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会長招待講演1 6月27日（木）　11:10～12:10　A会場（1号館2階 センチュリーホール）

座　長：�増渕　　悟　 �愛知医科大学生理学

ヒトの睡眠覚醒リズム：2プロセス仮説を越えるもの
本間　研一　 �北海道大学名誉教授

会長招待講演2 6月27日（木）　13:30～14:30　A会場（1号館2階 センチュリーホール）

座　長：�塩見　利明　 �愛知医科大学睡眠科

睡眠中の異常な呼吸の原因を理解し、問題を早期に診断する必要がある
We	need	to	understand	what	 is	behind	abnormal	breathing	during	sleep	and	
diagnose	problems	earlier
Christian Guilleminault　 �Stanford�University�Sleep�Medicine�Division

Makoto Kikuchi Memorial Panel Discussion 6月27日（木）　14:30～15:10　A会場（1号館2階 センチュリーホール）

日本におけるOSAの予防は可能か？	
Is	it	possible	to	prevent	OSA	in	Japan	?

座　長：�清水　徹男　 �秋田県精神保健福祉センター
　　　　�千葉伸太郎　 �太田睡眠科学センター /東京慈恵会医科大学
コメンテーター：�Christian Guilleminault　 �Stanford�University�Sleep�Medicine�Division

	 PD-1 OSA予防における耳鼻科医の役割り
池田このみ　 �東京慈恵会医科大学附属第三病院耳鼻咽喉科/太田総合病院記念研究所太田睡眠科学センター＆睡眠外科

学センター /東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科教室

	 PD-2 OSA予防における歯科の役割り
清水　清恵　 �清水歯科クリニック

	 PD-3 Maxillomandibular	Rotational	Advancement:	Airway,	Aesthetics,	and	Angle's	
Considerations
Clement CH Lin　 �Craniofacial�Center�&�Sleep�Center�

Chang�Gung�Memorial�Hospital

	 PD-4 Can	adenotonsillectomy	(T&A)	improve	development	of	pediatric	OSA	?
Yu-Shu Huang　 �Department�of�Child�Psychiatry�and�Sleep�Center,�Chang�Gung�Memorial�Hospital

会長招待講演3 6月27日（木）　15:20～16:20　A会場（1号館2階 センチュリーホール）

座　長：�粂　　和彦　 �名古屋市立大学大学院薬学研究科神経薬理学分野

哺乳類の睡眠覚醒リズムの分子機構
岡村　　均　 �京都大学大学院薬学研究科分子脳科学
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第24回日本睡眠学会研究奨励賞授賞式および受賞講演 6月28日（金）　10:40～11:30　E会場（1号館4階 レセプションホール（西））

司　会：�清水　徹男　 �秋田県精神保健福祉センター

○臨床系論文（疾患対象）
酒井　紀彰

論文タイトル：  HPLC analysis of CSF hypocretin-1 in type 1 and 2 narcolepsy
論文掲載誌：  Scientific Reports  2018.11.26（January 2019）
所　　　属：  スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所

○非臨床系論文（非疾患対象）
齊藤　夕貴

論文タイトル：  Monoamines Inhibit GABAergic Neurons in Ventrolateral Preoptic Area That 
Make Direct Synaptic Connections to Hypothalamic Arousal Neurons.

論文掲載誌：  Journal of Neuroscience  2018 6366-6378
所　　　属：  筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構

○機関誌掲載論文
伊東　若子

論文タイトル：  Hypersomnia with ADHD: a possible subtype of narcolepsy type 2
論文掲載誌：  Sleep and Biological Rhythms  2018：16-2:205-210
所　　　属：  神経研究所附属晴和病院

教育セミナー1（検査技師） 6月27日（木）　9:00～11:00　A会場（1号館2階 センチュリーホール）

座　長：�野田　明子　 �中部大学生命健康科学部生命医科学科
　　　　�山本　勝徳　 �豊橋メイツ睡眠クリニック

	 ES1-1 睡眠時随伴症群
宮本　雅之　 �獨協医科大学看護学部看護医科学（病態治療）領域�

獨協医科大学病院睡眠医療センター

	 ES1-2 終夜睡眠ポリグラフィ（Polysomnography：PSG）で遭遇する睡眠時随伴症
藤田　志保　 �藤田医科大学病院臨床検査部

教育セミナー2（医師） 6月27日（木）　15:20～17:20　B会場（4号館1階 白鳥ホール（南））

座　長：�松尾　雅博　 �滋賀医科大学医学部附属病院精神科
　　　　�鈴木　雅明　 �帝京大学ちば総合医療センター耳鼻咽喉科

	 ES2-1 医療AI人材とか何か．てんかん・睡眠障害のモニタリングAIの開発を例に
藤原　幸一　 �名古屋大学工学研究科

	 ES2-2 睡眠とめまい
中山　明峰　 �名古屋市立大学睡眠医療センター
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教育セミナー3（歯科医師） 6月28日（金）　8:30～10:30　E会場（1号館4階 レセプションホール（西））

座　長：�古橋　明文　 �愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学
　　　　�猪子　芳美　 �日本歯科大学新潟病院総合診療科

	 ES3-1 スポーツ選手に対する睡眠歯科医療の貢献
鈴木　浩司　 �日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学分野

	 ES3-2 歯学部と卒後研修における睡眠歯科教育の実態と課題
佐藤　一道　 �東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座

睡眠科学研究講座 6月28日（金）　10:10～13:50　K会場（3号館3階 国際会議室）

【つなぐシリーズ第4回】　レム睡眠の知識をupdateして、睡眠科学へつなぐ
日本睡眠学会教育委員会企画
睡眠科学研究を志す若手研究者、大学院生、企業研究者等を対象とした研修セミナーです。�
睡眠学会会員以外の方も受講できます。�
日本睡眠学会専門医・日本睡眠学会歯科専門医・日本睡眠学会認定検査技師の資格認定更新のためのポイントにはなりま
せんので、ご注意ください。

司　会：�勢井　宏義　 �徳島大学大学院医歯薬学研究部統合生理学分野

	 K1-1 レム睡眠とその破綻のメカニズムや作用
林　　　悠　 �筑波大学�国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）

	 K1-2 レム睡眠を調節する神経回路の機能と操作
山中　章弘　 �名古屋大学環境医学研究所神経系分野２�/�JST,�CREST

	 K1-3 ヒトとレム睡眠，そして夢
阿部　高志　 �筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構

国際交流委員会アジア睡眠シンポジウム 6月27日（木）　9:00～12:10　K会場（3号館3階 国際会議室）

Insomnia	in	Asia	-	Its	current	condition	and	future	treatment-
座　長：�Yuichi Inoue　 �Department�of�Somnology,�Tokyo�Medical�University
　　　　�Hirokuni Tagaya　 �Department�of�Health�Science,�School�of�Allied�Health�Sciences,�Kitasato�University�

Department�of�Psychiatry,�Kitasato�East�Hospital

	 AS-1 Social,	mental,	and	physical	impacts	of	insomnia
Ryuji Furihata　 �Department�of�Neuropsychiatry,�Nihon�University�School�of�Medicine

	 AS-2 Insomnia	in	school	aged	children	and	adolescents
Shirley Xin Li　 �Department�of�Psychology,�The�University�of�Hong�Kong

	 AS-3 Insomnia	in	the	elderly
Ki-Young Jung　 �Seoul�National�University�College�of�Medicine,�Department�Neurology,�Seoul�National�

University�Hospital
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	 AS-4 CBT-I	 in	Clinical	Settings:	Clinical	Effectiveness	of	CBT-I	and	a	CBT-I	Based	
Preventive	Psychoeducation
Chien-Ming Yang　 �Department�of�Psychology,�The�Research�Center�for�Mind,�Brain,�&�Learning�National�

Chengchi�University

	 AS-5 Hypnotics	are	neither	silver	bullets	nor	pacts	with	the	Devil.		
-	What	physicians	and	paramedics	should	know	about	pharmacotherapy	for	
insomnia.-
Hirokuni Tagaya　 �Department�of�Health�Science,�School�of�Allied�Health�Sciences,�Kitasato�University�

Department�of�Psychiatry,�Kitasato�University�East�Hospital

シンポジウム1 6月27日（木）　9:00～10:30　B会場（4号館1階 白鳥ホール（南））

睡眠とテクノロジー
座　長：�中山　明峰　 �名古屋市立大学医学研究科共同研究教育センター
　　　　�粂　　和彦　 �名古屋市立大学大学院薬学研究科神経薬理学分野

	 S1-1 世界睡眠イノベーションの現状
中山　明峰　 �名古屋市立大学医学研究科共同研究教育センター

	 S1-2 睡眠遠隔医療の実際
千葉伸太郎　 �太田睡眠科学センター /東京慈恵会医科大学

	 S1-3 医療機器メーカーとの非接触型睡眠計開発の経験から
粂　　和彦　 �名古屋市立大学大学院薬学研究科神経薬理学分野

	 S1-4 睡眠とデザイン
國本　桂史　 �名古屋市立大学

	 S1-5 睡眠医療に対する医療・工業・商業の取り組み
李　　学禹　 �台湾睡眠醫学学會

シンポジウム2 6月27日（木）　9:00～10:30　C会場（4号館1階 白鳥ホール（北））

過眠症の診断をめぐって
座　長：�本多　　真　 �公益財団法人東京都医学総合研究所精神行動医学研究分野睡眠プロジェクト/�

公益財団法人神経研究所附属晴和病院

　　　　�神林　　崇　 �筑波大学睡眠研究機構/秋田大学精神科

	 S2-1 過眠症の遺伝要因とHLAの意義
宮川　　卓　 �公益財団法人東京都医学総合研究所精神行動医学研究分野睡眠プロジェクト/�

東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻人類遺伝学分野

	 S2-2 MSLTにおける入眠時レム睡眠期について
伊東　若子　 �神経研究所附属晴和病院
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	 S2-3 CSF中のオレキシン濃度測定をめぐって
酒井　紀彰　 �スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所

	 S2-4 症候性過眠症の特徴と病態機序
神林　　崇　 �筑波大学睡眠研究機構/秋田大学精神科

	 S2-5 24時間PSGを用いた病的過眠の判定
本多　　真　 �公益財団法人東京都医学総合研究所精神行動医学研究分野睡眠プロジェクト/�

公益財団法人神経研究所附属晴和病院

シンポジウム3 6月27日（木）　9:00～10:30　D会場（1号館4階 レセプションホール（東））

OSA数値流体力学解析up-todate
座　長：�鈴木　雅明　 �帝京大学ちば総合医療センター耳鼻咽喉科
　　　　�田沼　唯士　 �帝京大学戦略的イノベーション研究センター流体及び構造解析・設計応用研究部門

	 S3-1 上下顎前方移動術における気道動態の変化－第1報	流体力学を用いたシミュレーション－
山縣加夏子　 �日本大学歯学部口腔外科学講座/日本大学歯学部口腔構造機能学分野口腔外科学/帝京大学戦略的イノ

ベーション研究センター流体及び構造解析・設計応用研究部

	 S3-2 上下顎前方移動術における気道動態の変化－第2報	CFDによる術前効果予測の検討－
荻澤　翔平　 �獨協医科大学医学部口腔外科学講座

	 S3-3 CFDの基本原理から考える上気道解析への応用と可能性
矢島　康治　 �横浜市立大学大学院医学系研究科顎顔面口腔機能制御学

	 S3-4 上気道流体シミュレーションによるOSA原因部位の特定と閉塞部位との鑑別診断
岩崎　智憲　 �鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野

シンポジウム4 6月27日（木）　9:00～10:30　E会場（1号館4階 レセプションホール（西））

睡眠時無呼吸症候群への多面的アプローチ
座　長：�宮崎総一郎　 �中部大学生命健康科学研究所
　　　　�安藤　眞一　 �九州大学病院睡眠時無呼吸センター

	 S4-1 睡眠関連呼吸障害におけるarousalの善悪
山内　基雄　 �奈良県立医科大学呼吸器内科学講座

	 S4-2 鼻閉が睡眠および認知機能に与える影響
北村　拓朗　 �産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

	 S4-3 睡眠からアプローチする認知症予防
宮崎総一郎　 �中部大学生命健康科学研究所

	 S4-4 Interaction	between	sleep	apnea	and	 impacting	 factor	on	brain	volume	and	
cognitive	change
Shin Chol　 �Institute�of�Human�Genomic�Study,�College�of�Medicine,�Korea�University
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シンポジウム5 6月27日（木）　9:00～10:30　F会場（1号館4階 141+142）

平成30年度診療報酬改定後のベンゾジアゼピン系睡眠薬の減薬・休薬
座　長：�小曽根基裕　 �久留米大学医学部神経精神医学講座
　　　　�三島　和夫　 �秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座

	 S5-1 診療報酬改定の経緯と今後
三島　和夫　 �秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座

