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事務局　
〒532-0004  大阪市淀川区西宮原 1-8-29テラサキ第 2ビル 8階
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TEL: 06-6398-5745    FAX: 06-6398-5746
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  組織委員（五十音順）

　谷池　雅子　　大阪大学 連合小児発達学研究科

   組織委員（五十音順）

　赤堀　真富果　掛川市立総合病院 検査室
　　　　　　　　睡眠医療センター
　足立　浩祥　　大阪大学保健センター
　　　　　　　　大阪大学医学部附属病院 睡眠医療センター
　池田　学　　　熊本大学医学部附属病院 神経精神科
　大木　昇　　　有限会社のるぷろライトシステムズ
　大倉　睦美　　大阪回生病院 睡眠医療センター
　大西　徳信　　天理市立病院
　小栗　卓也　　名古屋市立大学大学院 医学研究科 神経内科学
　加藤　久美　　太田総合病院記念研究所附属診療所
　　　　　　　　太田睡眠科学センター
　加藤　隆史　　大阪大学大学院 歯学研究科
　　　　　　　　高次脳口腔機能学講座
　香坂　雅子　　石金病院
　神山　潤　　　東京ベイ・浦安市川医療センター
　小林　真実　　東京都監察医務院 検査科
　鈴木　雅明　　帝京大学ちば総合医療センター 耳鼻咽喉科
　千﨑　香　　　天理市立病院 臨床検査室
　高橋　正也　　独立行政法人 労働安全衛生総合研究所
　立花　直子　　関西電力病院 神経内科・睡眠関連疾患センター
　　　　　　　　徳島大学医学部 神経内科
　谷口　充孝　　大阪回生病院 睡眠医療センター
　津田　緩子　　九州大学病院 口腔総合診療科
　中内　緑　　　徳島大学病院 診療支援部 臨床検査技術部門
　野々上　茂　　大阪大学医学部附属病院 睡眠医療センター
　堀　有行　　　金沢医科大学 医学部 医学教育学講座
　本多　和樹　　ハムリー株式会社 筑波研究センター
　　　　　　　　睡眠科学研究所
　松澤　重行　　兵庫県立リハビリテーション中央病院
　　　　　　　　小児科
　丸本　圭一　　関西電力病院 臨床検査部
　三上　章良　　大阪大学保健センター
　　　　　　　　大阪大学医学部附属病院 睡眠医療センター
　村木　久恵　　大阪回生病院 睡眠医療センター
　毛利　育子　　大阪大学 連合小児発達学研究科
　山本　晴子　　国立循環器病研究センター
　　　　　　　　研究開発基盤センター先進医療・治験推進部

組織委員長組織委員長

会期　2012 年 9月 14 日（金）～16日（日）
会場　神戸ファッションマート
　　   ［神戸市　六甲アイランド］

テーマ　

   『睡眠をとりまく社会 
　　　睡眠につらなる世界』

学会HP　http://www.ismsj.org

参 加 費　  医師・歯科医師会員　6,000 円
　　　       コメディカル会員　　3,000 円
　　　       非会員　　　　　　  10,000 円
　　　       学生　　　　　　　　2,000 円

］
              

 会場　神戸ファッションマート［神戸市六甲アイランド］
              http://www.kfm.or.jp/accessmap.htmlアクセス
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9:30～12:00     Talking Poster

10:00～10:10  Opening remark
　　　　　　    【組織委員長】大阪大学 連合小児発達学研究科  谷池雅子

10:10～12:10   睡眠医療に携わる人に必須の基礎知識
 教育　　　　　　　　　　～消費社会における医療とビジネス
 プログラム　   【座長】ISMSJ 境界なき睡眠委員会　　　　  　高橋正也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   三上章良

