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ご挨拶 

 
日本動物実験代替法学会は、1987年に（故）菅原努先生が発起人となって設立され

た日本動物実験代替法研究会が 1989 年に学会として発足し、例年開催の年大会も回

を重ね、本年 12月 10日(木)～12月 12日(土)、横浜にて第 28回大会を開催する運び

となりました。 

本学会は、産・官・学・民の幅広い分野から多くのご支援をいただきながら、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

を目的として、学会誌発行、研究会開催、代替試験法のバリデーションとその支援、

海外関連団体との交流、研究補助金のサポートなど、幅広い活動を展開してきました。 

4 半世紀にわたる代替試験法研究は、近年の科学技術の進歩を取り込んだ細胞レベ

ル、分子レベルでの変化や in silico（化学構造相関）による毒性予測など、多面的

な毒性変化を標的とした試験法の開発へと大きく変わろうとしております。 

本学会における研究内容は、当初は化粧品の安全性に関わる眼刺激性や皮膚刺激性

などの局所毒性に関する代替法開発が主流でしたが、近年は OECD を中心として、毒

性発現のメカニズムに基づく代替法の開発が強く望まれている状況でもあります。ま

た、動物を用いる毒性試験の中でもより複雑で、難易度の高い生殖発性毒性や免疫毒

性、発がん性などに関する試験についても、その毒性発現のエンドポイントを押さえ

た試験法を組み合わせることにより、予測性の高い代替試験法の開発を進めなければ

なりません。 

このような状況で迎える第 28 回大会では「考・動物実験代替試験法の今とこれか

ら」をテーマとして、化粧品、医薬品、工業化学物質、環境汚染物質、農薬など、様々

な分野に関わる毒性物質をより高精度、高感度に予測するための代替試験法開発の現

状、毒性メカニズムの研究、実験動物福祉に関わる諸問題など、産官学いずれの研究

者の皆様にも興味を持っていただける内容を企画しております。日本動物実験代替法

学会の目的に沿って、国際的な要請でもあります実験動物福祉に関わる代替試験法の

開発推進と普及のために、参加者の皆様に代替試験法開発状況を再確認していただく

ととともに将来の展望も含めて活発に議論して頂く機会としたいと考えております。 

本大会の趣旨をご理解いただき、是非皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

平成 27年 3月吉日 

日本動物実験代替法学会  

第 28回大会  

大会長 山影康次 
  



大会概要とご協賛のお願い 

 
1. 名称：日本動物実験代替法学会第 28回大会 

2. 会期：2015年 12月 10日（木）～12月 12日（土） 

3. 会場：ワークピア横浜（神奈川県横浜市中区山下町 24‐1） 

4. プログラム予定： 

シンポジウム、一般発表（口頭発表、ポスター発表）、国際交流、ランチョ

ンセミナー、企業展示 

5. 参加予定者：約 500名 

6. 大会事務局：一般財団法人食品薬品安全センター 秦野研究所内 

事務局長：山崎晶次郎  

E-mail: jsaae-28@fdsc.or.jp FAX:0463-82-9627 TEL: 0463-82-4751 

7. 経費概要 

収入の部 参加費： 300万 学会補助： 150万 

 広告展示： 100万 協賛： 150万  

 総額： 700万円 
 

支出の部 会場費： 300万 要旨集等印刷：100万 

 演者招聘： 100万 運営人件費：50万 

 大会運営費・事務連絡費：150万         

 総額： 700万   

 

8. ご協賛のお願い 

本大会開催に必要な経費として、約 700万円を予定しております。本来な

らばこれらの経費は参加者の参加費で賄うべきでありますが、大会の予算

からその金額は個人の限界を超えるものであり、必要な経費の一部は諸団

体、法人様からのご寄付に頼らざるを得ない状況にあります。経費を可能

な限り切り詰めて開催する予定ではございますが、なにとぞこのような事

情をご賢察のうえ第 28 回大会の開催にご賛助賜りますよう、切にお願い

申し上げます。 

 

平成 27年 3月吉日 

日本動物実験代替法学会  

第 28回大会  

大会長 山影康次 

  



ご協賛お申込みのご案内 
 

目的： 日本動物実験代替法学会第 28回大会の準備及び運営資金の補助 

 

協賛金： 1 口 50,000 円（できましたら 2 口以上でお願いします） 
 
申込み方法： 協賛金申込書をご記入の上、2015 年 10 月 9 日までに大会事務局へ E-mail または

FAX にてお申込みください。なお、大変恐縮ですが、振込費用は各自ご負担いた

だきますようお願い致します。 
 

（一財）食品薬品安全センター 秦野研究所 
日本動物実験代替法学会第 28 回大会事務局 
事務局長：山崎晶次郎 
E-mail:  jsaae-28@fdsc.or.jp  
FAX: 0463-82-9627     TEL: 0463-82-4751  