	 S5-2 ベンゾジアゼピン系薬剤の光と影
高江洲義和　 �杏林大学医学部精神神経科学教室

	 S5-3 ウェルビーイング手法による睡眠薬減量
須賀　英道　 �龍谷大学短期大学部

	 S5-4 睡眠薬減量の動機づけ動画作成の試み
天谷　美里　 �東京慈恵会医科大学精神医学講座

	 S5-5 全科共通の睡眠薬標準指示施行が転倒の事象に与える影響
小鳥居　望　 �久留米大学医学部神経精神医学講座/小鳥居諫早病院

シンポジウム6 6月27日（木）　9:00～10:30　G会場（1号館3階 131+132）

途上国における睡眠医療支援
座　長：�岡　　靖哲　 �愛媛大学医学部附属病院睡眠医療センター
　　　　�名嘉村　博　 �医療法人ＨＳＲ名嘉村クリニック

	 S6-1 途上国における睡眠医療のニーズと現状
岡　　靖哲　 �愛媛大学医学部附属病院睡眠医療センター

	 S6-2 モンゴルと日本の睡眠医療をめぐる相違と医師養成の課題
Oyunsuren Munkhjargal　 �Mongolian�Academy�of�Medical�Sciences/�

愛媛大学医学系研究科地域小児・周産期学講座

	 S6-3 海外からの睡眠医療研修受け入れの実際
清水　洋志　 �愛媛大学医学部附属病院睡眠医療センター

	 S6-4 Establishing	First	Sleep	Center	in	Mongolia
Shuren Dashzeveg　 �General�Hospital�for�State�Special�Servants

	 S6-5 睡眠医療支援における産学連携の重要性
坪山　秀二　 �株式会社小池メディカル
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シンポジウム7 6月27日（木）　10:40～12:10　D会場（1号館4階 レセプションホール（東））

アレルギーと睡眠
座　長：�千葉伸太郎　 �太田睡眠科学センター /東京慈恵会医科大学
　　　　�江畑　俊哉　 �ちとふな皮膚科クリニック

	 S7-1 臨床からみたアレルギー性鼻炎の睡眠への影響
兵　　行義　 �川崎医科大学耳鼻咽喉科学

	 S7-2 アレルギー性鼻炎と睡眠
本間　あや　 �北海道大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

	 S7-3 Nasal	patency	and	sleep-disordered	breathing
Park Chan Soon　 �Department�of�Otorhinolaryngology-Head�and�Neck�Surgery,�College�of�Medicine,�The�

Catholic�University�of�Korea

	 S7-4 喘息と睡眠・OSA
横江　琢也　 �昭和大学藤が丘病院

シンポジウム8 6月27日（木）　10:40～12:10　E会場（1号館4階 レセプションホール（西））

Update：日本人のOSA有病率　―OSAは本当に中高年の病気か－
座　長：�山城　義広　 �嬉野が丘サマリヤ人病院/岩手医科大学睡眠医療学科
　　　　�角谷　　寛　 �滋賀医科大学睡眠行動医学講座

	 S8-1 未就学児における閉塞性睡眠時無呼吸の有病率
北村　拓朗　 �産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

	 S8-2 小中学生の閉塞性睡眠時無呼吸障害有病率の検討と課題
大草　知子　 �宇部フロンティア大学人間健康学部

	 S8-3 20～30歳未満の医学部学生における閉塞性睡眠時無呼吸障害の有病率
西島　嗣生　 �岩手医科大学医学部睡眠医療学科

	 S8-4 Kyoto	StudyおよびNinJa	Sleep	Studyより30-40歳未満の閉塞性睡眠時無呼吸障害の
有病率
角谷　　寛　 �滋賀医科大学睡眠行動医学講座

	 S8-5 日本人40歳、50歳、60歳代の閉塞性睡眠時無呼吸障害有病率の比較
篠邉龍二郎　 �愛知医科大学病院睡眠科
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シンポジウム9 6月27日（木）　10:40～12:10　F会場（1号館4階 141+142）

小児閉塞性睡眠時無呼吸の謎に迫る！
座　長：�中田　誠一　 �藤田医科大学耳鼻咽喉科Ⅱ講座
　　　　�杉山　　剛　 �一宮西病院小児科

	 S9-1 小児閉塞性睡眠時無呼吸と発達の問題
加藤　久美　 �特定医療法人愛仁会太田睡眠科学センター

	 S9-2 小児OSAに対する手術による身体発育への影響
大竹　宏直　 �大竹耳鼻咽喉科・睡眠クリニック

	 S9-3 小児閉塞性睡眠時無呼吸の手術適応年齢について
稲田　紘也　 �藤田医科大学耳鼻咽喉科学Ⅱ講座

	 S9-4 小児OSAの重症度はどうやって決めれば良いのか？？
原　　浩貴　 �川崎医科大学耳鼻咽喉科学

シンポジウム10 6月27日（木）　10:40～12:10　G会場（1号館3階 131+132）

口腔機能と加齢からみる閉塞性睡眠時無呼吸
座　長：�古橋　明文　 �愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学
　　　　�對木　　悟　 �公益財団法人神経研究所研究部睡眠学研究室

	 S10-1 体内時計が制御する睡眠覚醒リズムと加齢に伴う機能低下
中村　　渉　 �長崎大学大学院医歯薬学総合研究科加齢口腔生理学分野

	 S10-2 加齢と閉塞性睡眠時無呼吸：歯科的課題
對木　　悟　 �公益財団法人神経研究所研究部睡眠学研究室

	 S10-3 口腔機能低下が高齢閉塞性睡眠時無呼吸患者の口腔内装置治療に与える影響
古橋　明文　 �愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

	 S10-4 加齢が嚥下障害および閉塞性睡眠時無呼吸に与える影響
梅本　丈二　 �福岡大学病院摂食嚥下センター

シンポジウム11 6月27日（木）　15:20～17:20　D会場（1号館4階 レセプションホール（東））

REM関連OSAの現況：臨床像、治療、病態について
座　長：�井上　雄一　 �東京医科大学睡眠学講座/睡眠総合ケアクリニック代々木
　　　　�北村　拓朗　 �産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

	 S11-1 本邦におけるREM関連睡眠呼吸障害の特徴
坂尾誠一郎　 �千葉大学大学院医学研究院
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	 S11-2
	（指定発言）

REM関連閉塞性睡眠時無呼吸における性差と加齢の影響
眞野まみこ　 �愛知医科大学睡眠科

	 S11-3 ナルコレプシーにおけるREM関連閉塞性睡眠時無呼吸の頻度とauto-PAP療法に対するア
ドヒアランス
星野　哲朗　 �愛知医科大学病院睡眠科・睡眠医療センター

	 S11-4
	（指定発言）

REM関連睡眠時無呼吸に対する口腔内装置の効果
西尾　佳朋　 �愛知医科大学病院歯科口腔外科

	 S11-5 レム関連OSAの日中機能と電気生理学的所見
笹井（咲間）妙子　 �帝京大学医療技術学部臨床検査学科/東京医科大学睡眠学講座/神経研究所附属睡眠学研究所

	 S11-6 REM関連OSAの病態生理と取り扱い
北村　拓朗　 �産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

