
バイオファーマセミナー 2019

講演一覧

株式会社ユー・メディコ
TEL: 06-6155-7835
mail: info@u-medico.co.jp

ご予約
お問い合わせ 

大手町サンケイプラザ
東京都千代田区大手町 1-7-2
JR 東京駅丸の内北口より徒歩 7分・各線大手町駅 A4・E1 出口直結

開催
場所

開催
日時

2019 年
10月 8日 火 10:00-17:00

（18:00 より懇親会）

定員 80名

第 4回

Prof. Dr. John Carpenter, University of Colorado
Aggregates and particles in therapeutic protein products: Causes, characterization and control

Prof. Dr. Gerhard Winter, LMU Munich
Immunogenicity of protein pharmaceuticals: - Application of bedside filtration and -New artifical
lymph node model to study immunogenicity

Prof. Dr. Wolfgang Friess, LMU Munich
Understanding the freeze concentrate in freeze-drying and bulk freezing

Dr. Tim Menzen, Coriolis Pharma
Strategies and approaches to develop stable biologics with long shelf-life

Prof. Dr. Susumu Uchiyama, Osaka University & U-Medico Inc. (CSO) 
Formulation and container closure system for biopharmaceuticals in prefilled syringe format

Dr. Jared Bee, REGENXBIO Inc.
Formulation and Delivery Challenges for AAV Gene Therapy Products 



第 4 回バイオファーマセミナー2019 のご案内

お申込み方法
下記必要事項をご記入の上、下記メールアドレスにご送信ください。お申込みを確認後、請求書・受講券・会場
案内図をお送りいたします。
- お名前
- ご所属
- ご連絡先（住所・電話番号・メールアドレス）
- 懇親会（参加／不参加）

参加申込期間：お問い合わせください。
ご注意：8 月 31 日以降のキャンセルはお受けいたしかねます。ご都合がつかなくなった場合は、代理の方がご
参加ください。
お支払い方法
受講料は、9 月 30 日（月）までに、銀行振込みにてお支払いください。振込手数料はご負担くださいますよ
うお願いいたします。銀行振込みの場合、振込明細書をもって領収書とさせていただきます。
個人情報の取扱い
お申込みに伴いお預かりする個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用させていただきます。

お問合せ・お申込み先
株式会社ユー・メディコ
TEL:  06-6155-7835
E-mail:  info@u-medico.co.jp
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1大阪大学フォトニクスセンター502

開催日時 2019年 10月 8日（火）  受付開始9：30／セミナー10：00～17：00

会場 大手町サンケイプラザ
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2

参加費 セミナー：￥50,000（税込）
懇親会：  ￥8,000（税込） 定員 80名

講演内容

Prof. Dr. John Carpenter, University of Colorado
“Aggregates and particles in therapeutic protein products: Causes, characterization and control”
Prof. Dr. Gerhard Winter, LMU Munich
“Immunogenicity of protein pharmaceuticals: -Application of bedside filtration and -New artificial
lymph node model to study immunogenicity”
Prof. Dr. Wolfgang Friess, LMU Munich
“Understanding the freeze concentrate in freeze-drying and bulk freezing”
Dr. Tim Menzen, Coriolis Pharma
“Strategies and approaches to develop stable biologics with long shelf-life”
Prof. Dr. Susumu Uchiyama, Osaka University & U-Medico Inc. (CSO)
“Formulation and container closure system for biopharmaceuticals in prefilled syringe format”
Dr. Jared Bee, REGENXBIO Inc.
“Formulation and Delivery Challenges for AAV Gene Therapy Products”

プログラム
※講演内容等に
より多少の時間
の前後がござい
ます。

10：00～12：15  講演（3名）
12：15～13：00  昼食休憩
13：00～14：35  ブース展示／ポスター発表
14：35～14：45  休憩
14：45～17：00  講演（3名） 
18：00～         懇親会（ご希望者のみ）
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