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ご挨拶 
 

謹啓 
清明の候、皆様⽅におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
⽇本動物実験代替法学会は、動物実験の適切な施⾏の国際原則である3Rs（Reduction：動物数

の削減、Refinement：動物に対する苦痛軽減、Replacement：動物を⽤いない代替法への置換）
の推進と普及を⽬的とし、研究、開発、教育、調査等を⾏う学術団体です。この３Rsの原則は、
近年の実験動物福祉に関係する各国の法律や指針だけでなく、国際標準や国際指針にも採⽤され
ています。他⽅、EUにおいては2013年に化粧品開発における動物実験が禁⽌され、2019年には⽶
国環境保護庁も⻑期的に動物実験を削減することを発表するなど、動物実験代替法の必要性は⾼
まっています。それに伴い、動物実験代替法に関する研究も世界的に盛んになっており、産官学
による⼤型の研究プロジェクトが国内外でいくつも実施されています。そして、これらの⼤型研
究プロジェクトでは、様々な領域の研究者による協働が⾰新的な技術の開発に繋がっています。
このような状況において、3Rsの推進並びに動物実験代替法の開発と普及に本学会が果たす役割
は、ますます⼤きくなると思われます。 

本学会は1989年に3Rs研究に携わる研究者の学術交流の場として設⽴されましたが、本年1⽉に
は、本学会を中⼼として得られた成果等を社会に還元すべく、法⼈組織としての⼀般社団法⼈⽇
本動物実験代替法学会となりました。第35回⼤会は、法⼈組織として開催する初めての学術⼤会
となります。 

皆様もご存知のように、COVID-19の流⾏拡⼤に伴い、2020年春以降多くの学術⼤会がオンラ
イン開催となりました。本学会においても、第33回⼤会（2020年）はオンライン開催、第34回⼤
会（2021年）はハイブリッド開催となりました。本稿を執筆している2022年4⽉現在でも感染が
終息する気配はありません。⼀⽅で、ウィズコロナ･ポストコロナにおける社会活動の活性化に関
する議論も盛んになってきています。オンライン学会では、現地に赴かなくても国内外の様々な
学会に参加して情報収集をすることができることから、参加者にとってはメリットも多いことは
事実です。⼀⽅で、学会の場におけるちょっとした会話が、新たな研究アイディアや共同研究に
つながることも多く、そのようなコミュニケーションの機会が約2年間も失われていることは、科
学界全体にとって⼤きな損失であると思います。 
以上のことを受けて、本⼤会のテーマを「協働と協調で築く新たな時代の3Rs」とし、完全オン
サイトでの開催として本⼤会の準備を進めています。懇親会も開催予定です。本学会の会員の皆
様だけでなく、様々な研究領域の⽅々にも本⼤会に参加していただき、積極的に交流を深めてい
ただける⼤会とすべく準備を進めております。 

皆様⽅におかれましては、本⼤会の趣旨をご理解いただき、ご⽀援とご協⼒を賜りますようお
願い申し上げます。 
 
謹⽩ 

 
2022 年 4⽉吉⽇ 

⽇本動物実験代替法学会第 35 回⼤会 
⼤会⻑ 吉成 浩⼀ 
 （静岡県⽴⼤学薬学部）  



開催概要 
 
 
１．⼤会の名称 ⽇本動物実験代替法学会第 35 回⼤会 
 
２．⼤会⻑ 吉成 浩⼀（静岡県⽴⼤学薬学部 教授） 
 
３．会 期 2022年11⽉18⽇ (⾦) 〜 20⽇ (⽇) 
 
４．開催地・会場 静岡県⽴⼤学 草薙キャンパス 
 〒422-8526 静岡県静岡市駿河区⾕⽥52番1号 
 https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/guide/access/ 
 