シンポジウム12 6月27日（木）　15:20～17:20　E会場（1号館4階 レセプションホール（西））

スペクトラム障害として睡眠呼吸障害を診る　-睡眠呼吸障害のフェノタイプ-
座　長：�臼井　靖博　 �ゆみのハートクリニック
　　　　�高田　佳史　 �東京医科大学病院循環器内科

	 S12-1 呼吸調節（ループ・ゲイン）と覚醒－呼吸の不安定性をもたらすもの－
中山　秀章　 �東京医科大学睡眠学講座

	 S12-2 Polysomnographyからフェノタイプに迫る
山内　基雄　 �奈良県立医科大学呼吸器内科学講座

	 S12-3 フェノタイピングに基づいた睡眠呼吸障害の治療戦略
安藤　眞一　 �九州大学病院睡眠時無呼吸センター

	 S12-4 スペクトラム障害として睡眠呼吸障害を診る
臼井　靖博　 �ゆみのハートクリニック

シンポジウム13 6月27日（木）　15:20～17:20　F会場（1号館4階 141+142）

精神神経疾患研究の突破口としての睡眠科学
座　長：�三島　和夫　 �秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座
　　　　�栗山　健一　 �国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠･覚醒障害研究部/滋賀医科大学精神医学講座

	 S13-1 双極性障害の発症・再発と睡眠との関わり
高江洲義和　 �杏林大学医学部精神神経科学教室

	 S13-2 視床網様核におけるGAD67遺伝子欠損のノンレム睡眠スピンドル波発生及び睡眠依存性
記憶固定への影響
三輪　秀樹　 �国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神薬理研究部
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	 S13-3 アルツハイマー病におけるアミロイドβおよびタウの蓄積と睡眠－覚醒
皆川　栄子　 �国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第四部

	 S13-4 恐怖記憶の固定化と睡眠：PTSDの新規治療法開発
栗山　健一　 �国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部/滋賀医科大学精神医学講座

シンポジウム14 6月27日（木）　15:20～17:20　G会場（1号館3階 131+132）

Neurosomnology－睡眠・覚醒からみた脳神経疾患
座　長：�宮本　雅之　 �獨協医科大学看護学部看護医科学/獨協医科大学睡眠医療センター
　　　　�岡　　靖哲　 �愛媛大学医学部附属病院睡眠医療センター

	 S14-1 不眠・概日リズム睡眠覚醒障害からみた認知症性疾患
岡　　靖哲　 �愛媛大学医学部附属病院睡眠医療センター

	 S14-2 中枢性過眠症からみた疼痛性疾患（頭痛、RLS）
鈴木　圭輔　 �獨協医科大学脳神経内科

	 S14-3 レストレスレッグ症候群とパーキンソン病の関り
野村　哲志　 �のむらニューロスリープクリニック

	 S14-4 睡眠関連呼吸障害からみた脳卒中
宮本　雅之　 �獨協医科大学看護学部看護医科学/獨協医科大学睡眠医療センター

	 S14-5 睡眠覚醒周期とてんかん
神　　一敬　 �東北大学大学院てんかん学分野

	 S14-6 レビー小体病のprodromeとしてのレム睡眠行動異常
宮本　智之　 �獨協医科大学埼玉医療センター脳神経内科

シンポジウム15 6月27日（木）　15:20～17:20　K会場（3号館3階 国際会議室）

アスリートと睡眠・生体リズム（1）：東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて
座　長：�西多　昌規　 �早稲田大学スポーツ科学学術院
　　　　�西野　精治　 �スタンフォード大学医学部精神科

	 S15-1 アスリートにおける睡眠の重要性：東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて
西多　昌規　 �早稲田大学スポーツ科学学術院

	 S15-2 アスリートにおける疲労回復と睡眠
和田　匡史　 �国士舘大学理工学部人間情報学系

	 S15-3 アスリートと概日リズム
星川　雅子　 �国立スポーツ科学センター
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	 S15-4 オーバートレーニング症候群と不眠
山本　宏明　 �北里大学メディカルセンター /北里大学医学部精神科学

	 S15-5 アスリートと睡眠呼吸障害
佐藤　　誠　 �筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構

シンポジウム16 6月28日（金）　8:30～10:00　B会場（4号館1階 白鳥ホール（南））

Personalized	medicineとしてのSleep	surgery
座　長：�外木　守雄　 �日本大学歯学部口腔外科学講座
　　　　�千葉伸太郎　 �太田睡眠科学センター /東京慈恵会医科大学

	 S16-1 Sleep	surgeryのOverview	
―Personalized	medicineとしてのSleep	surgeryの役割―
千葉伸太郎　 �太田睡眠科学センター /東京慈恵会医科大学

	 S16-2 Personalized	medicineとしての舌下神経刺激療法
山内　基雄　 �奈良県立医科大学呼吸器内科学講座

	 S16-3 Personalized	skeletal	surgery	for	SDB
有坂　岳大　 �太田総合病院太田睡眠外科学センター・睡眠外科学センター

	 S16-4 MMA	for	OSA:	from	A	Perspective	of	Craniofacial	Development
Clement CH Lin　 �Craniofacial�Center�&�Sleep�Center�

Chang�Gung�Memorial�Hospital

	 S16-5 Personalized	medicineにおけるSeep	surgeryの意義
北村　拓朗　 �産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

シンポジウム17 6月28日（金）　8:30～10:00　C会場（4号館1階 白鳥ホール（北））

循環器疾患患者の睡眠・睡眠障害
座　長：�百村　伸一　 �自治医科大学附属さいたま医療センター
　　　　�葛西　隆敏　 �順天堂大学大学院医学研究科循環器内科・心血管睡眠呼吸医学講座

	 S17-1 冠動脈疾患と睡眠障害
谷津翔一朗　 �順天堂大学医学部附属順天堂静岡病院

	 S17-2 心房細動と睡眠・睡眠障害
富田　康弘　 �国家公務員共済組合連合会虎の門病院睡眠呼吸器科/�

国家公務員共済組合連合会虎の門病院循環器センター内科

	 S17-3 心不全の睡眠・睡眠障害
義久　精臣　 �福島県立医科大学循環器内科学講座/福島県立医科大学心臓病先進治療学講座

	 S17-4 重症心不全患者における睡眠
中本　　敬　 �大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学
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	 S17-5 心不全患者における睡眠薬の影響
設楽　　準　 �順天堂大学大学院医学研究科循環器内科

シンポジウム18 6月28日（金）　8:30～10:00　D会場（1号館4階 レセプションホール（東））

睡眠脳波を用いた精神疾患早期診断開発の可能性
座　長：�栗山　健一　 �国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠･覚醒障害研究部/滋賀医科大学精神医学講座
　　　　�鈴木　正泰　 �日本大学医学部精神医学系

	 S18-1 睡眠脳波を用いたうつ病診断補助機器の開発プロジェクト（AMED）
栗山　健一　 �国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部/滋賀医科大学精神医学講座

