
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ～PADMの軌跡、そしてこれから～

日  時

会  場

プログラム

① ご支援くださる皆様からのスピーチ  

平成 30 年　　月　　  日 ( 土 )
開場 12:40　開演 13:00 ～ 16:00　( 入場無料 )

メイン会場　品川インターシティ貸会議室１＋２

12:40  受付開始　
13:00  開会挨拶（代表 織田 友理子）来賓挨拶
　　　①ご支援くださる皆様からのスピーチ
　　　②地方交流会同時開催・ Skype中継
　　　③1 0周年記念誌『遠位型ミオパチーガイドブック』のご紹介・スタッフ挨拶
　　　④1 0年の思い出の動画上映

水澤 英洋 様
　　国立精神・神経医療研究センター 理事長
西野 一三 様
　　国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部 部長
吉岡 和香子 様
　　国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第一部 研究員
中村 治雅 様
　　国立精神・神経医療研究センター トランスレーショナル・メディカルセンター 臨床研究支援室長
宮坂 尚幸 様
　　東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 医歯学系専攻 器官システム制御学講座 生殖機能協関学 教授

地方交流会も同時開催、スカイプ中継で結びます。

9   22

　研究者の皆様
『遠位型ミオパチーガイドブック』では、遠位型ミオパチー、新薬開発にかかる制度、遠位型ミオパチー合併
妊娠などについて寄稿いただきました。

　製薬企業の皆様
空胞型のシアル酸補充療法や三好型のリードスルー薬の開発に携わってこられた皆様です。

塩村 仁 様　　　ノーベルファーマ株式会社 代表取締役社長
島崎 茂樹 様　　ノーベルファーマ株式会社 副社長執行役員
鈴木 良一 様　　ノーベルファーマ株式会社 開発企画部 
柳 孝明 様　　　元 PTCセラピューティクス・ジャパン合同会社 薬事本部長

　福祉機器をご専門とされる皆様

山野井 究 様　　テクノツール株式会社
今井 啓二 様　　特定非営利活動法人 ICT救助隊 理事長

少しずつスピーチをいただく予定です。現在出席予定の皆様をご紹介いたします。 

10周年記念イベント



西口 綾子 様　　『Kitten Dance Planet』副代表

『Letter』創作・上演
2011年から2014年にかけて、全国6か所、21回に渡って、遠位型ミオパチーを題材としたダンスミュージカル

『Letter』を上演いただきました。

横堀 秀策 様　　『遠位型ミオパチーガイドブック』編集協力

記念誌編集協力

PADM相談役　　藤原 一男 様

PADM監事　　　内野 真人 様

② 地方交流会同時開催・ Skype 中継

③ 1 0周年記念誌『遠位型ミオパチーガイドブック』のご紹介・スタッフ挨拶

④ 1 0年の思い出の動画上映

懇親会

・13:00～16:00　中部地区交流会
ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 会議室 1005

・13:00～17:00　関西地区交流会
大阪市立生涯学習センター 第6研修室

・12:30～16:30　九州・沖縄地区交流会
サンメッセ鳥栖 大会議室１

PADM発足1 0周年の記念誌です。 記念となるだけでなく、神経内科の医師、類似疾患を含む患者、支援者と
いった、幅広い読者に役立つものを目指しました。

若宮 有希　編集長／理事
塩見 奈々　副編集長／中国・四国地区リーダー
橋長 里江　イラスト担当／理事／関西地区サブリーダー
横堀 秀策　編集協力

PADM 発足からこれまで、本当にいろいろなことがありました。
皆様との大事な思い出、軌跡を一緒に辿っていきたいと思います。

17:00～19:00　懇親会　（会費  3,300円）
喰処飲処　蛍火　品川インターシティ店　http://r.gnavi.co.jp/gara521/

【申し込み方法】以下の参加申込フォームにてお申し込み下さい。
【申込フォーム】https://goo.gl/forms/OY8YzZS2dnMfDo4J2　　　
【お問い合わせ】Mail： info@npopadm.com

FAX：050-6860-5921
【申し込み締切】9月16日(日) 17時（先着順）
　　NPO法人PADM　遠位型ミオパチー患者会   http://npopadm.com/

https://goo.gl/forms/OY8YzZS2dnMfDo4J2
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地区別交流会へのアクセス

＜自家用車＞ 
 　◎国道3号線経由 
　　商工団地北入口（左折・右折）より900m、
　　ＢＡスタジアム前を右折500m 
 　◎国道34号線経由 
　　轟木二本黒木を（左折・右折）より700m、赤井手
　　を左折より1.6km、三菱農機前を左折より1.2km 
 　※周辺公共施設共用駐車場が利用できます
　　（駐車料無料）

＜JR九州　鳥栖駅ご利用のお客様＞
　鳥栖駅下車後、徒歩約3分でサンメッセ鳥栖に着きます
　◎鹿児島本線
　　博多駅－（25分）－鳥栖駅－（1時間）熊本駅
　◎長崎本線
　　鳥栖駅－（15分）－佐賀駅－（2時間）－長崎駅

【地下鉄】御堂筋線・梅田
　　　　　四つ橋線・西梅田
　　　　　谷町線・東梅田

【JR】　  大阪駅
　　　     東西線・北新地駅

【私鉄】  阪神電車・梅田
　　　　  阪急電車・梅田

＜電車をご利用の場合＞
（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
　◎JR名古屋駅桜通口から
　　ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
　◎ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分
　※名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、
　　マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを
　　経由　徒歩8分

＜お車をご利用の場合＞
　名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約6分
　駐車場…収容台数123台

＜JR(東海道新幹線)をご利用の場合＞
　◎東京…約97分
　◎新大阪…約51分

中部地区交流会　ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 会議室 1005
　　　　　　　　  愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38  http://www.winc-aichi.jp/access/

関西地区交流会   大阪市立生涯学習センター 第6研修室
                          大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル  http://osakademanabu.com/umeda/access

九州・沖縄地区交流会   サンメッセ鳥栖 大会議室１
                                    佐賀県鳥栖市本鳥栖町1819番地  http://www.city.tosu.lg.jp/3671.htm