５．⼤会テーマ 協働と協調で築く 新たな時代の3Rs 

 
６．⼤会ウェブサイト https://jsaae35.secand.net/index.html 

 
７．プログラム概要 特別講演 ３演題 

（予定） （Reduction、Refinement、Replacement分野各１題） 
 教育講演 １演題 

 シンポジウム ９セッション 
 ポスター 100 演題 
 ランチョンセミナー ４枠 
 懇親会 11⽉19⽇（⼟） 
 
8．参加予定⼈員 約 500 名 （海外からの招聘者、参加者を含む) 
 
9．収⽀予算書 別紙参照 
 
10．組織委員会 ⽯⽥ 誠⼀ （崇城⼤学） 

伊藤 晃成 （千葉⼤学） 
尾上 誠良 （静岡県⽴⼤学） 
笠原 利彦 （富⼠フイルム株式会社） 
諫⽥ 泰成 （国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所）  
⼩島 肇  （国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所）  
⼩森 喜久夫（近畿⼤学）  
斎藤 幸⼀ （住友化学株式会社） 
豊⽥ 明美 （ポーラ化成⼯業株式会社） 
⼭下 邦彦 （⼤阪⼤学/株式会社ダイセル） 
⼭⽥ 隆志 （国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所） 

 

  



11．⼤会事務局 静岡県⽴⼤学⼤学 薬学部 衛⽣分⼦毒性学分野 
 担当：保坂 
 〒422-8526 静岡市駿河区⾕⽥52番1号 
 TEL: 054-264-5685 FAX: 054-264-5685 
 E-mail: jsaae35@gmail.com 
 
12．運営事務局 株式会社 静鉄アド・パートナーズ 
 担当：荒尾 

 〒420-0837 静岡市葵区⽇出町8番3号 静鉄⽇出町ビル1F 
 TEL: 054-252-3132 FAX: 054-254-1831 
 E-mail: jsaae35@shizutetsu-ad.co.jp 

 
 
 
※COVID-19の流⾏状況により、開催⽅法等が変更になる可能性があります。 
 
  



抄録集広告募集要項 
 
１．印刷部数 

抄録集 600 部（予定） 
※⼤会参加者及び協賛企業へ配布予定 

 
２．発⾏⽇ 

2022年10⽉下旬予定 
 
３．規格 

Ａ４判 約 200 ⾴ （天地 297 mm × 左右 210 mm） 
 
４．⼊稿形態及び締切 

データ（illustrator / PDF） ※必ず検証⽤の画像データを添付してください。 
⼊構締切：2022年 ９⽉ 30⽇（⾦）必着 

 
５．広告掲載規格 

希望枠 枠数 ⾊ 掲載料（税込） 
⾊ プラチナ・ゴールド 

賛助会員 
その他 

表２〜３ ２ 枠 モノクロ 80,000 円 100,000 円 
表４ １ 枠 カラー 160,000 円 200,000 円 

後付 １⾴ 10 枠 モノクロ 40,000 円 50,000 円 
後付 1/2⾴ ６ 枠 モノクロ 25,000 円 30,000 円 

※カラー⼜はA5サイズ等での広告掲載をご希望の場合は事務局にご相談ください。 
 
6．お申込み締切⽇ 

2022年 9⽉ 16⽇（⾦） 
 

7．お申込み⽅法 
別添の「抄録集広告申込書」に必要事項をご記⼊の上、下記運営事務局までお送り

ください。お申込み状況によりましてはご希望の枠をご⽤意できない場合もございま
すので、お早めのお申込みをお勧めいたします。 
お申込書を受領いたしましたら、確定のご連絡とともに、請求書、お振込先情報、
⼊⾦期限、⼊稿⼿引き等をご案内いたします。 

 
8．お申込み・お問合せ先 

【⽇本動物実験代替法学会第35回⼤会 運営事務局】  
株式会社静鉄アド・パートナーズ（担当：荒尾） 
〒420-0837 静岡市葵区⽇出町8番3号 静鉄⽇出町ビル1F 
TEL: 054-252-3132 FAX: 054-254-1831 
E-mail: jsaae35@shizutetsu-ad.co.jp 

  