	 S18-2 睡眠脳波を用いた精神疾患診断の可能性と課題
鈴木　正泰　 �日本大学医学部精神医学系

	 S18-3 携帯型1-channel脳波計による睡眠評価システムの有用性検証
河村　　葵　 �滋賀医科大学精神医学講座

	 S18-4 睡眠脳波解析プログラム	精度向上の取り組み
柏木香保里　 �スリープウェル株式会社

	 S18-5 精神疾患診断機器開発における薬事上の課題
西野　　良　 �新潟大学医歯学総合病院臨床研究推進センター

シンポジウム19 6月28日（金）　8:30～10:00　F会場（1号館4階 141+142）

低用量のアリピプラゾールを睡眠医療に活用する
座　長：�神林　　崇　 �筑波大学睡眠研究機構
　　　　�内村　直尚　 �久留米大学医学部神経精神医学講座

	 S19-1 低用量アリピプラゾールの睡眠時間調整効果－睡眠相後退症候群への投与経験を通して－
大森　佑貴　 �秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座

	 S19-2 不登校生に対する低用量アリピプラゾールと住宅用携帯ブルーライト照明器具を併用した
長時間睡眠者向け睡眠衛生指導の有効性
小西　倫之　 �愛知医科大学病院睡眠科・睡眠医療センター /愛知医科大学大学院医学研究科臨床医学系睡眠医学

	 S19-3 非24時間睡眠覚醒リズム障害と気分障害の併存例に対する低用量アリピプラゾール療法
高江洲義和　 �杏林大学医学部精神神経科学教室

	 S19-4 低用量アリピプラゾール投与中の脳波所見の検討
小鳥居　望　 �久留米大学医学部神経精神医学部講座/小鳥居諫早病院



－ 46 －

日本睡眠学会第 44 回定期学術集会　�THE�44TH�ANNUAL�MEETING�OF�JAPANESE�SOCIETY�OF�SLEEP�RESEARCH

シンポジウム20 6月28日（金）　8:30～10:00　G会場（1号館3階 131+132）

体温リズムと睡眠
座　長：�尾崎　章子　 �東北大学大学院医学系研究科老年・在宅看護学分野
　　　　�岡田（有竹）清夏　 �埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科

	 S20-1 眼周囲への温熱刺激が体温と自律神経活動に与える効果
市場　智久　 �花王株式会社パーソナルヘルスケア研究所

	 S20-2 高齢者における入浴が睡眠・体温リズムに与える影響
降籏　隆二　 �日本大学医学部精神医学系

	 S20-3 成人における運動・足浴による温熱刺激と体温リズム・睡眠構造
岡田（有竹）清夏　 �埼玉県立大学保健医療福祉学研究科

	 S20-4 子供の体温リズムと睡眠調節
北村　真吾　 �国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部

シンポジウム21 6月28日（金）　8:30～10:00　K会場（3号館3階 国際会議室）

基礎医学から時間医療を考える
座　長：�増渕　　悟　 �愛知医科大学生理学
　　　　�重吉　康史　 �近畿大学医学部解剖学

	 S21-1 長期にわたる概日リズム撹乱による免疫恒常性破綻
八木田和弘　 �京都府立医科大学統合生理学分野

	 S21-2 休息期の低酸素による活動期行動量変動の異常
増渕　　悟　 �愛知医科大学医学部生理学講座

	 S21-3 二過程モデル再考　～　概日リズム睡眠覚醒障害治療への応用
粂　　和彦　 �名古屋市立大学大学院薬学研究科神経薬理学分野

	 S21-4 未来予想図ーーこれからの時間医療ーー
重吉　康史　 �近畿大学医学部解剖学教室

シンポジウム22 6月28日（金）　10:10～11:40　A会場（1号館2階 センチュリーホール）

睡眠呼吸障害に対して、PAP療法の適応を探索する！
座　長：�藤本　圭作　 �信州大学医学部保健学科
　　　　�吉村　　力　 �福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室

	 S22-1 肥満低換気症候群におけるPAP療法	～ CPAP	vs.	bi-level	PAPの選択～
寺田　二郎　 �千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学講座
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	 S22-2 心不全患者に対するASV療法の適応　CPAPとの区別
吉村　　力　 �福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室/福岡大学病院呼吸器内科/福岡大学医学部呼吸睡眠医学講座

	 S22-3 多系統萎縮症に対するPAP療法の探索
大嶋　康義　 �新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸器・感染症内科学分野

	 S22-4 拘束性胸郭疾患における換気補助療法の極意
坪井　知正　 �国立病院機構南京都病院呼吸器センター

	 S22-5 COPDおよびSASとの併存（overlap	syndrome）に対するHOT,	PAP療法の適応
藤本　圭作　 �信州大学医学部保健学科

シンポジウム23 6月28日（金）　10:10～11:40　B会場（4号館1階 白鳥ホール（南））

睡眠遠隔医療学
座　長：�千葉伸太郎　 �太田睡眠科学センター /東京慈恵会医科大学
　　　　�吉嶺　裕之　 �社会医療法人春回会井上病院

	 S23-1 CPAP遠隔モニタリングの現状と課題
富田　康弘　 �国家公務員共済組合連合会虎の門病院睡眠呼吸器科

	 S23-2 睡眠医療における遠隔医療の広がり
千葉伸太郎　 �太田睡眠科学センター /東京慈恵会医科大学

	 S23-3 SAS検診におけるオンライン医療相談
吉嶺　裕之　 �社会医療法人春回会井上病院

	 S23-4 SASスクリーニング及び治療におけるICT技術の可能性と展望
武藤　真祐　 �医療法人社団鉄祐会

シンポジウム24 6月28日（金）　10:10～11:40　D会場（1号館4階 レセプションホール（東））

REM睡眠行動障害の実態と予後について
座　長：�井上　雄一　 �東京医科大学睡眠学講座/睡眠総合ケアクリニック代々木
　　　　�平田　幸一　 �獨協医科大学脳神経内科

	 S24-1 地域高齢者におけるRBDの有病率とその特性
笹井（咲間）妙子　 �帝京大学医療技術学部臨床検査学科/東京医科大学睡眠学講座/神経研究所附属睡眠学研究所

	 S24-2 日本人特発性RBDの長期予後について
宮本　雅之　 �獨協医科大学看護学部看護医科学（病態治療）領域/獨協医科大学病院睡眠医療センター

	 S24-3 α-synuleinopathyにおけるRBDの意義
野村　哲志　 �のむらニューロスリープクリニック
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	 S24-4 偶発的RWAを呈する精神疾患の臨床的特徴
岩本　邦弘　 �名古屋大学大学院医学系研究科発達老年精神医学分野