                              【演者】株式会社えとじや  代表取締役                岡本晋介

　　　　　　　　　　  国立循環器病研究センター 先進医療 治験推進部　　　　　　                      

                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　   山本晴子

12:10～13:30   睡眠時無呼吸を合併する心不全の治療
ランチョン　   【座長】徳永睡眠呼吸クリニック　　　　　　  徳永　豊
セミナー　　   【演者】順天堂大学 循環器内科 循環呼吸睡眠医学講座
　　　　　　　　　　　                                                                       葛西隆敏

　　　　　　　　（共催：フィリップス・レスピロニクス合同会社）

13:30～14:00   Coffee Break

14:00～15:30   次世代の医師へ睡眠医学をどう教育していくのか
ワーク　　　　(1) 睡眠に関する教育の現状：教える立場から
ショップ　　　【座長】米メソジスト病院 神経内科 神経生理部門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       河合　真

　　　　　　　　　　  金沢医科大学  医学教育学　        　    　堀　有行　　　　　　　　  

　　　　　　　 1. 睡眠に関する医学教育の実情

　　　　　　　【演者】金沢医科大学 医学教育学　    　　   　 堀　有行

　　　　　　　 2. 医師に伝えたい睡眠医学～若手医師の視点から

　　　　　　　【演者】名古屋市立大学 神経内科　    　　    　小栗卓也

　　　　　　　 3. 医師と臨床検査技師に伝えたい睡眠医学

　　　　　　　　～RPSGT の視点から

　　　　　　　【演者】大阪大学医学部附属病院 睡眠医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           野々上茂

　　　　　　　 4. 人は育ててもらったようにしか人を育てられない

　　　　　　　　～日本型の睡眠医学実践の場に必要な教育を模索して

　　　　　　　【演者】関西電力病院 神経内科・睡眠関連疾患センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                立花直子

15:30～16:00　Coffee Break
16:00～17:30    (2) 睡眠に関して学ぶべきこととは？：学ぶ立場から
ワーク                  【座長】米メソジスト病院 神経内科 神経生理部門 
ショップ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　   河合　真
                                            金沢医科大学 医学教育学　　   　          堀　有行　

                                  　　　   

                       

　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　

                               　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　　　　

 5. 睡眠に関して学んできた道～臨床検査技師の視点から

 【演者】関西電力病院 臨床検査部　　　　　      丸本圭一　　

      -the new diagnostic criteria and challenges.（仮題） 

                               6. 睡眠に関して学んできた道～神経内科医の視点から

　　　　　　　【演者】徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス

　　　　　　　　　　  研究部 臨床神経科学　　　　　　　        村上永尚                             　　　　　　　

　　　　　　　 7. 睡眠に関して学んできた道 ～小児科医の視点から

　　　　　　　【演者】兵庫県立リハビリテーション中央病院    松澤重行　

                                8. 医療従事者の睡眠を考える

　　　　　　　【演者】労働安全衛生総合研究所　　　　　   　 高橋正也

17:30～19:00　睡眠医療センター立ち上げから今日まで
イブニング　         ～現場からみたこの 20年～
セミナー　　　【座長】大阪大学保健センター　　　　　　　    三上章良
　　　　　　　【演者】大阪回生病院 睡眠医療センター                谷口充孝

　　　　　　　（共催：帝人ファーマ株式会社・帝人在宅医療株式会社）　

  

  

12:00～13:30　自然な眠りを誘うロゼレムはどうやって
ランチョン                                                                               生まれたのか？
 セミナー       　      ～舞台裏で繰り広げられた創薬のドラマ～
　　　　　　　【座長】ハムリー株式会社 筑波研究センター

　　　　　　　　　　   睡眠科学研究所　　　　　　　　　  　 本多和樹

　　　　　　　【演者】武田薬品工業株式会社 医薬研究本部

　　　　　　　　　　  化学研究所　　　　　　　　　　　        内川　治

　　　　　　　（共催：武田薬品工業株式会社）

13:30～14:00　総会
14:00～15:00　子どもの眠りを守るためには（仮題）
組織委員長　　【座長】関西電力病院 神経内科
講演　　　　　　　　  睡眠関連疾患センター　　　　　　　    立花直子
　　　　　　　【演者】大阪大学 連合小児発達学研究科　   　　谷池雅子