 
振込先： 銀行名称：スルガ銀行 秦野支店 

普通預金 口座番号：3467859 
口座名称：日本代替法学会第 28 回大会 代表 山影康次 

 
特典： 要旨集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 

 一社につき一名様を本大会（懇親会は含まない）へご招待致します。 
 
 

協賛金申込書 

●金：            円也（口数：   ）  

●お申し込み日：            年    月    日 

●御社名：                               

●御所属：                               

●御芳名(御担当者名)：                          

●御住所：〒                              

     TEL:                        E-mail:                          

●ご入金予定日：            年    月    日 

●請求書の有無（どちらかを○で囲んでください）：  必要  不要 
  



要旨集への広告お申込みのご案内 
 

掲載冊子： 日本動物実験代替法学会第 28回大会 プログラム・要旨集 

(冊子サイズ：A4版） 

 

掲載費用： モノクロ半ページにつき  30,000 円 
 モノクロ 1 ページにつき  50,000 円 
 前または後表紙の裏（モノクロ 1 ページ） 100,000 円 
 
申込み方法： 広告掲載申込書をご記入の上、2015 年 10 月 9 日までに大会事務局へ E-mail また

は FAX にてお申込みください。詳細につきましては、広告掲載申込書受領後にご

連絡いたします。なお、大変恐縮ですが、振込費用は各自ご負担いただきますよう

お願い致します。 
 

（一財）食品薬品安全センター 秦野研究所 
日本動物実験代替法学会第 28 回大会事務局 
事務局長：山崎晶次郎 
E-mail:  jsaae-28@fdsc.or.jp  
FAX: 0463-82-9627     TEL: 0463-82-4751  

 
振込先： 銀行名称：スルガ銀行 秦野支店 

普通預金 口座番号：3467859  
口座名称：日本代替法学会第 28 回大会 代表 山影康次 

 
特典： 要旨集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 

 

広告掲載申込書 

●お申し込み日：            年    月    日 

●御社名：                               

●御所属：                               

●御芳名(御担当者名)：                          

●御住所：〒                              

     TEL:                        E-mail:                          

●広告サイズ(○で囲んでください)： 半ページ  １ページ  表紙の裏 

●ご入金予定日：            年    月    日(入金額：       円) 

●請求書の有無（どちらかを○で囲んでください）：  必要  不要 



 
バナー広告お申込みのご案内 

 
掲載 HP： 日本動物実験代替法学会第 28回大会 HP 

 HP開設（2015年 5月予定）以降～HP閉鎖時までの掲載となります。 
 

掲載費用： 50,000 円 
 
申込み方法： バナー広告掲載申込書をご記入の上、大会事務局へ E-mail または FAX にてお申込

みください。詳細につきましては、バナー広告掲載申込書受領後にご連絡致します。

なお、大変恐縮ですが、振込費用は各自ご負担いただきますようお願い致します。 
 

（一財）食品薬品安全センター 秦野研究所 
日本動物実験代替法学会第 28 回大会事務局 
事務局長：山崎晶次郎 
E-mail:  jsaae-28@fdsc.or.jp  
FAX: 0463-82-9627     TEL: 0463-82-4751  

 
振込先： 銀行名称：スルガ銀行 秦野支店 

普通預金 口座番号：3467859 
口座名称：日本代替法学会第 28 回大会 代表 山影康次 

 
特典： 要旨集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 

 

バナー広告掲載申込書 

●お申し込み日：            年    月    日 

●御社名：                               

●御所属：                               

●御芳名(御担当者名)：                          

●御住所：〒                              

     TEL:                        E-mail:                          

●ご入金予定日：            年    月    日(入金額：       円) 

●請求書の有無（どちらかを○で囲んでください）：  必要  不要 
  



企業展示お申込みのご案内 
 

会期： 2015年 12月 10 日(木)～12月 12日(土) 

会場： ワークピア横浜（神奈川県横浜市中区山下町 24‐1） 

TEL：045‐664‐5252    URL：http://www.workpia.or.jp/ 
 

展示形式と出展料(学会開催期間中)： 

 テーブル・クロス/小間  50,000 円 
 パネル・テーブル・クロス/小間  80,000 円 

    大型機器等の設置により電源増設が必要な際、別途、料金が発生する場合が 
    ございます。事前に使用ワット数等をご連絡ください。 
    (小間スペースの詳細は決まり次第お知らせ致します) 