	 S24-5 RBD関連症状：認知機能と運動機能の初期変化の関連と相違
松尾　雅博　 �滋賀医科大学精神医学講座

シンポジウム25 6月28日（金）　10:10～11:40　F会場（1号館4階 141+142）

閉塞性無呼吸治療の新展開（CPAP,OA,UPPPを超えて）
座　長：�中山　明峰　 �名古屋市立大学医学研究科共同研究教育センター
　　　　�佐藤　　誠　 �筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構

	 S25-1 鼻腔挿入デバイス	ナステントは閉塞性睡眠時無呼吸症に対する新たな治療法になり得る
か？～ナステントの治療効果と効果予測～
奥野健太郎　 �大阪歯科大学高齢者歯科学講座

	 S25-2 Myofunctional	Therapy	as	an	Emerging	Standard	of	Care	 in	Prevention	and	
Adjuvant	Care	of	Obstructive	Sleep	Apnea,	From	Pediatrics	to	Adults
Moeller Marc Richard　 �Academy�of�Orofacial�Myofunctional�Therapy�(AOMT),�USA

	 S25-3 Advance	in	Oral	Surgery	for	the	Treatment	of	OSA
Lin Hsin-Ching　 �Department�of�Otolaryngology,�Sleep�Center,�Robotic�Surgery�Center��

Kaohsiung�Chang�Gung�Memorial�Hospital,�Kaohsiung,�Taiwan

シンポジウム26 6月28日（金）　10:10～11:40　G会場（1号館3階 131+132）

発達年齢に応じた生活課題と睡眠教育の重要性
座　長：�林　　光緒　 �広島大学大学院総合科学研究科
　　　　�田中　秀樹　 �広島国際大学心理学部

	 S26-1 小児期における概日システムの光感受性について
樋口　重和　 �九州大学大学院芸術工学研究院デザイン人間科学部門

	 S26-2 児童生徒に対する睡眠教育の重要性：心理職・スクールカウンセラーの立場から
綾部　直子　 �国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部

	 S26-3 母子関係をふまえた睡眠教育の重要性：母性・小児看護の立場から
高田　律美　 �四国大学看護学部看護学科

	 S26-4 成長過程に即した睡眠・メディア教育の方向性
岡　　靖哲　 �愛媛大学医学部附属病院睡眠医療センター
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シンポジウム27 6月28日（金）　14:10～16:10　B会場（4号館1階 白鳥ホール（南））

ストレスチェックと睡眠障害
座　長：�兼板　佳孝　 �日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野
　　　　�影山　隆之　 �大分県立看護科学大学精神看護学

	 S27-1 睡眠と健康の疫学的知見
柿崎真沙子　 �名古屋市立大学大学院医学研究科医療人育成学分野

	 S27-2 交替勤務等に伴う問題の生理学的背景
藤木　通弘　 �産業医科大学産業生態科学研究所人間工学研究室

	 S27-3 労働と健康－超過勤務および職場ストレス環境との関連
影山　隆之　 �大分県立看護科学大学看護学部精神看護学研究室

	 S27-4 睡眠障害に対するストレス対処の有効性
大塚雄一郎　 �日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野

シンポジウム28 6月28日（金）　14:10～16:10　C会場（4号館1階 白鳥ホール（北））

岡田保先生メモリアルシンポジウム　―PSGの更なるNeues、AHIのその先に―
座　長：�野田　明子　 �中部大学大学院生命健康科学研究科
　　　　�粥川　裕平　 �かゆかわクリニック

	 S28-1 SAS研究における岡田保先生の足跡と今後の課題
粥川　裕平　 �かゆかわクリニック

	 S28-2 記録デバイスの変化と今後　ーアナログ信号処理からデジタル信号処理へー
吉子　健一　 �鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科臨床検査学専攻

	 S28-3 睡眠評価の脳波からのアプローチ、覚醒反応とCyclic	Alternating	Pattern（CAP）
八木　朝子　 �医療法人愛仁会太田睡眠科学センター

	 S28-4 SAS	の病態生理	・合併症と予後
野田　明子　 �中部大学大学院生命健康科学研究科

	 S28-5 MR	fluoroscpyによる閉塞性睡眠時無呼吸症候群の上気道閉塞状態の画像化
深津　　博　 �愛知医科大学病院医療情報部
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シンポジウム29 6月28日（金）　14:10～16:10　D会場（1号館4階 レセプションホール（東））

アスリートと睡眠、生体リズム（2）	：睡眠改善のための介入方法を探る
座　長：�葛西　隆敏　 �順天堂大学大学院医学研究科循環器内科・心血管睡眠呼吸医学講座
　　　　�西多　昌規　 �早稲田大学スポーツ科学学術院

	 S29-1 入浴習慣と性差からみた介入方法の可能性
松田　貴雄　 �独立行政法人国立病院機構西別府病院スポーツ医学センター

	 S29-2 寝具による介入の効果
窪田　千恵　 �株式会社エアウィーヴ

	 S29-3 睡眠呼吸障害などの睡眠障害への医科的アプローチ
葛西　隆敏　 �順天堂大学大学院医学研究科循環器内科・心血管睡眠呼吸医学講座

	 S29-4 睡眠呼吸障害などの睡眠障害への歯科的アプローチ
藤巻弘太郎　 �ぶばいオハナ歯科/日本テニス協会医事委員会/スポーツ医療研究会/新宿食支援研究会/�

国際スポーツライフタイム協会

	 S29-5 アスリートの不眠と睡眠薬の影響
錦織　功延　 �明治薬科大学附属薬局

シンポジウム30 6月28日（金）　14:10～16:10　E会場（1号館4階 レセプションホール（西））

睡眠外科アップデート：OSAにおける新たな外科的アプローチとその臨床的位置付け
座　長：�櫻井　　滋　 �岩手医科大学医学部睡眠医療学科
　　　　�佐々木　章　 �岩手医科大学医学部外科学講座

	 S30-1 睡眠外科アップデート：OSAにおける新たな外科的アプローチとその臨床的位置付け
-OSA改善のための新たな耳鼻咽喉科的介入と効果-
中島　逸男　 �獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科/獨協医科大学睡眠医療センター

	 S30-2 顎顔面領域外科によるOSA改善へのアプローチと臨床的位置付け
佐藤　和朗　 �岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座歯科矯正学分野

	 S30-3 Metabolic	Surgeryとしての内視鏡的肥満外科の実際と臨床的位置付け
梅邑　　晃　 �岩手医科大学外科学講座

	 S30-4 肥満外科手術のSleep	Surgeryとしての臨床的効果（Clinical	effects	of	bariatric	
surgery	for	OSAD）
木澤　哲也　 �岩手医科大学医学部睡眠医療学科
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シンポジウム31 6月28日（金）　14:10～16:10　F会場（1号館4階 141+142）

日本人のrestless	legs	症候群（RLS）
座　長：�平田　幸一　 �獨協医科大学脳神経内科
　　　　�井上　雄一　 �東京医科大学睡眠学講座/睡眠総合ケアクリニック代々木

