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ESRS に参加して
駒田 陽子✉
明治薬科大学 リベラルアーツ
2018 年 9 月 25–28 日にスイス・バーゼルで開かれ

Parasomnia Screening）の日本語版を作成した関係

た第 24 回ヨーロッパ睡眠学会（the European Sleep

で、現在ドイツ睡眠学会のサイトにドイツ語版、英語

Research Society: ESRS）に参加しました。時間生物

版と並んで日本語版も掲載してもらっています（パラ

学会の皆さまは睡眠学会に参加されることは多くな

ソムニア研究の際にはどうぞお使いください！）1-3。

いかもしれませんが、ご興味を持って頂ければ！と思

彼女もまた、ドイツのマックスプランク研究所から籍

い、報告記を書かせて頂くことにしました。

を移し、今はスイスのルガーノにある睡眠センターで

ヨーロッパ睡眠学会は 2 年に一度開催されており、

研究をしているとのことでした。バーゼルはドイツ語

近年ではイタリア・ボローニャ、エストニア・タリン、

圏ですが、ルガーノはイタリア語圏で、同じスイスで

フランス・パリで行われ、次回は 2020 年 9 月にスペ

も文化や習慣、祝祭日が異なるそうです。

イン・セビリアで開かれます。例年、1 日目にトレー
ニングコースがあり、夜にオープニング・セッション、

さて学会でのシンポジウム、ラウンドテーブル、オ

ネットワーキングパーティー、2 日目以降シンポジウ

ーラルセッション、ケースディスカッションは、6 会

ムや教育セッション、ポスター発表が設定されていま

場で同時進行でした。臨床研究、基礎研究、実験、疫

す。夜は、フットボールの試合（North チーム vs

学がバランスよく組まれていました。臨床研究は、ナ

South チーム）やバンケットが開かれますが、開催時

ルコレプシー、不眠症、睡眠時無呼吸障害、パラソム

間が遅い上に（だいたい 20 時頃からスタート）
、ヨー

ニア、リズム障害それぞれのシンポジウムやケースデ

ロッパ時間に適応していないので、夜の部にはなかな

ィスカッションがありました。また、対象別の課題と

か参加できません。

して、子どもや青年期、女性にフォーカスしたシンポ
ジウムも盛んに行われていました。疫学研究では、ウ

今年のオープニング・セッションでは、これまでの

ェアラブルデバイスやネットへのログイン情報など

ヨーロッパでの睡眠研究の歴史が紹介され、第 1 回

のビッグデータを用いて、実社会での睡眠を検討しよ

ESRS は 1974 年にバーゼルで開催されたこと、44 年

うと試みる研究が散見されました。バーゼル大学で、

の歳月を経て再びこの地で集まることができたとい

光環境と睡眠に関して多くの実験が行われているこ

うお話と、音楽の演奏がありました。若手研究者のプ

とから、光と生体リズムに関するシンポジウムもいく

レゼンのあと、ホワイエに移動してネットワーキング

つかありました。私は「Sleep in real life」のセッシ

パーティー。おいしいキッシュと飲み物を受け取って、

ョンで報告しました。自分の前後の発表は、南極観測

広い会場を見まわしていると何人か知り合いに会う

隊の睡眠、遠洋漁業の大型船での疲労感や認知機能に

ことができました。ヨーロッパ内で所属を移動してい

関する研究で、実社会というよりは特殊な環境といっ

る人が多い印象でした。3 年前はストックホルムにい

た方が適切なような気がしました。シンポジウムの各

たけど、今はチューリヒにいるよ、デンマークからラ

ホールは都市の名前がつけられており、サンフランシ

トビアに移動した、などなど、国を超えて活動してい

スコ、モントリオール、シンガポール、シドニーetc で

るのだなあと感じました。学会は、職探しの絶好のチ

したが、
「Sleep in real life」はホール Osaka での開

ャンスなのでしょうね。

催でした。バーゼルまで来たのに、大阪ホール･･･と

以前、共著で論文を作成した Dr. Stephany Fulda

心の中で突っ込みました（写真 1）。発表のためのス

にも会うことができました。彼女が開発したパラソム

ライドは当日 2 時間前までにスピーカーズサービス

ニ ア ・ ス ク リ ー ニ ン グ ・ ス ケ ー ル （ Munich

センターで登録だったのですが、USB で持参したパ
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ワポのファイルが設置された PC では開けませんで

通りから中庭を通ったところに美術館の入り口があ

した。じゃあ、ファイルをメールで送れと言われて、

り、中庭をぐるりと囲んで回遊できる設計になってい

その場で送るもダメ。結局、自分の PC を発表時に接

る。17 世紀には美術館として公開されており、長い

続するということになりました。ESRS ではほとんど

歴史が落ち着いた雰囲気を醸し出している”と描写さ

の方が自分の PC を使わず、ファイルを事前に登録す

れているとおり、すてきな美術館でした。

る形ですが、USB 読み込めない（逆に持ち込み PC が
使えない）などを想定して、準備しておくと安心だと

写真 3 は、街中あちらこちらに立てられていたポス
ターです。「22～7 時までは nighttime なので静かに

感じました。
ポスターは 750 演題あり、3 日間に分けてポスター

しなさい、騒ぐと罰金 100 フラン（約 1 万円）。by バ

セッションが行われました。ポスター会場はゆったり

ーゼルポリス」というものです。ポスターをじっと見

しており、閲覧や質問がしやすかったです。

ていましたら、犬を散歩していた人が、「100 フラン

バーゼルには、1460 年創立のスイスで最も古いバ

は現金で支払わないといけない」と説明してくれまし

ーゼル大学があり（写真 2）、落ち着いた美しい街並

た（そこが問題？）。今もまだなお、日本は反対の方

みでした。旅行者には全員、トラムとバスに乗れる無

向にいこうとしている気がしますが（地下鉄の終夜運

料パスが配られます。気が向くとトラムを降りて、ラ

行など経済活性第一主義）、夜は、静かで暗く、眠り

イン川にかかる橋を歩いて会場に向かうなど、散策も

やすい環境にしていくこと、その意識を社会で育んで

楽しめました。バーゼル市立美術館にも立ち寄ること

いくことが大切だと感じました。

ができました。原田マハ「楽園のカンヴァス」で、 “表

写真 3 市内で見かけたポスター
写真１

バーゼル国際会議場の OSAKA ホール
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