Services, LAB Research Inc.）

共催：LAB Research Inc.

ランチョンセミナー7 6月17日（木）　12:15～13:15　第4会場

  医薬品開発をめぐる小児の医療現場の問題点
小嶋 純（国立育成医療センター  臨床研究センター）

共催：（株）スリーエス・ジャパン

ランチョンセミナー8 6月17日（木）　12:15～13:15　第5会場

  カニクイザルからのBウイルス感染リスク回避への挑戦
  Challenge to avoid risks of herpes B-virus infection from cynomolgus monkeys

吉川 泰弘（東京大学大学院  農学生命科学研究科）

共催：（株）イナリサーチ

ランチョンセミナー9 6月18日（金）　11:45～12:45　第2会場

  細胞エネルギー代謝評価を用いた毒性試験へのアプローチ

 第1題 新しい細胞外フラックス解析技術のご紹介
（Seahorse Bioscience社　細胞外フラックスアナライザーXFシリーズ）
佐坂 真一（プライムテック（株）  バイオサイエンス事業部  アプリケーションスペシャリスト＆セールス）

 第2題 Mitochondrial toxicity test in drug-development
田村 幸太朗（アステラス製薬（株）  研究本部  安全性研究所  分子毒性研究室 主任研究員）

共催：プライムテック（株）



ランチョンセミナー10 6月18日（金）　11:45～12:45　第3会場

  The use of minipigs in safety testing of new medicines and chemicals
Warren HARVEY（Charles River Laboratories Preclinical Services, Edinburgh）

共催：チャールス・リバー・ラボラトリーズ・サービス（株）

ランチョンセミナー11 6月18日（金）　11:45～12:45　第4会場

  霊長類を用いたモノクローナル抗体のPPND試験
尾根田 暁（SNBL USA, Ltd.）

共催：（株）新日本科学

ランチョンセミナー12 6月18日（金）　11:45～12:45　第5会場

  Innovations in applied neurosciences for regulatory safety assessment
Eddie SLOTER（ Assistant Director Development and Reproductive Toxicology, 

WIL Research Laboratories, LLC）

共催：WIL Research Laboratories, LLC

イブニングセミナー

イブニングセミナー1 6月16日（水）　17:00～18:00　第3会場

  Changes in the global regulatory environment: How to assure robust 
development strategies 
Chris SPRINGALL（ Global Chief Scientifi c Offi  cer, Toxicology, Nonclinical Safety 

Assessment Covance Laboratories Ltd., U.K.）

Gerhard WEINBAUER（ Global Chief Scientifi c Offi  cer, Developmental and Reproductive 
Toxicology, Nonclinical Safety Assessment
Covance Laboratories GmbH, Germany）

共催：コーヴァンス・ジャパン（株）

イブニングセミナー2 6月16日（水）　17:00～18:00　第5会場

  ラット血液における新規肝毒性由来遺伝子マーカー候補の探索 ～miRNAの有用性～
中津 則之（（独）医薬基盤研究所  基盤研究部  トキシコゲノミクス・インフォマティクスプロジェクト）

共催：アジレント・テクノロジー（株）