	 S31-1 頭痛とRLS
鈴木　圭輔　 �獨協医科大学脳神経内科

	 S31-2 ダイオキシンとRLS
近藤　英明　 �筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構/茨城県立こころの医療センター /茨城県立睡眠医療センター

	 S31-3 小児レストレスレッグス症候群の課題
岡　　靖哲　 �愛媛大学医学部附属病院睡眠医療センター

	 S31-4 日本人のrestless	legs	症候群（RLS）
江藤　宏美　 �長崎大学生命医科学領域リプロダクティブヘルス分野

	 S31-5 日本人のRLSの実態と臨床特性
井上　雄一　 �東京医科大学睡眠学講座/睡眠総合ケアクリニック代々木

シンポジウム32 6月28日（金）　14:10～16:10　G会場（1号館3階 131+132）

Stepped	careを見据えた不眠障害治療の最前線
座　長：�山寺　　亘　 �東京慈恵会医科大学葛飾医療センター精神神経科
　　　　�岡島　　義　 �東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科

	 S32-1 不眠障害治療のStepped	care	model
山寺　　亘　 �東京慈恵会医科大学葛飾医療センター精神神経科

	 S32-2 Stepped	careを見据えた不眠関連尺度の活用
原　真太郎　 �早稲田大学大学院人間科学研究科

	 S32-3 ICTを用いたCBT-Iツールの開発とその効果
秋冨　　穣　 �NECソリューションイノベータ株式会社イノベーションラボラトリ

	 S32-4 併存不眠症に対するCBT-Iの有効性に関する検討－原発性不眠症との比較－
岩下　正幸　 �東京慈恵会医科大学精神医学講座/東京慈恵会医科大学附属柏病院精神神経科

	 S32-5 クラウド型スーパーバイズシステムの構築と課題
岡島　　義　 �東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科
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シンポジウム33 6月28日（金）　14:10～16:10　K会場（3号館3階 国際会議室）

睡眠神経科学の最前線
座　長：�柳沢　正史　 �筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）

	 S33-1 睡眠と生体防御の接点		新規睡眠誘因遺伝子	“nemuri”
戸田　浩史　 �ハワードヒューズ医学研究所/ペンシルベニア大学

	 S33-2 睡眠時間長制御因子としての哺乳類CaMKII活性
大出　晃士　 �東大・院医・システムズ薬理/理研・BDR・合成生物学研究チーム

	 S33-3 モチベーションによる睡眠制御の神経機構
大石　　陽　 �筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構

	 S33-4 神経活動操作による睡眠覚醒調節神経の機能的同定
山中　章弘　 �名古屋大学環境医学研究所神経系分野2�/�JST,�CREST

	 S33-5 レム睡眠時の筋緊張制御機構とカタプレキシーとの関連
櫻井　　武　 �筑波大学医学医療系/国際統合睡眠医科学研究機構

ワークショップ 6月28日（金）　8:30～10:00　A会場（1号館2階 センチュリーホール）

みんなで考えようPSGのアーチファクトと判定困難例
座　長：�川名ふさ江　 �順天堂大学大学院医学研究科心血管睡眠呼吸医学講座
　　　　�加藤　久美　 �特定医療法人愛仁会太田睡眠科学センター

	 WS-1 鼻圧センサにおいて特異的な波形を記録した症例
佐藤　雅子　 �愛知医科大学病院睡眠医療センター

	 WS-2 呼吸イベントと睡眠段階判定に苦慮したOSAの1例
町田　　彩　 �ゆみのハートクリニック検査科

	 WS-3 異なる無呼吸タイプを示した筋強直性ジストロフィーの2症例
小岩井宏子　 �順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床検査部

	 WS-4 神経変性疾患に伴う睡眠障害の睡眠段階判定困難例
木村　綾乃　 �国立精神･神経医療研究センター病院臨床検査部/睡眠障害センター

	 WS-5 てんかん治療経過観察中に異常行動を訴えた13歳女児の症例
下川奈緒子　 �医療法人愛仁会太田総合病院記念研究所附属診療所太田睡眠科学センター
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共催シンポジウム1 6月27日（木）　10:40～12:10　B会場（4号館1階 白鳥ホール（南））

激変する現在社会によって影響を受ける小児の睡眠障害・睡眠関連呼吸障害を考える
座　長：�山内　基雄　 �奈良県立医科大学呼吸器内科学講座
　　　　�中山　明峰　 �名古屋市立大学睡眠医療センター

	 SS1-1 我が国における小児の睡眠障害・睡眠呼吸障害の現状
藤田　幸男　 �奈良県立医科大学呼吸器内科学講座

	 SS1-2 A	child's	sleep:	Society's	error	and	neurosciences'	unawareness?
Karen Spruyt　 �Lyon�Neuroscience�Research�Center,�France

	 SS1-3 Sleep	Disordered	Breathing	 in	 Extreme	of	Ages	 in	Children:	 Infants	 and	
Adolescents
Umakanth Katwa　 �Boston�Children’s�Hospital,�Harvard�Medical�School,�USA

	 SS1-4 小児睡眠呼吸障害の手術適応を考える
中山　明峰　 �名古屋市立大学睡眠医療センター

共催：帝人ファーマ株式会社/帝人在宅医療株式会社

共催シンポジウム2 6月27日（木）　10:40～12:10　C会場（4号館1階 白鳥ホール（北））

不眠におけるShared	Decision	Making（SDM）の実現可能性を探る
座　長：�内山　　真　 �日本大学医学部精神医学系
　　　　�渡邊衡一郎　 �杏林大学医学部精神神経科学教室

	 SS2-1 Shared	Decision	Making（シェアード・デシジョン・メイキング,	共同意思決定）とは？
青木　裕見　 �聖路加国際大学大学院看護学研究科精神看護学

	 SS2-2 睡眠薬の適正使用を目指して～薬剤師としてShared	decision	making（SDM）をどのよ
うに実践できるのか～
髙橋　結花　 �東京女子医科大学病院薬剤部

	 SS2-3 認知行動療法におけるShared	Decision	Making
岡島　　義　 �東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科

	 SS2-4 不眠症診療におけるShared	Decision	Makingの実践
高江洲義和　 �杏林大学医学部精神神経科学教室

共催：MSD株式会社
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共催シンポジウム3 6月27日（木）　15:20～17:20　C会場（4号館1階 白鳥ホール（北））