物品提供に関する協賛募集要項 
 
１．協賛内容 

ソフトドリンク、コングレスバック、ネックストラップ、ボールペン、各種⽂具類等 
 

２．協賛特典 
・ 抄録集及び⼤会掲⽰板に御社名を⼀覧掲⽰し、謝意を表します。 
・ 5万円相当の物品提供で、1名様を本⼤会にご登録いたします（懇親会を含まず）。 
・ 物品配布時に御社のパンフレット等を⼀緒に配布いただいても結構です（物品数と

パンフレット数は同数でご準備ください）。 
 
３．お申込み締切⽇ 

2022年 8⽉ 26⽇（⾦） 
※締切後も開催直前まで受け付けは可能ですが、抄録集への御社名掲載が間に合わな
い可能性がございます。詳細は下記事務局にお問い合せください。 

 
４．お申込み⽅法 

別添の「物品提供協賛申込書」に必要事項をご記⼊の上、下記事務局までお送りくだ
さい。お申込書を受領いたしましたら、締切後に確定のご連絡とともにご提供品の送付
⼿引きをご案内いたします。 
ご都合により期限よりも早い確定のご案内が必要な場合は、下記事務局までお知らせ

ください。 
 

５．お申込み・お問合せ先 
【⽇本動物実験代替法学会第 35 回⼤会 ⼤会事務局】  
静岡県⽴⼤学⼤学 薬学部 衛⽣分⼦毒性学分野（担当：保坂） 
〒422-8526 静岡市駿河区⾕⽥ 52 番 1 号 
TEL: 054-264-5685 FAX: 054-264-5685 
E-mail: jsaae35@gmail.com 
 
【⽇本動物実験代替法学会第 35 回⼤会 運営事務局】  
株式会社静鉄アド・パートナーズ（担当：荒尾） 
〒420-0837 静岡市葵区⽇出町 8 番 3 号 静鉄⽇出町ビル 1F 
TEL: 054-252-3132 FAX: 054-254-1831 
E-mail: jsaae35@shizutetsu-ad.co.jp 
  



商業展⽰募集要項 
 
１．展⽰概要 

会場：静岡県⽴⼤学草薙キャンパス 学⽣ホール 
会期：2022年11⽉18⽇（⾦）〜20⽇（⽇） 
 
開催時間： 2022年11⽉19⽇（⼟） 9：00〜18:00（予定） 
 2022年11⽉20⽇（⽇） 9：00〜14:00（予定） 
搬⼊： 2022年11⽉18⽇（⾦）16:00〜19:00（予定） 
搬出： 2022年11⽉20⽇（⽇）14:00〜16:00（予定） 
 
募集⼩間数：25⼩間（予定） 
 
開催時間、搬⼊・搬出時間は変更になる場合がございますので予めご了承ください。 
懇親会会場と同⼀会場の予定です。ご希望により懇親会時にも展⽰をしていただくこと
を検討しています。 

 
２．⼩間仕様（予定） 

⼩間サイズ：横180cm × 奥⾏き150cm 程度 
設置機材：⻑机（横180cm ×奥⾏き70cm ×⾼さ70cm）、椅⼦、バックボード、電源
（AC100V、2⼝） 

 
３．出展料 

賛助会員（プラチナ・ゴールド） 100,000円 / ⼩間 （税込） 
上記以外 130,000円 / ⼩間 （税込） 

 
４．出展特典 

・ 抄録集及び⼤会掲⽰板に御社名を⼀覧掲⽰し、謝意を表します。 
・ １⼩間につき2名様を本⼤会にご登録いたします（懇親会を含まず）。 

 
５．出展物の管理 

出展物の管理は出展者が責任をもつものとし、出展期間中の出展物の盗難・紛失・災
害・破損など不可抗⼒による出展物の損害に対しての補償等の責任は、⼤会組織委員会
では負いかねますので予めご了承ください。 

 
６．お申込み締切⽇ 

2022年 8⽉ 26⽇（⾦） 
 
７．お申込み⽅法 

別添の「商業展⽰申込書」に必要事項をご記⼊の上、下記事務局までお送りください。
お申込書を受領いたしましたら、確定のご連絡とともに請求書・お振込先情報・⼊⾦期限
等をご案内させていただきます。 
⼩間の割り当てにつきましては組織委員会に⼀任くださいますようお願いいたします。
締切後に⼩間の配置等のご案内をお送りいたします。 



