平成 27 年 9 月吉日
各

位

日本 SMO 協会

「JASMO 第 30 回継続研修会」開催のご案内
拝啓
時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃は協会の活動にご協力を賜り厚く御礼申
し上げます。
さて、日本 SMO 協会では、CRC および SMA の教育研修として、継続研修会を年数回実施しており、こ
の度、第 30 回目を迎えることとなりましたのでご案内申し上げます。
今回は、「臨床試験データの信頼性を確保するために」をメインテーマに第 1 部基調講演といたしまして
大分大学 名誉教授 大分大学医学部 創薬育薬医療コミュニケーション 教授 中野 重行先生にご講演い
ただきます。また、第 2 部専門研修として「Risk Based Monitoring（RBM）について考えよう」および「グロ
ーバル QA 視点の 医療機関のベストプラクティスの追求（仮）」をテーマに 4 名の講師にご講演いただきま
す。
今回は、東京をメイン会場とし、札幌・大阪・福岡の 3 地区にもサテライト会場として同時中継での開催を
行います。
つきましては、当該研修会に参加を希望される方は別紙（各会場別）の申込書に必要事項を記入のうえ、
平成 27 年 10 月 13 日（火）までにメールにてお申し込み下さい。
なお、各会場の受付の効率化を図るため、参加費を事前振込みとさせていただきます。
各企業は、参加者人数分を取り纏めのうえ、期日までに指定の口座にお振込みください。
各会場、席に限りがありますのでなるべく早めにお申込みいただきますようお願い申し上げます。
敬具
【お問合せ】
日本 SMO 協会 事務局
TEL 03-6425-8451 Ｅ-mail: office@jasmo.org

日本 SMO 協会

JASMO 第 30 回継続研修会
臨床試験データの信頼性を確保するために
開催要領
■日

時

：平成２７年１０月２４日（土）

１３：２０～１７：００（開場 12:30～）

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
【プログラム】
13:20

開会挨拶 日本 SMO 協会 会長 塚原 英樹

13:30 （60 分）

第 1 部 基調講演

「臨床試験データの信頼性を確保するために」（仮）
大分大学 名誉教授
大分大学医学部 創薬育薬医療コミュニケーション 教授

中野 重行 先生

－休 憩－
14:45 （60 分） 第 2 部 専門研修
「Risk Based Monitoring（RBM）について考えよう」
ブリストル・マイヤーズ株式会社
臨床開発部 CTA・STM グループ シニアサイトマネジャー
鳩嵜 大介 先生
臨床開発部 SMN グループ＆DM グループ シニアマネジャー 横川 重吉 先生
－休 憩－
16:00 （60 分）
「グローバル QA 視点の 医療機関のベストプラクティスの追求」（仮）
グラクソ・スミスクライン株式会社 開発本部 薬事監査部マネージャー 藤倉 薫 先生
中外製薬株式会社 薬事監査部 臨床監査グループ
渡辺 園子 先生
17:00

閉 会

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
＊講演題目は変更となる場合があります。

■申込方法：別紙、会場別申込書に必要事項を記入いただき、会社で取り纏めのうえ、
10 月 13 日（火）までにメールにてお申込みください。⇒office@jasmo.org
※今回は、事前登録制とするため、事前登録なしの当日参加の受付は致しません。

■参加費

：各会場一律 4000 円（非会員） ※申込後、事前に参加費をお振込みください。
入金確認後、領収書を郵送いたします。

お振込み期限：10 月 21 日（水）まで

【振込先】
三井住友銀行 人形町支店

普通 1205494

日本ＳＭＯ協会事務局 会長 塚原 英樹
※参加証につきましては、当日、受付にてお渡しいたします。

■会

場

：

【東京メイン会場】
ベルサール九段 3F ホール
〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-8-10 住友不動産九段ビル
（詳細地図）http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_kudan/access.html
【札幌サテライト会場】
TKP ガーデンシティ札幌駅前 2F ホール 2D
〒060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 2 丁目 19 番 TKP 札幌ビル
（詳細地図）http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sapporo/rooms/
【大阪サテライト会場】
新梅田研修センター 2F
L ホール
〒553-0003 大阪市福島区福島 6-22-20
（詳細地図）http://www.temmacenter.com/shin_umeda/access/index.html
【福岡サテライト会場】
福岡県中小企業振興センター
2F 大ホール
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 9-15
（詳細地図）http://www.joho-fukuoka.or.jp/hall/map/index.html
※東京以外の会場は、スクリーンでの映像のみとなります。
各会場、席に限りがありますので早めにお申込みください。

「JASMO 第 30 回 継続研修会」会場案内
【東京メイン会場】
会 場 ：ベルサール九段 3F ホール
住 所 ：〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-8-10 住友不動産九段ビル
TEL：03-3346-1396
（詳細地図）http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_kudan/access.html
○｢九段下駅｣7 番出口徒歩 3 分(東西線)
○｢九段下駅｣5 番出口徒歩 3 分(半蔵門線･新宿線)
○｢神保町駅｣A2 出口徒歩 7 分(半蔵門線･新宿線･三田線)
○｢飯田橋駅｣東口徒歩 10 分(JR 線)
○｢水道橋駅｣A2 出口徒歩 10 分(三田線)

【札幌サテライト会場】
会 場 ：TKP ガーデンシティ札幌駅前 2F ホール 2D
住 所 ：〒060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 2 丁目 19 番 TKP 札幌ビル
TEL 011-252-3165
（詳細地図）http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sapporo/rooms/
○JR 函館本線 札幌駅 南口 徒歩 5 分
○札幌市営東西線 大通駅 札幌駅前通地下歩行空間 1 番出口 徒歩 2 分
○札幌市営南北線 さっぽろ駅 13 出口 徒歩 2 分

【大阪サテライト会場】
会 場： 新梅田研修センター 本館 2 階 Ｌホール
住 所： 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-22-20
TEL 06-4796-3371
（詳細地図）http://www.temmacenter.com/shin_umeda/access/index.html
○JR 大阪駅（桜橋口）から徒歩 12 分 直通シャトルバス 4 分
○阪急梅田（茶屋町口）より徒歩 12 分
○阪急梅田（西改札）より徒歩 10 分
○JR 環状線福島駅より徒歩 7 分

JR 大阪駅から新梅田研修センターまで直通バスで 5 分［20 分おきに出発］
大阪駅 桜橋口を出てすぐ、高架下よりバスが出発します。
（バス停はございません）

【福岡サテライト会場】
会 場 ：(財)福岡県中小企業振興センター 2 階 大ホール
住 所 ：〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 9-15
TEL：092-622-0011
（詳細地図）http://www.joho-fukuoka.or.jp/hall/map/index.html
○JR 博多駅より 1 駅⇒JR 吉塚駅（東出口）から徒歩 1 分
○地下鉄 馬出九大病院前駅から徒歩 10 分

以上

