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	 謹啓、皆様方にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 
	 表皮水疱症友の会 DebRA Japanは、2007年 5月に発足以来、おかげさまで本年 5周年
を迎えることとなりました。稀少難治性皮膚疾患「表皮水疱症」の患者と家族を支援活動

する、単独の患者会としては日本で初めての発足で、現在、会員数は 110家族、医療アド
バイザー５名、賛助会員 10名を擁し、治療研究および在宅ケアの医療的向上と患者環境の
QOL改善を目標に、これまで一人一人が声を出し続けた結果、まさに先駆的ともいえる医
療的支援、社会的認知活動を着実に果たしてまいりました。 

2008年	 DebRAニュージーランド、台湾、韓国の患者会と情報交流。	  

2009年	 医療援助を求める署名活動で 47万 8,075筆を国会と厚生労働省へ提出、陳情。	  

2010年	 「在宅難治性皮膚疾患指導処置管理料」新設により医療材料の保険適用なる。	  

2011年	 念願のシリコンソフトドレッシング「メピレックス・ライト」国内初認可。	  

	 	 	 	 	   DebRA	  international	  Congressオランダ大会にアジアから初の招待参加	  

	 こうした活動の成果として、本年７月 21（土）、22（日）の２日間、表皮水疱症友の会
発足５周年を記念する＜表皮水疱症(EB)アジア交流大会＞を北海道大学学術交流会館にて
開催いたします。NPO（特定非営利活動）法人 DebRA Japanとして、国内および情報交
流を願うアジア各国の患者家族、医療者、支援者が一堂に参集し、表皮水疱症の最新治療

研究や在宅看護ケア実践例、表皮水疱症と生きる体験発表、患者と家族・医療者とのシン

ポジウム、DebRAグループセッションなどのプログラムを通して、表皮水疱症の理解と支
援をアピールする画期的なネッワーク交流です。 
	 つきましては、下記概要をご覧の上、日本で初めて開催されます表皮水疱症の社会的啓

蒙事業の新たな一歩となる国際交流大会の成功に向け、ぜひともご賛同、ご参加賜ります

よう、ご案内申しあげます。 
  なお、参加申込みは、準備の都合上、５月末までに友の会あて参加申込書をお送り願います。 

記	  
１．	 日時：2012 年７月 21 日（土）、22（日）の 2 日間 

２．	 会場：北海道大学・学術交流会館 

３．	 内容：表皮水疱症に関する患者と家族・患者会・医療者との情報交流と対話シンポジウム 
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表皮水疱症アジア交流大会 in 札幌	 	 	 	 EB Asia Meeting in Sapporo, JAPAN 
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＜開催目的＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜VISION＞	 

１．	 DebRA	 Japan	 発足５周年を記念交流集会	 	 	 	 	 DebRA	 Japan	 5th	 Anniversary	 Meeting	 

２．	 アジア各国の EB グループ情報交流	 	 	 	 	 	 EB	 Asian	 groups	 Exchange of information	 	 

３．	 最新の治療研究を学ぶ医療講演	 	 	 	 	 	 	 	 EB	 Research into Treatment and Cure	 	 	 	 	 	 	 	 	 

４．	 DebRA	 活動の社会的認知の拡大	 	 	 	 	 	 	 	 EB	 Promote Awareness	 	 

５．	 支援活動のためのチャリティ・イベント	 	 	 	 	 Charity Fund	 	 

	 

＜開催日程＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜DATE	 &	 VENUE＞	 

日程：2012 年７月 21（土）、22（日）	 	 	 	 	 	 	 	 	 21,22th,JULY	 2012	 

会場：北海道大学・学術交流会館	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hokkaido	 University	 	 	 

懇親会：21 日（土）18:00~	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dinner	 party	 21th	 July	 18:00~	 

	 	 	 	 札幌アスペンホテル２階	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sapporo	 Aspen	 Hotel	 2F	 

	 

＜プログラム案＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜DRAFT	 PROGRAMME	 ＞	 

１．	 DebRA	 international	 あいさつ	 	 	 	 	 	 	 	 Opening	 greetings	 	 	 	 	 	 

２．	 アジア各国の DebRA、EB 体験発表	 	 	 	 	 	 	 Presentations	 of	 DebRA	 groups	 and	 EB	 patients	 	 

３．	 最新の治療研究に関する医療講演	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Medical	 Research	 of	 EB	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

４．	 患者・医療従事者とのシンポジウム	 	 	 	 	 	 	 	 Symposium with the patients and Medicants	 

５．	 看護事例に基づく実践的 EB ケア             Interactive meeting for and by caring EB team  

６．	 各国 DebRA の対話セッション	 	 	 	 	 	 	 	 	 DebRA	 groups	 and	 patients	 Sessions	 

	 

主催 Secretariat： NPO 法人表皮水疱症友の会 DebRA Japan 

                  北海道大学医学部皮膚科 

後援 Cooperation：	 財団法人北海道難病連、DebRA	 international、北海道、札幌市	 

協賛 Sponser:	 	 	 J-TEC	 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング株式会社	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 タイラー基金	 