簡易SAS診断の現状と展望
座　長：�榊原　博樹　 �医療法人SRAとくしげ呼吸器クリニック
　　　　�八木　朝子　 �太田睡眠科学センター

	 SS3-1 簡易SAS診断への潮流とわが国の課題
榊原　博樹　 �医療法人SRAとくしげ呼吸器クリニック

	 SS3-2 簡易SAS検査データにおける解析のピットホール
藤田　志保　 �藤田医科大学病院臨床検査部

	 SS3-3 循環器診療における簡易SAS診断の意義と特殊性
義久　精臣　 �福島県立医科大学循環器内科学講座心臓病先進治療学講座

	 SS3-4 産業衛生分野や疫学研究に関して
角谷　　寛　 �滋賀医科大学睡眠行動医学講座

	 SS3-5 小児睡眠時無呼吸症の診断における簡易検査の現状と展望
井坂　奈央　 �東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

共催：フクダ電子株式会社/フクダライフテック株式会社

共催シンポジウム4 6月28日（金）　10:10～11:40　C会場（4号館1階 白鳥ホール（北））

不眠症診療マネジメント
座　長：�内山　　真　 �日本大学医学部精神医学系
　　　　�内村　直尚　 �久留米大学医学部神経精神医学講座

	 SS4-1 診療報酬改訂後の不眠症薬物療法
小曽根基裕　 �久留米大学医学部神経精神医学講座

	 SS4-2 よくある訴えに対するマネジメント（逆説性不眠なども踏まえて）
栗山　健一　 �国立精神・神経医療研究センター睡眠・覚醒障害研究部/滋賀医科大学精神医学講座

	 SS4-3 睡眠薬の継続・減量・休薬マネジメント
普天間国博　 �嬉野が丘サマリヤ人病院/琉球大学医学部大学院医学研究科�精神病態医学講座

	 SS4-4 睡眠衛生指導マネジメント：そのポイントとコツ
岡島　　義　 �東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科

共催：エーザイ株式会社
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ランチョンセミナー1 6月27日（木）　12:30～13:20　B会場（4号館1階 白鳥ホール（南））

座　長：�内村　直尚　 �久留米大学医学部神経精神医学講座

	 LS1 精神科外来におけるこれからの不眠症治療－眠れる治療からやめられる治療へ－
上田　　均　 �もりおか心のクリニック

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー2 6月27日（木）　12:30～13:20　C会場（4号館1階 白鳥ホール（北））

睡眠のスペシャリストから見たSAS診療における現状と課題
座　長：�谷川　　武　 �順天堂大学大学院医学研究科�公衆衛生学講座

	 LS2 企業におけるSASスクリーニング検査の重要性と今後の課題
白濱龍太郎　 �RESM新横浜�睡眠・呼吸メディカルケアクリニック

産業医の立場からみた従業員の行動変容の課題
山田　洋太　 �株式会社�i�CARE

SAS検診におけるオンライン医療相談とその課題
吉嶺　裕之　 �社会医療法人春回会井上病院

検査から治療へつなぐ事の課題
武藤　真祐　 �株式会社インテグリティ・ヘルスケア

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

ランチョンセミナー3 6月27日（木）　12:30～13:20　D会場（1号館4階 レセプションホール（東））

レストレスレッグス症候群における最近の話題
座　長：�井上　雄一　 �東京医科大学睡眠学講座/睡眠総合ケアクリニック代々木

	 LS3 Management	of	patients	with	RLS	who	are	difficult	to	treat
Ki-Young Jung　 �Seoul�National�University�College�of�Medicine�Department�of�Neurology,�Seoul�National�

University�Hospital

共催：大塚製薬株式会社

ランチョンセミナー4 6月27日（木）　12:30～13:20　E会場（1号館4階 レセプションホール（西））

座　長：�石郷岡　純　 �CNS薬理研究所

	 LS4 概日リズムと気分障害
鈴木　正泰　 �日本大学医学部精神医学系

共催：武田薬品工業株式会社
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ランチョンセミナー5 6月27日（木）　12:30～13:20　F会場（1号館4階 141+142）

座　長：�内山　　真　 �日本大学医学部�精神医学系精神医学分野

	 LS5 不眠症の薬物療法の出口戦略に関する最近の話題	-厚労省班研究での論議に沿って-
三島　和夫　 �秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座

共催：アステラス製薬株式会社/サノフィ株式会社

ランチョンセミナー6 6月27日（木）　12:30～13:20　G会場（1号館3階 131+132）

座　長：�中山　明峰　 �名古屋市立大学�大学院医学研究科�睡眠医療センター

	 LS6 CPAP脱落者への対応～How	do	we	manage	CPAP	failure?～
李　　学禹　 �台湾睡眠醫学学會理事長、台湾長庚紀念醫院耳鼻喉部

共催：チェスト株式会社

ランチョンセミナー7 6月28日（金）　12:00～12:50　B会場（4号館1階 白鳥ホール（南））

座　長：�三島　和夫　 �秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座

	 LS7 精神疾患併発における不眠症治療に関して
栗山　健一　 �国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー8 6月28日（金）　12:00～12:50　C会場（4号館1階 白鳥ホール（北））

座　長：�中山　秀章　 �東京医科大学睡眠学講座

	 LS8 閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する治療戦略の難しさ　ー医療者がCPAPを上手に使いこ
なすコツとはー
山内　基雄　 �奈良県立医科大学呼吸器内科学講座

共催：帝人ファーマ株式会社/帝人在宅医療株式会社

ランチョンセミナー9 6月28日（金）　12:00～12:50　D会場（1号館4階 レセプションホール（東））

座　長：�石郷岡　純　 �CNS薬理研究所

	 LS9 睡眠障害の治療戦略	Update：レストレスレッグス症候群を含めて
岡　　靖哲　 �愛媛大学医学部附属病院�睡眠医療センター

共催：アステラス製薬株式会社
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ランチョンセミナー10 6月28日（金）　12:00～12:50　E会場（1号館4階 レセプションホール（西））

座　長：�伊藤　　洋　 �東京慈恵会医科大学精神医学

	 LS10 睡眠薬の減量・休薬について～離脱症状スケールの活用法～
井上　雄一　 �東京医科大学睡眠学講座/睡眠総合ケアクリニック代々木

共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー11 6月28日（金）　12:00～12:50　F会場（1号館4階 141+142）

座　長：�立花　直子　 �関西電力病院睡眠関連疾患センター /関西電力医学研究所睡眠医学研究部/�
大阪大学大学院医学系研究科連携大学院

	 LS11 行動科学を活かすCPAP診療
田中　春仁　 �医療法人社団三遠メディメイツ睡眠医療部/岐阜メイツ睡眠クリニック

共催：株式会社小池メディカル

ランチョンセミナー12 6月28日（金）　12:00～12:50　G会場（1号館3階 131+132）

座　長：�塩見　利明　 �愛知医科大学睡眠科

	 LS12 ナルコレプシーと肥満
本多　　真　 �公益財団法人東京都医学総合研究所精神行動医学研究分野睡眠プロジェクト

共催：アルフレッサ ファーマ株式会社


