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7 教育講演は大変勉強になった。

ポスター発表の時間が
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ポスターの比率は丁度
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の午後に（市民講座と
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ラボの現場での議論を 事前配布は不要だと思 関連学会（例えば毒性
聞いているようで為に います。
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なりました。

orワークショップを本
学会でも企画されては
いかがでしょうか。

9

マイナーな点で申し訳
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使わずに発現されるこ
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貴重なコメントを共有
いただける機会ですの
でご配慮頂けると助か
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10 生殖免疫毒性
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演・特別講演の後の自 でもOKかもしれな
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由時間が（スケジュー い。初日のレジスト
ル押しのため）無かっ レーションがスムーズ
たのが少し残念でし

だったら良かったで

た。
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12 WS バイオ医薬品の安全性評価
13 Danuta先生のご講演
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今回は「はじめて発表 抄録集は事前にwebで 製薬であったり、材料
します」と仰っていた 確認できれば問題な
演者が数名おりまし

い。むしろ荷物が軽く トレンドを知りたい。
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思います。
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中村先生、係の皆様お
疲れ様でした。

16 ポスター

工学であったり、今の

ポスターセッションの microDNA, vaccine,
時間が短いかと思いま virus, cell等の免疫毒
した。

性
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17 教育講座

時間がタイトであっ
た。関連のオプション
的なものがあっても良
いかも。ミニポスター
ディスカッション（飲
み物・軽食あり）若手
向きのあつまりを前夜
に持っても良いかも。

18 生殖免疫

学生の参加を促進する
試み、プログラムがあ
るとよいと思います。

19 横井先生の講演, 試験法ワーク

分子生物学的な分野

ショップ
20 特別講演1, SL-01

レギュレーションの国 レギュレーションの国 ・アジア各国の研究者
際動向なども取り上げ 際動向なども取り上げ との交流の促進
て頂ければと思いま

て頂ければと思いま

・社会への情報発信

す。

す。

・in vitro法行政受け
入れの状況

21 生殖免疫毒性, バイオ医薬品の安
全性評価
22 シンポジウム（生殖免疫毒性）

活発なディスカッショ 特になし

最近のポスターや口頭 特になし

ンで良い。

発表の学術的な質が上
がってきていると感じ
ている。
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アレルギー
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26 特別講演

良かったです。

27 試験法ワークショップ

季刊雑誌化
抄録集の事前配布不要 本年のWSは良かった
（netで見れれば十

と思う。

分）
28 バイオ医薬品の安全性評価法の最
新動向
29 S01-04, EL-01, 試験法ワーク
ショップ, LS-02

試験法ワークショップ 事前配布無しについて ストレス反応-炎症反
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メの時間がほしいで

してもらえば、余り問 的に取り上げたテーマ

す。
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ポスター会場の通行が
困難であった。

31 シンポジウム「生殖免疫」, 試験

ポスターの発表討論時 抄録集の印刷版の事前 若い方々の本学会への 一般論文の投稿が増えることを希望

法ワークショップ「バイオ医薬品 間を少し⾧くとっても 配布は出来れば前年ま 勧誘をさらにすすめて します。
の安全性評価法」

らえればと思います。 でと同様に行って頂く 頂きたい。
また口頭発表は少しゆ か、事前参加の登録し
とりを持たせたプログ た人が要旨まで事前に
ラムとして頂きたい。 pdfでみられるように
してもらえればと思い
ます。