	 

＜参加費 > 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜Costs and Registration＞ 
8,000円 （大人一人。18歳以下は無料）                8,000 yen/per person 

 

この参加費には2日間の開催中にかかる参加票、プログラム資料、筆記用具、ドリンク、軽食、 

21日の昼食、夕食（懇親会パーティー） のすべてが含まれます。交通・宿泊滞在費は含まれません。  

 

詳細は、DebRA Japan事務局までご連絡ください。      For further details from contact 

                    E-mail: debrajapan@gmail.com    011-726-5170 



＜会場アクセス＞                  ＜VENUE＞ 
■北海道大学・学術交流会館       Hokkaido university Academic exchange Hall 
 http://www.hokudai.ac.jp/bureau/map/map4.htm 
 札幌市北９条西５丁目北大正門より徒歩１分  

  

 ―公共交通利用案内― 
 ＪＲ「札幌駅」下車､徒歩７分 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	 

＜懇親パーティ会場：Dinner & party＞ 

交流大会終了後、会場から徒歩１分にある札幌アスペンホテル２階にて、懇親会をかねた

ディナーパーティを開催します。食べて飲んで、参加者と気軽に語らいましょう。子供達

にも大人にも嬉しいサプライズ演出も用意していますのでどうぞお楽しみに。 
 
●会場：札幌アスペンホテル２階バンケットホール 

 http://www.sci.hokudai.ac.jp/utility/pdf/map_01.pdf 

 〒060-0808 札幌市北区北 8条西 4丁目 5番地 

 TEL 011-700-2111 / FAX 011-700-2002 

	 

新千歳空港から札幌（JR 札幌駅）まで 
 ◯快速エアポ－ト（新千歳空港駅と JR 札幌駅前間（片道大人 1,040 円、小人 520 円） 
	 新千歳空港駅始発 8時台から最終 22時台まで、JR札幌駅始発 6時台から最終 20 
	 時台まで、ほぼ 15分間隔（所要時間 36～40分）で運航されています。 
	 詳細は各交通案内 (新千歳空港 H.P)をご覧ください。 

 
 ◯高速バス（北海道中央バス・北都交通）（片道 1,000 円） 

新千歳空港始発 8時台から最終 22時台まで。札幌バスタ－ミナル（JR札幌駅南口東側）始発
5 時台から、最終 17 時台まで、ほぼ 20 分間隔（所要時間 70～80 分）で運行されています。
詳細は各交通案内 （JR・バスの時刻表：新千歳空港 HP）をご覧ください。なお所要時間は
渋滞等による遅れは考慮しておりません。 
 

JR 札幌駅から北海道大学正門へ 

	 札幌駅構内 JR札幌駅北口より北海道大学正門までは、徒歩約 10分です。 
	 北海道大学正門から学術交流会館までは徒歩約 30秒、入ってすぐ左手に見えます。 
	 正門から札幌アスペンホテルまでは、徒歩１分程です。  



＜宿泊：Hotel ＞	 

交流大会会場から徒歩圏内のホテルをご紹介します。ご予約等は直接、各ホテルにご連絡ください。 

北海道難病センターの宿泊施設は、バリアフリー対応和洋室があり、患者ご家族なら大人一人 1,500円~

2,400 円と格安で利用できます。いずれも、確保している部屋数に限りがあるので、お早めに友の会までご

連絡願います。 

 

■北海道難病センター http://www.do-nanren.jp/  

札幌市中央区南4条西10丁目／TEL:011-512-3233 

 

■札幌アスペンホテル (Sapporo Aspen Hotel)  

http://www.e-hokkaido.jp/sapporo/s_aspen/index.html 

札幌市北区北8条西4丁目5番地／TEL：011-700-2111 

 

■ベストウェスタン ホテルフィーノ札幌 (Best Western Hotel Fino Sapporo) 

http://www.bwjapan.co.jp/finosapporo/concept/index.html 

札幌市北区北8条西4-15／TEL：011-729-4055 

 

■札幌クレセントホテル（SAPPORO CRESCENT HOTEL） 

  http://crescenthotel.info/ 

  札幌市北区北6条西7丁目／TEL：011-747-8839 

 

■JRタワーホテル日航札幌（JR TOWER HOTEL NIKKO SAPPORO） 

http://www.jrhotels.co.jp/tower/ 

札幌市中央区北5条西2丁目5JRタワーホテル日航札幌 35F／TEL：011-251-6377 

 

■センチュリー ロイヤル ホテル (Century Royal Hotel) 

http://www.cr-hotel.com/ 

札幌市中央区北5条西5丁目／TEL:011-221-3001 

 

■京王プラザホテル札幌 (Keio Plaza Hotel Sapporo) 

http://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 

札幌市中央区北5条西7丁目2-1／TEL：011-271-0111 

 

■ホテルグレイスリー札幌（札幌ワシントンホテル）HOTEL GRACERY SAPPORO  

http://gracery-sapporo.com/index.php 

  札幌市中央区北4条西4丁目1  読売新聞北海道ビル（フロント7F）／TEL：011-251-3211   


