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第 2 回 ISMSJ 学術集会
Back to the Basics －考える診断，考える治療－
期 間： 平成 22 年 9 月 3 日～5 日
会 場： 学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋）

*は AAST の CEC 対象プログラムです

9 月 3 日（金）
17:20-18:20

日本臨床睡眠医学会

Meet the Professor （ISMSJ 会員限定，定員 20 名，事前申込み制，
お申込み期間は、8 月 2 日～8 月 22 日です・申込み用紙は HP よりダウンロード下さい）

Prof. Mary A. Carskadon （Brown University, USA）
18:30-20:00

サテライトイブニングセミナー （当セミナーに限定しての参加も可能です。参加費は
会員・非会員とも 1,000 円です。）
（共催：サノフィ・アベンティス）
座長：昭和大学 神経内科 河村満
“How to successfully combine CBT with medication and how and when to
discontinue medication in the management of chronic insomnia”
Prof. Charles M. Morin （École de Psychologie, Université Laval, Canada）

9 月 4 日（土）
10:00-11:30

シンポジウム* – Sleep is the window for the brain stem function –
シンポジスト：
瀬川昌也（瀬川小児神経学クリニック），高草木薫（旭川医科大学・生理学講座）

11:30-12:30

ランチョンセミナー （共催：武田薬品）

座長：秋田大学 精神医学 清水徹男

「睡眠障害と生物時計との関わり －不眠症を概日リズムの視点から診る－」
国立精神・神経医療研究センター 三島和夫
13:00-13:30

総会

13:30-14:00

会長講演* 神山潤（東京ベイ・浦安市川医療センター）

14:00-15:00

特別講演*

16:00-18:00

ポスターセッション （今回の募集は締め切りました）

19:00-21:00

懇親会（如水会館）

座長：東京ベイ・浦安市川医療センター 神山潤
“Healthy Sleep and Healthy Development”
Prof. Mary A. Carskadon （Brown University, USA）

9 月 5 日（日）
9:30-12:00

専門職向けサテライトセミナー*

（共催：フィリップス・レスピロニクス）

「睡眠技士を育てるためにー睡眠医学の基本技法の教育方法を知ろうー」

（ISMSJ 会員限定，定員 30 名，事前申込み制，
お申込み期間は、8 月 2 日～8 月 22 日です・申込み用紙は HP よりダウンロード下さい）

Coordinator: 関西電力病院 睡眠関連疾患センター 立花直子

Dr. Sharon Keenan （The School of Sleep Medicine, Inc., USA）
会員限定セッションの内容や申込み方法については、www.ismsj.org をご覧ください

会場：学術総合センター
東京都千代田区一ツ橋 2-1-2
交通アクセス：
東京メトロ半蔵門線／
都営地下鉄三田線・新宿線「神保町」A8 出口
東京メトロ東西線「竹橋」1b 出口
徒歩 3〜5 分

学術集会参加費：
ISMSJ 会員
ISMSJ 学生会員
当日会員

5,000 円
3,000 円
8,000 円

日本臨床神経生理学会の認定医・認定技師の方は、
本学術集会への参加により、クレジットが 2 点取得できます。
RPSGT 資格保持者は、*で示されているプログラム参加により AAST の
CEC 5.5 credits が取得できますが、9 月 5 日の「専門職向けサテライトセミ
ナー」は ISMSJ 会員限定プログラムになっていますので、ご注意下さい。
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お問い合わせは， 株式会社コネット内 第 2 回 ISMSJ 学術集会 運営事務局まで。
Tel: 06-4806-5656 FAX : 06-4806-5658 E-mail : ismsj@conet-cap.jp