15:00～16:00　Circadian rhythm sleep disorders 

　　　                 【座長】大阪大学 連合小児発達学研究科　　　   谷池雅子

　　　　　　　【演者】  Department of Neurology, 

16:00～16:30　Coffee Break

16:30～19:00　Poster Session
19:30～21:30　懇親会

 
 

特別講演

Northwestern University Medical School  

                                                   Professor Phyllis C Zee

9:00～13:30　 睡眠医学の診察に従事する医療チームセミナー
サテライト　  【企画責任者】金沢医科大学 医学教育学               堀　有行
セミナー (1)　【ファシリテーター】
事前登録制　  名古屋市立大学 神経内科　                                      小栗卓也

定員 40 名　    京都府立医科大学大学院 医学研究科　             門野真由子

　　　　　　   米メソジスト病院 神経内科 神経生理部門　　  河合　真

                            関西電力病院 神経内科 睡眠関連疾患センター   杉山華子

　　　　　　  労働安全衛生総合研究所　　　　　　　　　     高橋正也

　　　　　　  関西電力病院 神経内科 睡眠関連疾患センター   立花直子

                            徳島大学大学院  臨床神経科学                            谷口浩一郎

　　　　　　  金沢医科大学 医学教育学　                                      堀　有行　　

9 月 16 日（日）プログラム

                            

　　　　　　  

                            

　　　　　　 

　　　　　　  

　　　　　　  

 

 9:00～13:30    小児睡眠半日コース
 サテライト　 【オーガナイザー】大阪大学 連合小児発達学研究科
 セミナー (2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              谷池雅子
 事前登録制　 【演者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 定員 50 名  　 大阪大学 連合小児発達学研究科　                          谷池雅子

                            関西電力病院 神経内科 睡眠関連疾患センター    立花直子

　　　　　　  大阪大学 医学系研究科 保健学専攻　                 清水佐知子

　　　　　　  太田総合病院 睡眠障害センター　                          加藤久美

　　　　　　  大阪大学 連合小児発達学研究科　                          毛利育子

　　　　　　  東京都府中療育センター　　                                    福水道郎

　　　　　　  兵庫県立リハビリテーション中央病院　              松澤重行

　　　　　

 9:00～13:30　PSG の sleep staging の ABC～初心者向き
                                                                                     睡眠塾半日コース
 ハンズオン　 【座長】大阪大学保健センター　                             三上章良
 セミナー          【演者】大阪大学保健センター　                             三上章良　
 事前登録制　  大阪回生病院 睡眠医療センター                         　谷口充孝　　　　  

 定員 30 名　  【実技指導者】

　　　　　　   掛川市立総合病院 診療技術部 検査室　           赤堀真富果

　　　　　　   天理市立病院 臨床検査室　                                     千﨑　香

　　　　　　   徳島大学病院 診療支援部 臨床検査部門               中内　緑

　　　　　　   大阪大学医学部附属病院 睡眠医療センター　   野々上茂

　　　　　　   関西電力病院 臨床検査部　                                     丸本圭一

　　　　　　   大阪回生病院 睡眠医療センター　                        村木久恵

　　　　　　  

                              　　　  

　　　　　       

　　　　　　    

（共催：NPO法人 Osaka Sleep Health Network　協力：小池メディカル株式会社）
（協賛：小池メディカル株式会社、帝人在宅医療株式会社、フィリップス・レスピロニクス合同会社）

9 月 14 日（金）プログラム

9月 15 日（土）プログラム

（共催：NPO法人 Osaka Sleep Health Network）

（共催：NPO法人 Osaka Sleep Health Network、日本イーライリリー株式会社）

　　　  　　　　（協賛：小池メディカル株式会社、帝人在宅医療株式会社、フィリップス・レスピロニクス合同会社）


