粒子加工技術分科会 平成 30 年度第 4 回見学・講演会
（製剤と粒子設計部会 2019 年度第 1 回見学・講演会）
開催案内及び参加募集
主催：（一社）日本粉体工業技術協会粒子加工技術分科会
共催：（一社）粉体工学会 製剤と粒子設計部会

本年度第 4 回の見学・講演会を生晃栄養薬品株式会社若狭工場にて、下記の要領で開催いたします。
生晃栄養薬品株式会社 若狭工場は、1998 年(平成 10 年)に内服固形製剤の受託生産に特化し、また、「高
度な GMP」・「フレキシブルな生産システム」への要求に対応する為の生産拠点として、福井県若狭地方にて
操業を開始されました。その後、薬事法(薬機法)の改正、並びに取引先ニーズに応えるべく、工場棟の増築及
び最先端の生産設備が導入されております。 また、最近は医薬品開発段階からの受託も増え、処方検討、
工業化〜商業生産迄を引き受けられる事例も増加傾向にあり、ますます多様化・高度化する医療ニーズにフ
レキシブルに対応出来る受託開発型メーカーとして取り組みがなされています。
なお、生晃栄養薬品株式会社のご厚意により、貴重な生産プロセスのいくつかを見学させて頂ける事となっ
ております。ご見学にあたり事前にホームページをご覧頂ければ幸いです。
また、午後の講演会におきましては、ご案内のように４名の講師の方々から医薬品製剤、関連分野に関す
る最新動向についてご講演頂けることになりました。奮ってご参加頂けますようご案内申し上げます。

記

【日 時】

平成 31 年 2 月 22 日（金） 8：30〜16：00

【場 所】

生晃栄養薬品株式会社 若狭工場
福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー1 号堤 4-7
TEL 0770-62-2135
場所は下記 URL よりご確認ください。
http://www.seiko-eiyo.co.jp

【交 通】

①JR 上中駅（JR 小浜線※便数少ないのでご注意ください）からタクシー約 5 分
（※上中駅へは JR 近江今津駅から JR バスにて約 40 分でアクセスすることもできます。）
②JR 小浜駅からタクシー約 20 分
当日は、送迎バスをご用意いたします。
往路）

8：00 発 JR 小浜駅前⇒生晃栄養薬品

復路） 16：00 発 生晃栄養薬品⇒上中駅⇒近江今津駅（17：00 着予定）
※送迎バスをご利用される方は、参加申込みの際にお知らせください。
※お車でのご来場はご遠慮願います。

【プログラム】
受

付 ：

見学会 ：

8：30〜9：00

（受付確認書をご提示ください）

9：00〜9：05

開会の挨拶（会場：会議室）

9：05〜9：15

生晃栄養薬品(株) ご挨拶

9：15〜9：30

生晃栄養薬品(株) 若狭工場 概要説明

9：30〜11：30

工場見学と質疑応答

昼 食 ：

11：30〜12:30

（会議室近くの食堂にて弁当）

講演会 ：

12：30〜12：35

開演の挨拶

12：35〜13：20

講演１． 『技術移転について』
生晃栄養薬品株式会社 取締役 生産本部長 山口 隆弘 氏

13：20〜14：05

講演２． 『食品産業における異物検査の技術動向』
株式会社イシダ 第 4 開発部基幹開発課 廣瀬 修 氏

14：05〜14：20

休憩

14：20〜15：05

講演３． 『ジェネリック 80％時代を見据えた
ジェネリック医薬品の開発とその戦略』
東和薬品株式会社 製剤研究第二部 第一課長 片山 剛 氏

15：05〜15：50

講演４． 『製薬企業における知的資本と企業価値向上への貢献』
塩野義製薬株式会社 海外事業本部
グローバルビジネス部長 吉田 達守 氏

【定 員】

15：50〜15：55

閉会の挨拶

16：00

解散

60 名（先着順で定員になり次第締め切らせていただきます）
同一機関から複数名お申込の場合、参加人数を調整いただく場合もございます。
ご了承ください。

【参加費】

（一社）粉体工学会・（一社）日本粉体工業技術協会 会員 ：

8,000 円

非会員： 11,000 円
学生 ：

2,000 円

※ 会費には昼食代を含みます。当日受付にてお支払いください。

【申込締切】

平成 31 年 1 月 18 日（金）（定員になり次第締め切ります。）

〔申込方法〕

参加申し込みは E-mail で下記の内容の記入をお願いします。
① 平成 30 年度第 4 回見学講演会参加申し込み
② 参加者氏名

③ 会社、大学または研究機関名および所属部署名
④ 連絡先（住所・電話番号）
⑤ E-mail アドレス
⑥ 会員・非会員・学生の別
⑦ 送迎バスのご利用
往路） ○ or ×

(小浜駅 ― 生晃栄養薬品様間は直通となります)

復路） ○ or ×

(○の場合、上中駅 or 近江今津駅下車の別)

受付可能となった方には、受付確認の E-mail を返信いたします。
当日はプリントアウトした受信 E-mail を持参願います。
（見学会での写真撮影は禁止です。）
粉体工学会 製剤と粒子設計部会のホームページもご覧下さい。
http://www.ppd-gifu.com/

【申込先】

株式会社菊水製作所 営業部 山田 美和子
お申し込み E-mail アドレス: m̲yamada@kikusui.com
お問い合わせ電話： 075-841-6326

【その他】

＜工場見学時の注意事項＞
・工場内を移動の際は、係員の指示に従ってください。
・見学中のメモは可、撮影は不可となります。ご了承ください。
・自家用車および社用車でのご来場はお断りします。
・工場内および敷地内は禁煙です。
・体温は測りませんが明らかに熱がある方はご遠慮いただきます。

【小浜駅周辺ホテルのご案内（ご参考）】
※料金は各ホテルホームページからのインターネット予約時の料金となります。料金は変動することがありま
すので、空室状況と合わせまして予約時にご確認ください。
※2 月は「蟹シーズン」のため、ホテルが満室となる可能性があります。当方からの「受付確認」をご確認後、
できるだけ速やかに宿泊予約をお願い致します。
ホテル名

所在地

電話番号

料金（シングル）

ホテル せくみ屋

福井県小浜市白鬚 113

0770-52-0020

\8,000

ホテル アーバンポート

福井県小浜市白鳥 72-1

0770-53-2001

\7,500〜10,000

サンホテル やまね

福井県小浜市白鬚 55-1

0770-52-1450

\9,000

ホテル 若杉

福井県小浜市駅前町 7-16

0770-52-0990

\7,500

若杉末広亭

福井県小浜市大手町 8-5

0770-53-0202

\7,500
以上

平成 30 年度第 4 回見学講演会 参加者各位様
平成 30 年 10 月 31 日
粒子加工技術分科会幹事
信越化学工業 伊藤
貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
ご参加いただく見学講演会の送迎バス待機場所をお知らせします。
小浜駅に向かって左側にてバスが待機しております。下図をご参照ください。
（派出所の反対側となります）
バスは当該場所へ午前 7 時 45 分に配車し、午前 8 時に出発します。また、バスのフロントガラスに
「粒子加工技術分科会」の表記をしております。

バス待機場所

以上宜しくお願い申し上げます。

