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2018 年 製薬放射線研修会のご案内
（第 20 回製薬放射線コンファレンス総会）
Pharmaceutical Radiation Conference Annual Meeting 2018
in Tokyo－Kawasaki
2018 年の製薬放射線研修会は、6 月 14 日に東京にて開催いたします。また、翌
15 日には、川崎市殿町国際戦略拠点キングスカイフロントに昨年開設された日本ア
イソトープ協会川崎技術開発センターを中心に複数の施設見学を予定しております。
今回の研修会では、原子力規制庁担当官による「放射線障害予防規程に定めるべ
き事項に関するガイド」の解説を中心とした放射線規制の最新情報のほか、京都大
学病院 RI 施設の火災事例の報告、新薬開発における最近の RI 試験の傾向について
の講演を予定しています。さらに初の試みとして、原子力規制庁担当官にオブザー
バーとして参加して頂き、各事業所で検討されているガイドに沿った予防規程変更
についての意見交換会を計画しています。
2 日目には川崎市殿町国際戦略拠点キングスカイフロントに昨年開設された日本
アイソトープ協会川崎技術開発センターを中心に、ナノ医療イノベーションセンタ
ー、実験動物中央研究所、国立医薬品食品衛生研究所の見学会を開催致します。
今回の研修会および見学会が、今後、皆様が RI 管理を行っていく上で、少しでも
お役に立てば幸いです。研修会実行委員会および製薬放射線コンファレンス世話人
会の全員で、皆様のご参加を心からお待ちしております。
平成 30 年 4 月
2018 年製薬放射線研修会
実行委員長 田中智子
世話人代表 大河原賢一
≪参加される皆様へのお願い≫
本研修会では、クールビズの推奨およびリラックスした雰囲気での有意義な情報交換を促進するた
め、ノーネクタイ等カジュアルな服装での参加を呼び掛けております。当日はスタッフも軽装で対応
にあたりますので、開催趣旨へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2018 年 製薬放射線研修会
（第 20 回製薬放射線コンファレンス総会）
Pharmaceutical Radiation Conference Annual Meeting 2018
in Tokyo-Kawasaki

開 催 要 綱
1. 主催：

製薬放射線コンファレンス（PRC）

2. 開催日時： 【総会・研修会】
【交流会】
【見学会】

2018 年 6 月 14 日（木）

3. 会場：

大田区産業プラザ PiO （3F 特別会議室）

【総会・研修会】

2018 年 6 月 15 日（金）

10:30～17:30
18:00～20:00
9:30～16:00

〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20
☎ 03-3733-6600
https://www.pio-ota.net/

【交流会】

レストラン「コルネット」
大田区産業プラザ PiO 4F ☎ 03-3736-0975

【見学会】

殿町国際戦略拠点キングスカイフロント
http://www.king-skyfront.jp/

4. 申込方法： PRC ウェブサイト（http://www.web-prc.com/）の参加申込フォームより、お申し込み
ください。

5. 参加費：

【総会・研修会】
【交流会】
【見学会】

事前申込 \5,000 当日受付 \6,000
※ 事前申込で定員に達した場合、当日受付はありません
\5,000
\1,000 ※ 事前申込のみ、先着 40 名

6. 事前申込締切： 6 月１日 （金）
総会・研修会については会場定員 80 名、見学会については 40 名に達した場合、
締切日前でも申し込みを終了させていただく場合がございます。
また、締切日以降の申込については、当日受付扱いとさせていただく場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。

総会・研修会
プ ロ グ ラ ム（予定）
2018 年 6 月 14 日（木）
【総会】
10:00～
10:30～11:30
【研修会】
12:30～14:00

受付開始
第20回 製薬放射線コンファレンス総会
PRC活動報告、他
2018年 製薬放射線研修会
「特別講演」
演題：
放射線障害防止法関連の最近の動向（仮題）
講師：
原子力規制庁 放射線規制部門担当官

休憩
14:10～14:40

「招待講演1」
演題：
管理区域火災時の対応-事故報告講師：
角山 雄一 （京都大学）

休憩
14:45～16:15

「放射線障害予防規程の変更事例についての意見交換会」
コメンテーター： 遠藤 正志 （千代田テクノル）
オブザーバー ： 原子力規制庁 放射線規制部門担当官

休憩
16:25～17:25

「招待講演2」
演題： 新薬開発における最近のRI試験の傾向
（何故RI使用は減っているか）
講師： 渡邉 伸明 （第一三共株式会社）

17:25～17:30

閉会

【交流会】
18:00～20：00

交流会
レストラン「コルネット」 大田区産業プラザPiO 4F

見学会
プ ロ グ ラ ム（予定）
2018 年 6 月 15 日（金）
【見学会】
9:30～9:40

集合・事務連絡
集合場所：川崎生命科学・環境センター （LiSE) 1F 会議室

9:40～11:30

見学①
公益社団法人 日本アイソトープ協会 （JRIA）
川崎技術開発センター

11:30～12:30

休憩 （昼食付）

12:30～13:00

殿町国際戦略拠点 キング スカイフロント 概要説明 （川崎市）
場所：LiSE 1F 会議室

13:00～14:00

見学②
公益財団法人 川崎市産業振興財団
ナノ医療イノベーションセンター （iCONM）

14:00～15::00

見学③
公益財団法人 実験動物中央研究所 (CIEA）

15:00～16:00

見学④
国立医薬品食品衛生研究所 （NIHS）

16:00

現地解散

LiSE 1F 会議室

【会場アクセス】
総会・研修会
大田区産業プラザ
京浜急行「京急蒲田駅」
から徒歩 3 分
JR 京浜東北線、東急池上・多摩川線「蒲田」駅
より徒歩約 13 分

見学会
集合場所：川崎生命科学・環境
センター （LiSE) 1F 会議室
電車：京急大師線「小島新田駅」
から徒歩 15 分
バス：「横浜駅」「川崎駅」から
路線バスが運行
京急大師線「産業道路駅」
からバス約８分

【見学施設】

LiSE

iCONM

JRIA

実中研 (CIEA)

国衛研 (NIHS)