 
申込み方法： 企業展示申込書をご記入の上、2015 年 10 月 9 日までに大会事務局へ E-mail また

は FAX にてお申込みください。なお、大変恐縮ですが、振込費用は各自ご負担い

ただきますようお願い致します。 
 

（一財）食品薬品安全センター 秦野研究所 
日本動物実験代替法学会第 28 回大会事務局 
事務局長：山崎晶次郎 
E-mail:  jsaae-28@fdsc.or.jp  
FAX: 0463-82-9627     TEL: 0463-82-4751  

 
振込先： 銀行名称：スルガ銀行 秦野支店 

普通預金 口座番号：3467859 
口座名称：日本代替法学会第 28 回大会 代表 山影康次 

 
特典： 要旨集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 
 

企業展示申込書 

●お申し込み日：            年    月    日 

●御社名：                               

●御所属：                               

●御芳名(御担当者名)：                          

●御住所：〒                              

     TEL:                        E-mail:                          

●小間数とパネル：数：  小間、パネル(○で囲んでください)： 必要  不要 

●ご入金予定日：            年    月    日(入金額：       円) 

●請求書の有無（どちらかを○で囲んでください）：  必要  不要 



物品提供お申込みのご案内 
 

会期： 2015年 12月 10 日(木)～12月 12日(土) 

会場： ワークピア横浜（神奈川県横浜市中区山下町 24‐1） 

TEL：045‐664‐5252    URL：http://www.workpia.or.jp/ 
 

ご提供内容： ソフトドリンク、レポート用紙、ボールペン等、具体的にご提供内容および個数を

ご提示下さい。 
 
申込み方法： 物品提供申込書をご記入の上、2015 年 10 月 9 日までに大会事務局へ E-mail また

は FAX にてお申込みください。なお、大変恐縮ですが、振込費用は各自ご負担い

ただきますようお願い致します。 
（一財）食品薬品安全センター 秦野研究所 
日本動物実験代替法学会第 28 回大会事務局 
事務局長：山崎晶次郎 
E-mail:  jsaae-28@fdsc.or.jp  
FAX: 0463-82-9627     TEL: 0463-82-4751  

振込先： 銀行名称：スルガ銀行 秦野支店 

普通預金 口座番号：3467859 
口座名称：日本代替法学会第 28 回大会 代表 山影康次 

 
特典： 要旨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を一緒に配付できるように致します。 

 
その他： ご提供品は、11 月末日までに事務局までご郵送ください。なお、大変恐縮ですが、

送料はご負担願います。 

 

物品提供申込書 

●お申し込み日：            年    月    日 

●御社名：                               

●御所属：                               

●御芳名(御担当者名)：                          

●御住所：〒                              

     TEL:                        E-mail:                          

●ご提供内容：                  

                         （数量：      ）                              



ランチョンセミナー募集のご案内 
 

開催日： 2015年 12月 11 日(金)または 12月 12日(土)のランチタイム 

会場： ワークピア横浜（神奈川県横浜市中区山下町 24‐1） 

TEL：045‐664‐5252    URL：http://www.workpia.or.jp/ 
 

費用： 大会場（～500 名収容）  300,000 円(ランチ代は含みません) 
 小会場（～100 名収容）  200,000 円(ランチ代は含みません) 
 
申込み方法： ランチョンセミナー申込書をご記入の上、2015 年 10 月 9 日までに大会事務局へ

E-mail または FAX にてお申込みください。なお、大変恐縮ですが、振込費用は各

自ご負担いただきますようお願い致します。また、上記費用は会場使用費用のみと

なりますので、セミナー当日の運営およびランチについては各自でご準備いただき

ますようお願い致します。なお、会場でのお弁当手配をご希望の方は斡旋いたしま

すのでお申し出ください。 
 

（一財）食品薬品安全センター 秦野研究所 
日本動物実験代替法学会第 28 回大会事務局 
事務局長：山崎晶次郎 
E-mail:  jsaae-28@fdsc.or.jp  
FAX: 0463-82-9627     TEL: 0463-82-4751  

 
振込先： 銀行名称：スルガ銀行 秦野支店 

普通預金 口座番号：3467859 
口座名称：日本代替法学会第 28 回大会 代表 山影康次  

特典： 要旨集に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。 
 

ランチョンセミナー申込書 

●お申し込み日：            年    月    日 

●御社名：                               

●御所属：                               

●御芳名(御担当者名)：                          

●御住所：〒                              

     TEL:                        E-mail:                          

●希望開催日と会場：12 月   日、会場(○で囲んでください)： 大  小   

●ご入金予定日：            年    月    日(入金額：       円) 

●請求書の有無（どちらかを○で囲んでください）：  必要  不要 
 


