室内環境学会 2009 年度総会・研究発表会のご案内
2009 年度総会大会長
東

賢一

総合テーマ「過去を振り返り未来を守る：室内環境研究への学際的アプローチ」
2009 年度（平成 21 年度）の総会・研究発表会は、2009 年 12 月 13 日（日）、14 日（月）、15
日（火）に近畿大学（本部キャンパス：大阪府東大阪市）で開催することになりました。1994 年
9 月に本学会の前身である室内環境研究会が創立されて以来、今年で 15 年を迎えました。この間
日本では、化学物質による室内空気汚染を中心に研究や対策が進められてきました。室内環境に
は、化学物質のみならず、微生物、微小生物、音、光、電磁波、電磁放射線など、多くの要因が
関与しています。これらのさまざまな要因による影響を見いだし、それらを制御することによっ
て、人の健康の保護や維持増進を行うことができます。従って、室内環境の研究に対しては、医
学、工学、農学、環境学などさまざまな分野の研究者や技術者が学際的に取り組んでいかねばな
らず、今後ますますその重要性が高まっています。研究発表会では、
「室内環境」全般に関わる多
数の研究発表や調査報告などを募集いたします。また、特別シンポジウムや市民公開講座、NPO・
企業プレゼンテーションや機器展示、分科会報告など、室内環境に関わる多数の催し物を開催い
たします。大学、研究機関、企業、NPO、NGO、行政機関など、産官学民からの多数の応募と参
加を期待しております。
概要
開催日程

2009 年 12 月 13 日（日）、14 日（月）、15 日（火）

会場

近畿大学本部キャンパス１１月ホール
http://www.kindai.ac.jp/about/access/honbu.html
〒577-8502

行事

大阪府東大阪市小若江 3-4-1

TEL（06）6730-5880 内線 2700

総会、特別シンポジウム、一般研究発表（口頭、ポスター）、市民公開講座
NPO・企業プレゼンテーション、分科会報告、他

演題締切

2009 年 8 月 31 日（月）

原稿締切

2009 年 9 月 30 日（水）

演題申込費

1,000 円

参加費

正会員

5,000 円

非会員

学生会員 1,000 円

8,000 円

学生非会員 3,000 円

※全て税込み、講演要旨集代を含む（講演要旨集代のみ

3,000 円）

市民公開講座は無料
懇親会

2009 年 12 月 14 日（月）18:00～20:00

懇親会費 5,000 円

11 月ホール地下 1 階「Cafeteria November」
大会長

東

賢一（近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）
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タイムテーブル（予定）
演題数等により変更されることがあります。

12月

9

会場

10

11

12

13

14
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19

20

市民公開講座

大ホール
13日(日)
小ホール
研究発表
（ﾎﾟｽﾀｰ発表）

大ホール

NPO･企業
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

小ホール
14日(月)

多目的
ホール2F
多目的
ホール1F

15日(火)

総会 特別シンポジウム

懇親会

ﾎﾟｽﾀｰ 研究発表 ﾎﾟｽﾀｰ
掲示 （ﾎﾟｽﾀｰ展示） 説明
機器
設置

研究発表
（ポスター展示）

機器展示

大ホール

研究発表
（口頭）

研究発表
（口頭）

微生物
分科会

小ホール

研究発表
（口頭）

研究発表
（口頭）

化学物質
分科会

多目的
ホール2F

研究発表
（ポスター展示）

多目的
ホール1F

機器展示

ポスター
撤去

機器撤去

演題申込金・参加費用・懇親会費用
代金の振込み

演題申込金、参加費用、懇親会費用は、振込期日までに銀行振込みでお願いし
ます。振込口座（ゆうちょ銀行）は、室内環境学会の演題申し込みサイトでご
確認下さい。お振込手数料は、恐れ入りますが依頼人様のご負担でお願いいた
します。

振込期日

2009 年 9 月 30 日（水）

電子メールで

代金振込み後、電子メールで下記事項を総会事務局までご連絡下さい。

の連絡事項

e-mail アドレス：am@siej.org
①発表演題名（日本語）
②発表者の氏名・所属（日本語･英語）
③連絡先電話番号、e-mail アドレス
④お振り込み内容（演題申込・参加・懇親会別、金額）

参加のみの方

参加のみの方は、参加費、懇親会費を当日受付でお支払い下さい。非会員の方
の講演要旨集は、当日受付でお渡しいたします。
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市民公開講座（無料）
開催日時