 
８．出展申込みの解約 

出展申込みの正式受理後は、⼤会組織委員会が不可抗⼒と認めた事故以外での取り消
しはできません。また、⼀旦お振込みいただいた出展料の返⾦はいたしかねます。予め
ご了承をお願いいたします。 

 
９．お申込み・お問合せ先 

【⽇本動物実験代替法学会第35回⼤会 運営事務局】 
株式会社静鉄アド・パートナーズ（担当：荒尾） 
〒420-0837 静岡市葵区⽇出町 8 番 3 号 静鉄⽇出町ビル 1F 
TEL: 054-252-3132 FAX: 054-254-1831 
E-mail: jsaae35@shizutetsu-ad.co.jp 
 

  



ランチョンセミナー募集要項 
 
１．開催⽇時 

2022年 11⽉ 19⽇（⼟）及び 20⽇（⽇） 12:00〜13:00（予定） 
※ご講演時間は45分間（質疑応答含む）でお願いいたします。 

 
２．ランチョンセミナー使⽤会場（予定） 

⽇にち 時間 会場 
2022年11⽉19⽇（⼟） 12:00〜13:00 第２会場（13411講義室：276席） 
2022年11⽉19⽇（⼟） 12:00〜13:00 第３会場（4111講義室：221席） 
2022年11⽉20⽇（⽇） 12:00〜13:00 第２会場（13411講義室：276席） 
2022年11⽉20⽇（⽇） 12:00〜13:00 第３会場（4111講義室：221席） 

 
３．開催料⾦ 

賛助会員（プラチナ・ゴールド） 320,000円（税込） 
上記以外 400,000円（税込） 

 
４．開催経費に含まれるもの 

・ 弁当及びお茶（160⾷をご⽤意します） 
・ 弁当及びお茶のゴミ回収⽤市指定ゴミ袋 
・ チケット 
・ スポンサー控室（11:00〜12:00） 
・ 会場費（看板、座⻑席、スクリーン、PCプロジェクター、マイク、⾳響システム） 
・ 受付・弁当配布⽤の机 
・ レーザーポインター 
※上記以外の機材等を使⽤される場合は別途⼿配となりますので、全額をご負担頂きますよう

お願いいたします。 
 
５．開催料⾦に含まれないもの 

次のものは開催料⾦に含まれません。開催各社にてご負担ください。 
 
１）講演者謝礼／交通費 
講演者、座⻑への謝礼及び交通費、宿泊費は開催料⾦に含みませんので、開催各社に
てご負担をお願いいたします。講演者を⼤会組織委員会に御⼀任いただきました場合
にも、講演者の交通費・宿泊費、その他諸経費をご負担くださいますようお願いいた
します。 
 
２）運営スタッフ 
チケット配布は事務局で実施いたします（現在のところホームページで参加登録時に
同時に申し込むことを考えています。ご都合が悪ければ、事務局にご相談ください）。 
資料や飲⾷物の配布、PCの接続、試写、進⾏係等の運営業務は開催各社にてご対応

ください。運営スタッフが必要な場合は事前に事務局にご相談ください。 
※トラブル対応、事務局との連絡要員として、事務局から１名を会場内に配置します。 



 
３）制作物・配布物 
告知チラシ等は開催各社でご準備ください（配布⽅法は事務局とご相談ください）。 

 
６．開催特典 

・ 抄録集及び⼤会掲⽰板に御社名を⼀覧掲⽰し、謝意を表します。 
・ １セミナーにつき２名様を本⼤会にご登録いたします（懇親会を含まず）。 
・ 講演者１名様を本⼤会へご招待いたします（懇親会を含む）。 

