
ファルマゲノム研究会参加申込書 

平成 2７年  月  日 

「ファルマゲノム研究会」に下記の要領で申込みます。申込みにあたっては、添付の「フ

ァルマゲノム研究会規約」を遵守します。 

記 

1. 会社名   

2. 所在地   

   

3. 代表者 

■部署・役職名   

■氏名   

■電話  （    ）  

■FAX  （    ）  

■E-Mail   

 

 

 

□参加申込方法 

申込書を FAX又はメールにて下記事務局宛てに送付下さるようお願いいたします。 

□事務局 

〒111-0051 

東京都台東区蔵前４－１１－６ ＫＵＧＡビル８Ｆ 

株式会社スタージェン内 

ファルマゲノム研究会 加来淳一（カクジュンイチ） 

電話番号：０３－５８３５－２１３８ 

ＦＡＸ：０３－５８３５－２１３９ 

Ｅ－Ｍａｉｌ：kaku＠stagen.co.jp 

以上 
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ファルマゲノム研究会  平成 ２７ 年度計画案 

1.  目的  

本研究会は、創薬、育薬におけるゲノム情報の活用を目的として、会員間の研鑚と産学間

の交流を深めることとし、下記の活動を行う。 

本研究会の会員は主に製薬会社を対象とするが、企業、アカデミアを問わず広く創薬、育

薬におけるゲノム情報の活用を目的とする者を対象とする。 

(1) 遺伝統計学の習得のための勉強会及び個別相談会の開催  

（2）ゲノム情報を用いた創薬、治験及び市販後調査に関する講演会 

（3）その他本会の目的達成に必要な事業  

 

平成２７年度においては、平成 26 年度に引き続き、遺伝統計学の習得のための勉強会を実

施する。  

 

2．遺伝統計学の習得のための勉強会及び個別相談会 

１）研究会内容 

原則として、研究会は各回 13:30 より 16：30 の時間で実施する。 

個別相談会は事前申し込みの上、16 時 30 分より適宜実施する。 

 

２）研究会開催予定 年 4 回 

日時 内容 講師 

第１回 

2015年 

6 月 26日（金） 

13:30-15:00 

講義 

遺伝統計学基礎知識 
株式会社スタージェン 

取締役 上辻茂男 

15:00-15:30 
ゲノムデータベース入門① 

NCBI編（前編） 

株式会社スタージェン 

中園一幸 

15:30-16:30 講演 
Single-cell genome 

sequencing について 

株式会社スタージェン 

会長 鎌谷直之先生 

第 2回 

2015年 

9 月 4 日（金） 

13:30-15:00 

講義 

ゲノムデータの統計的解析法 
株式会社スタージェン 

取締役 上辻茂男 

15:00-15:30 
ゲノムデータベース入門② 

NCBI編（後編） 

株式会社スタージェン 

中園一幸 

15:30-16:30 講演 
次世代シークエンシングによ

るゲノム研究 

株式会社スタージェン 

情報解析事業部長 

斎藤聡 

第 3回 

2015年 

11 月１3 日（金） 

13:30-15:00 

講義 

ゲノム研究の統計的デザイン 
株式会社スタージェン 

取締役 上辻茂男 

15:00-15:30 
ゲノムデータベース入門③ 

GWASカタログ編 

株式会社スタージェン 

中園一幸 

15:30-16:30 講演 未定 未定 

第 4回 

2016年 

2 月 5 日（金） 

13:30-15:00 

講義 

遺伝統計学応用例 
株式会社スタージェン 

取締役 上辻茂男 

15:00-15:30 
ゲノムデータベース入門④ 

1000 Genomes 編 

株式会社スタージェン 

中園一幸 

15:30-16:30 講演 未定 未定 

※ 時間には適宜休憩を含みます 
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３）個別相談会内容 個別相談希望者の内容により応談 

 

４．開催場所 

 日時 お申込み期限 場所 

第１回 6 月 26 日（金） 6 月 12 日（金） 
東京都台東区浅草橋 

ヒューリックホール 

第 2 回 ９月４日（金） 8 月 21 日（金） 
東京都台東区浅草橋 

ヒューリックホール 

第 3 回 11 月 13 日（金） 10 月 30 日（金） 
東京都台東区浅草橋 

ヒューリックホール 

第 4 回 2 月 5 日（金） 1 月 22 日（金） 
東京都台東区浅草橋 

ヒューリックホール 

 

 

 

ヒューリック ホール     

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル 

 

５．事務局 

住所： 〒 111-0051   

東京都台東区蔵前 4‐11‐6   

ＫＵＧＡビル８Ｆ  

電話： (03）5835-2137  

FAX： (03）5835-2139 

Email： kaku@stagen.co.jp 

 株式会社 スタージェン   

代表取締役  加来 淳一 

 

http://www.hulic-hall.com/data/pdf/access_map.pdf


ファルマゲノム研究会規約 

（名称）  

第 1条  本会は、ファルマゲノム研究会と称する。  

  

（目的）  

第 2条  本会は、創薬、育薬におけるゲノム情報の活用を目的として、会員間の研鑚と産学

間の交流を深めることを目的とする。  

  

（活動内容）  

第 3条  本会は前条の目的を達するため、次の活動を行う。  

(1)  遺伝統計学の習得のための研究会の開催  

(2)  ゲノム情報を用いた創薬、治験及び市販後調査に関する講演会 

(3)  その他本会の目的達成に必要な事業  

  

（会員）  

第 4条  本会会員は本会の目的達成に協力するもので、次の通りとする。  

(1)  一般会員 

(2)  協力会員 

 

（入会）  

第５条  一般会員としての本会への入会は、別に定める参加申込書に従いこれを行う。 

協力会員とは、本会の運営を支援するために、事務局からの依頼を承諾した一般

会員とする。  

  

（運営）  

第６条  本会の運営は、株式会社スタージェンが幹事となって行うものとし、株式会社スタ

ージェン内にファルマゲノム研究会事務局を設置するものとする。 

 

（参加費用）  

第７条  本会の参加費用は無料とする。 

 

（秘密保持）    

第８条  本会の会員は、本会の活動に際して他の会員から提供を受ける図面、コンピュータ

コード、ノウハウ、技術資料等の情報（以下「秘密情報」という）を本会外の目的

に使用し、または本会外の第三者に漏らしてはならない。  

2  「秘密」もしくは「知的所有」を意味する表示の有無は、秘密情報としての地位に



影響しない。ただし、以下各号に定める情報は秘密情報から除外される。  

(1)  他の会員から知得する以前に、自己が既に知得していた情報。  

(2)  他の会員から知得した情報のうち、公知のものおよび自己の責によらずして

公知の事実となった情報。  

(3)  他の会員から知得した情報のうち、本会外の第三者から秘密保持義務を課さ

れることなく自己に対して開示された情報。  

  

（活動期間）  

第９条  本会の活動期間は平成 27 年 4 月 1 日より平成 28 年 3 月 31 日までとする。  

  

（退会）  

第１０条  会員が本会の活動を継続できなくなった場合には、第６条に定める事務局に退

会の届出を行う。 

 

（所在地）  

第１１条  本会の所在地は以下のとおりとする。  

〒111-0051  東京都台東区蔵前 4-11-6KUGAビル 8F 

株式会社スタージェン内  

  

付則  

本研究会規約は平成 27 年 4 月 1 日より施行する。  
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