2009 年 12 月 13 日（日）14:00～17:00

会場

近畿大学本部キャンパス１１月ホール

テーマ

室内環境関連疾病の現状と課題

大ホール

特別シンポジウム
開催日程

2009 年 12 月 14 日（月）14:30～17:40

会場

近畿大学本部キャンパス１１月ホール

テーマ

居住空間における人の健康の保護と維持増進

プログラム

１．内山巌雄

大ホール

京都大学名誉教授

室内環境における健康リスク
２．筏

義人

奈良県立医科大学住居医学講座

教授

住居医学研究の最新動向
３．川井秀一

京都大学生存圏研究所

所長・教授

木材による調湿と空気浄化
４．高野裕久

独立行政法人国立環境研究所環境健康研究領域

領域長

アレルギーと室内環境
５．吉田諭史

厚生労働省健康局生活衛生課

室内環境問題に対する取り組み

分科会
開催日時

2009 年 12 月 15 日（火）16:30～18:30

会場

近畿大学本部キャンパス１１月ホール
微生物分科会：大ホール

テーマ

化学物質分科会：小ホール

１．微生物分科会
「空気清浄機の除菌性能評価法について」
２．化学物質分科会
本学会ホームページで案内予定

一般演題募集要項
応募資格

発表者は室内環境学会の会員（法人・学生会員を含む）であること。共同発表
者の資格は問いません。非会員で発表を望まれる方は、発表の申し込みと同時
に学会事務局に入会手続きを行ってください。但し、学会から依頼した場合は
この限りではありません。
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演題申込方法

室内環境学会のホームページをご覧ください。
http://www.sie j.org/

演題申込締切

2009 年 8 月 31（月）必着

演題申込時の

①発表演題名（日本語）

登録内容

②発表演題名（英語）
③キーワード（日本語･英語）※3～5 個
④発表者の氏名・所属（日本語･英語）
⑤連絡先住所、e-mail アドレス
⑥共同演者の氏名･所属（日本語･英語）
⑦口頭発表・ポスター発表のいずれかの希望
⑧発表希望分野

※希望する発表分野の番号と見出し名をお選び下さい

⑨論文概要（日本語）※最大 250 字まで
⑩懇親会の参加の予定の有無
なお、演題名、発表者名･所属の英語表記に記載漏れが多数見られますので、
ご注意願います。申込み各事項はそのまま講演プログラムに記載されますので、
変更なきよう十分ご考慮のうえお申し込みください。
発表分野

1. 環境調査・曝露評価

6. 健康調査・疫学

2. 発生源

7. 生体影響・有害性・リスク評価

3. 環境評価（予測・モデル）

8. 快適性・知的生産性

4. 汚染制御

9. 環境計画

5. 分析・計測・装置・評価方法

10. 政策・指針・管理・情報

演題申込金

1,000 円

発表について

演題の採否、及び口頭･ポスターのいずれにするかは実行委員会が決定します。
時間およびスペースの制約で希望に添えない場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。

講演要旨送付方法および原稿作成要領
原稿送付方法

室内環境学会のホームページをご覧ください。
http://www.siej.org/

原稿締切

2009 年 9 月 30 日（水）必着

原稿作成要領

① A4 サイズ 2 枚
② 原稿はワープロ（原則として Adobe Acrobat の pdf ファイル、ファイル名
は発表者名）を用いて和文または英文で作成。和文の場合は英文の表題、
著者名（ローマ字ネーム）、英文要旨（150words 以内）、キーワード（3～5
個）、全著者の所属を 1 頁に付ける。
③ 書式は 2 段組、22 字×42 行／頁。余白は上端 25mm、下端 35mm、左端
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および右端 20mm。
④ タイトルの文字は 12 ポイント（和文はゴシック体、英文は Times New
Roman）でセンタリング。
⑤ 本文の文字は 10.5 ポイント程度の大きさの活字（和文は明朝体、英文は
Times New Roman）。
⑥ 脚注は使用しない。ページ番号は入れない。
⑦ 発表者の氏名の前に○をつける。（例：○室内太郎、環境花子）
⑧ 発表者および共同発表者の所属とともに、会員･学生会員･非会員の別を記
入するため学生会員･非会員について明記する。

発表方法
口頭発表

講演 1 件につき講演時間 10 分、討論、入れ替えを合わせて計 15 分です。但
し、講演申込件数により変更する可能性があります。発表はパワーポイントで
行っていただきます。操作は各自でお願いいたします。発表者は 12 月 14 日
13:30 までに、発表用の電子ファイルを受付備え付けのパソコンにコピーを済
ませ、動作を確認ください。電子ファイルは必ずウイルスチェックを済ませて
からコピーしてください。

ポスター発表

12 月 14 日 9:30 より大ホールで 3 分間の講演を行っていただきますのでご用
意ください。討論時間はありません。講演はパワーポイント（3 枚以内）で行
っていただきます。操作は各自でお願いいたします。発表者は 12 月 14 日 9:45
までに、発表用の電子ファイルを受付備え付けのパソコンにコピーを済ませ、
動作を確認ください。電子ファイルは必ずウイルスチェックを済ませてからコ
ピーしてください。ポスター掲示は、12 月 14 日 9:00～10:00 までの間行って
ください。ポスター用のパネルの大きさは横 90cm×縦 180cm×1 枚です。

