日付

学会・講演名

2021/7/17

精神科薬物療法認定薬剤師講習会（第 1 回 web）

2019/12/7

演題名
睡眠障害の病態と薬物治療

不眠研究会 第35回研究発表会（東京都）
2019/11/5 恵那西中学校講演会（恵那市）

学校訪問型睡眠講座の実践

2019/10/2 能美小学校講演会（豊田市）

睡眠のワザ

2019/9/24

15th World Sleep（バンクーバー）

2019/9/22

15th World Sleep（バンクーバー）

2019/9/6

睡眠と生活習慣病フォーラム（那覇市）

2019/7/8
2019/6/29

2019/6/28

市之倉小学校講演会（多治見市）

第44回日本睡眠学会定期学術集会（名古屋市）

2019/6/28

第44回日本睡眠学会定期学術集会（名古屋市）

2019/6/28

第44回日本睡眠学会定期学術集会（名古屋市）

2019/3/6

Home Care Forum (Auckland)

2019/2/23

恵那市医師会講演会（恵那市）

2019/1/29

岐阜県警健康講演会(岐阜市)

2018/11/17

不眠研究会

第34回研究発表会（東京都）

2018/10/27

岐阜県JA医学集談会（関市）

2018/10/4

中濃脳神経セミナー（美濃加茂市）

2018/10/1

落合中学講演会（中津川市）
秋の「すいみんの日」市民公開講座2018東海地区
落合地区教育講演会（中津川市）

2018/7/13

第43回日本睡眠学会定期学術集会（札幌市）

2018/7/13

第43回日本睡眠学会定期学術集会（札幌市）

2018/7/13

第43回日本睡眠学会定期学術集会（札幌市）

2018/7/12

第43回日本睡眠学会定期学術集会（札幌市）

2018/7/12

第43回日本睡眠学会定期学術集会（札幌市）

2018/7/12

第43回日本睡眠学会定期学術集会（札幌市）

2018/7/12

第43回日本睡眠学会定期学術集会（札幌市）

2018/6/3
2018/5/23
2017/12/18

Utility of Somnolyzer G3 in
Japanese Sleep Clinic
リセット睡眠療法 －Sleep Window
を意識した3ステップで実践する不
眠治療－
睡眠のワザ

「不眠症の認知行動療法」ワークショップ 睡眠衛生指導・睡眠教育

第44回日本睡眠学会定期学術集会（名古屋市）

2018/9/1

CBT-I for Co-Mobid Insomnia and
Sleep Apnea

（名古屋市)

2019/6/28

2018/8/22

睡眠のワザ

第28回

日本PSG研究会東海支部例会（長久手市）

自動車技術会2018年春季大会（横浜市）

Metacognitions QuestionnaireInsomnia日本語版における因子論的
妥当性の検討
ランチョンセミナー
行動科学を活かしたCPAP診療
閉塞性睡眠時無呼吸症に併存する
慢性不眠障害に対するCBT-Iの効果
当院におけるソムノライザーG3の
有用性について
Management of Poor PAP
Adherence
不眠症診療の入口と出口
睡眠時無呼吸、睡眠障害
閉塞性睡眠時無呼吸症に併存する慢
性不眠障害（COMISA）に対するCBTI特別講演「不眠症診療の入口と出
口」
特別講演「不眠症診療の入口と出
口」
睡眠から考える中学生活
不眠（眠れいない人）の非薬物療法
睡眠の仕組みからかみる眠育
ポスターショートプレゼンテーショ
ン座長
睡眠検査自動解析システム「ソムノ
ライザーG3」の使用経験
ベンゾジアゼピン系受容体作動睡眠
薬の減量介入に関する服薬者側因子
の探索的検討
慢性不眠障害に対する人的支援を伴
わないWeb-based CBTiの有効性：多
施設共同研究による無作為化比較試
験
我が国の睡眠検査施行状況の地域差
-NDBオープンデータを基にした検討
Metacognitions QuestionnaireInsomnia日本語版の開発と信頼性な
らびに妥当性の検討
共催シンポジウム 睡眠薬の減量外
来の取り組みについて
運動ルール
眠気に伴う生理学的変化 ー心拍及
び脳波による検討ー
高齢者の夜を考える

2017/12/7

呼吸器勉強会In中濃（関市）
第9回「東海職域睡眠の会」セミナー（名古屋市） 事例検討

2017/12/6

過眠症セミナー（名古屋市）

2017/12/2

不眠研究会

2017/11/25
2017/10/28

第33回研究発表会（東京都）

第11回循環・呼吸SAS研究会（大阪市）
第10回中部睡眠循環呼吸研究会
（名古屋市)