 
７．テーマ等 

テーマ、座⻑、講演者については⼤会組織委員会と協議の上、ご決定ください。 
 
８．プログラム編成 

ご希望を考慮し、⼤会組織委員会で協議の上、決定させていただきます。 
 
９．お申込み締切⽇ 

2022年 7⽉ 29⽇（⾦） 
 
10．お申込み⽅法 

別添の「ランチョンセミナー申込書」に必要事項をご記⼊の上、下記運営事務局まで
お送りください。お申込書を受領いたしましたら、確定のご報告とともに請求書・お振
込先情報・⼊⾦期限等をご案内させていただきます。 
お申込み状況によりましてはご希望の枠をご⽤意できない場合もございますので、お
早めにお申込みいただくことをお勧めいたします。 
 

11．お申込み・お問合せ先 
【⽇本動物実験代替法学会第35回⼤会 運営事務局】 
株式会社静鉄アド・パートナーズ（担当：荒尾） 
〒420-0837 静岡市葵区⽇出町 8 番 3 号 静鉄⽇出町ビル 1F 
TEL: 054-252-3132 FAX: 054-254-1831 
E-mail: jsaae35@shizutetsu-ad.co.jp 



協賛⾦募集要項 
 
１．協賛⾦額 

１⼝ 50,000 円より 
 
２．協賛特典 

・ 抄録集及び⼤会掲⽰板に御社名を⼀覧掲⽰し、謝意を表します。 
・ １⼝につき１名様を本⼤会へご登録いたします（懇親会を含まず）。 
・ ２⼝以上につき⼤会ウェブサイトにバナー広告を掲載いたします。 
・ ２⼝あたり１名様を懇親会にご招待いたします。 

 
３．協賛⾦の使途 

⽇本動物実験代替法学会第35回⼤会の開催運営費に充当します。 
 
４．お申込み締切⽇ 

2022年 8⽉ 26⽇（⾦） 
※締切後も開催直前まで受け付けは可能ですが、抄録集や掲⽰板への御社名掲載が間に合わな

い可能性がございます。詳細は下記事務局にお問い合せください。 
 
５．お申込み⽅法 

別添の「協賛⾦申込書」に必要事項をご記⼊の上、下記事務局までお送りくださ
い。 
お申込書を受領いたしましたら、確定のご連絡とともにお振込先情報、⼊⾦期限、
バナー広告⼊稿⼿引き等をご案内いたします。 

 
６．お申込み・お問合せ先 

【⽇本動物実験代替法学会第35回⼤会 運営事務局】 
株式会社静鉄アド・パートナーズ（担当：荒尾） 
〒420-0837 静岡市葵区⽇出町 8 番 3 号 静鉄⽇出町ビル 1F 
TEL: 054-252-3132 FAX: 054-254-1831 
E-mail: jsaae35@shizutetsu-ad.co.jp 

  



別紙 
 

収⽀予算書 
 
＜収⼊の部＞   合計 
1. 参加登録費 （350 名を想定）  2,850,000円 

会員事前 8,000円 (200 名)  
会員当⽇ 12,000円 (30 名)  
⾮会員事前 12,000円 (50 名)  
⾮会員当⽇ 16,000円 (10 名)  

学⽣事前 2,000円 (50 名)  
学⽣当⽇ 3,000円 (10 名)  

2. 懇親会参加費 （150 名を想定）  1,060,000円 
会員・⾮会員事前 7,000円 (100 名)  
会員・⾮会員当⽇ 10,000円 (30 名)  

学⽣ 3,000円 (20 名)  
3. 諸収⼊   4,000,000円 

企業協賛⾦    
抄録広告料    
展⽰出展料    

ランチョンセミナー    
4. 開催補助⾦   1,800,000円 

学会本部 1,500,000円   
静岡県等 300,000円   

  収⼊合計 9,710,000円 
＜⽀出の部＞   合計 
1. ⼤会会場費   1,000,000円 
2. ⼤会運営費   4,000,000円 
3. 招聘旅費   1,000,000円 
4. 広告・ホームページ・抄録作成費  2,000,000円 
5. 懇親会費   1,060,000円 
6. 通信費   400,000円 
7. 予備費   250,000円 

  ⽀出合計 9,710,000円 
 