ポスター説明

12 月 14 日 12:00～13:00 はポスターの前に待機し、ポスターをご覧になって
いる参加者に対する説明をお願いいたします。

機器展示参加の NPO・企業および広告の募集
総会期間中、多目的ホールにおいて開催する機器展示への参加 NPO・企業を募集します。あわ
せて、講演要旨集への広告を募集します。また、ご講演によるプレゼンテーションも募集いたし
ます。多数の NPO・企業の参加をお待ちしております。
機器展示募集要綱
開催日

2009 年 12 月 14 日（月）、15 日（火）

場所

11 月ホール

スペース

一区画約 1.8ｍ幅

費用

・展示のみ

多目的ホール 1F
一区画 40,000 円
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・広告のみ

1 ページ（モノクロ） 20,000 円

・展示／広告の両方

一区画 1 ページ（モノクロ） 50,000 円
（広告追加 1 ページモノクロ 10,000 円）

申込期限

機器展示：2009 年 11 月 20 日（金）
広告：10 月上旬締め切り予定
プレゼンテーション：2009 年 9 月 30 日（水）

申込方法

室内環境学会のホームページをご覧ください。
http://www.siej.org/

プレゼンテ

プレゼンテーションを希望する NPO・企業には、12 月 14 日 10:00 より小ホ

ーション

ールで 20 分間のプレゼンテーションを行っていただきますのでご用意くださ
い。質疑応答時間は 5 分間です。講演はパワーポイントで行っていただきます。
操作は各自でお願いいたします。講演者は 12 月 14 日 9:45 までに、発表用の
電子ファイルを受付備え付けのパソコンにコピーを済ませ、動作を確認くださ
い。電子ファイルは必ずウイルスチェックを済ませてからコピーしてください。

会場での受付
受付時間

12 月 13 日（日）13:00～17:00
12 月 14 日（月）8:30～17:00
12 月 15 日（火）8:30～15:00

場所

11 月ホール 1F ロビー

方法

参加票に所定の事項を記入のうえ受付にご提出ください。

室内環境学会への入会
申し込み先

室内環境学会のホームページよりお申し込みください。
http://www.siej.org/

室内環境学会 2009 年度総会・研究発表会実行委員会連絡先
e-mail

am@siej.org
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会場までの交通アクセス
※駐車場は用意しておりませんので、公共交通機関でお越し下さい。
近鉄大阪線・長瀬駅下車、徒歩約 10 分
近鉄奈良線・八戸ノ里駅下車、徒歩約 20 分

【電車乗り換え案内】
＜各主要駅からの経路・所要時間（目安）＞●乗り換え時間を含みません。
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【近鉄大阪線・長瀬駅からの経路】

近 畿 大 学

西門

○近鉄大阪線「長瀬」駅からは徒歩約 10 分で西門に到着します。
【近鉄奈良線・八戸ノ里駅からの経路】

○近鉄奈良線「八戸ノ里」駅からは徒歩約 20 分で東門に到着します。
「八戸ノ里」駅からは徒歩
以外に、駅から近鉄バス金物団地久宝寺口駅前に乗車し(約 10 分)「東上小阪」で下車、徒歩約
2 分で大学東正門に到着します。
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【近畿大学本部キャンパスマップ】

【学内食堂案内】
・本館地下食堂 KURE（土日祝日は休業）
・１１月ホール地階

生協カフェテリア

・１１号館１階

学園食堂

・３１号館１階

喫茶

November

青い鳥（喫煙可）

【ATM・キャッシュコーナー】
西門（ゆうちょ銀行・三井住友銀行）、本館地下（三菱東京 UFJ 銀行）
【コピーサービス】
21 号館１階生協店舗で有料コピーサービスが利用できます。
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【11 月ホール】

【会場の平面図】
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宿泊・観光情報
大学近辺

U-Community

Hotel

最寄りの駅は近鉄奈良線

小阪駅

近畿大学まで徒歩約 20 分、タクシーでホテルから 1000 円程度
〒577-0036

大阪府東大阪市御厨栄町 1-3-30

TEL: 06-6784-3000 / FAX: 06-6784-3030
E-mail: info@u-community.co.jp
http://www.u-community.co.jp/
宿泊先の予約は各種ホームページ・旅行代理店等をご利用下さい。近畿大学周辺にホテルはほと
んどありません。上本町、日本橋、難波、天王寺周辺にはホテルが多くあり交通も便利です。
宿泊・観光情報

ハイパー時刻表＆ホテル情報
（近畿大学周辺のホテル・旅館案内）
http://www.hyperhotelmap.com/29/univ_8149.html
楽天トラベル
http://travel.rakuten.co.jp/
大阪観光情報
http://www.osaka-info.jp/jp/index.php
東大阪市観光協会
http://www.higashiosaka-kanko.jp/

観光スポット

司馬遼太郎記念館

近畿大学より徒歩 8 分

http://www.shibazaidan.or.jp/
大阪城

近畿大学より大阪城公園駅（JR 大阪環状線）まで約 35 分

http://www.osakacastle.net/
国立国際美術館

近畿大学より約 50 分

http://www.nmao.go.jp/
大阪歴史博物館

近畿大学より約 35 分

http://www.mus-his.city.osaka.jp/
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