座長

過眠症診療アップデート
ベンゾジアゼピン系受容体作動睡眠
薬の減量達成に関する服薬者側因子
の探索的検討
睡眠クリニックのパフォマンスマ
ネージメント
ICT×行動科学が生み出すCPAP診療

2017/9/16

リセット睡眠療法 －Sleep Window
を意識した3ステップで実践する不
眠治療－

立川睡眠薬適正使用セミナー

（立川市)
2017/9/10
2017/8/27

2017/7/30

第26回日本PSG研究会東海支部例会
（名古屋市)
第12回「日本睡眠学会・生涯教育セミナー」
（東京都)
岐阜県薬剤師会卒後教育研究会

各施設におけるCPAP管理の現状
小児のPSGと解析ルール

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

（高山市）

2017/7/9

岐阜県薬剤師会卒後教育研究会

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

（岐阜市）
2017/7/1
2017/6/30

2017/6/25

「不眠症の認知行動療法」ワークショップ2017
（東京都)
第42回日本睡眠学会定期学術集会（横浜市）

岐阜県薬剤師会卒後教育研究会

動機づけ面接を活用したCBT-I
ポスターショートプレゼンテー
ション座長
リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

（多治見市）
ワークショップ
睡眠クリニックのパフォマンスマ
ネージメント

第42回日本睡眠学会定期学術集会
2017/6/30

2017/6/30

（横浜市）

第42回日本睡眠学会定期学術集会

CBT-Iの低反応者の特徴 ―PSGの
TSTを含めた探索的検討―

（横浜市）

2017/6/30

第42回日本睡眠学会定期学術集会

CPAPクラウドデータシステムの外来
診療渋滞に与える効果

（横浜市）
2017/6/29

2017/6/4

ランチョンセミナー

第42回日本睡眠学会定期学術集会
（横浜市）

ICT×行動科学が生み出すCPAP診療

DETERMINANTS OF POOR
RESPONSIVENESS IN PATIENT TO
COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR
INSOMNIA

第31回 Annual meeting of APSS

（ボストン）
2016/12/10
2016/12/1
2016/11/26
2016/9/3

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

宝塚医師会講演会（宝塚市）
第8回「東海職域睡眠の会」セミナー（名古屋市）
不眠研究会

第32回研究発表会

第27回東海睡眠障害研究会

（東京都）

（名古屋市）

2016/7/14 睡眠薬の適正使用を考える会（佐久市）
第41回日本睡眠学会定期学術集会
2016/7/9 「不眠症の認知行動療法」セミナー
（東京都）

2016/7/8

第41回日本睡眠学会定期学術集会

事例検討回答者
CBT-Iの臨床的効果に関する因子の
検討 －PSGのTSTを含めた探索的検
討－
クラウドデータを用いたCPAP外来
の経験
特別講演 リセット睡眠療法 －3
ステップで実践する不眠治療－
睡眠クリニックにおけるCBT-Iの
実践

CPAPウェブモニタリングが睡眠ク
リニックに与えるインパクト

CPAPウェブモニタリングが睡眠ク
リニックに与えるインパクト

2016/7/8
（東京都）
2016/7/8

第41回日本睡眠学会定期学術集会

OJTに基づく睡眠検査技師育成

（東京都）

体動センサ付き緑色脈波センサを
搭載した
携帯型装置Sleep-tester LS-330Gの
使用経験

第41回日本睡眠学会定期学術集会
2016/7/8
（東京都）

2016/7/8

第41回日本睡眠学会定期学術集会

食道内圧モニターを追加したPSG
解析の経験

（東京都）

2016/7/8

第41回日本睡眠学会定期学術集会

不眠症患者のmisperception index
に関する検討

（東京都）

2016/7/7

第41回日本睡眠学会定期学術集会

PSG指標から見たflexible
protocol CBT-Iの効果の検討

（東京都）

2016/7/7

第41回日本睡眠学会定期学術集会

レム睡眠行動障害のノイズパレイ
ドリアテストの意義

（東京都）

2016/7/7

第41回日本睡眠学会定期学術集会

小児SAS診断における監視PSG時
Observation Scoreの意義

（東京都）

2016/6/13

第30回 Annual meeting of APSS
（デンバー）

2016/4/21 第13回桜山睡眠研究会（名古屋市）
2016/3/30 岐阜赤十字病院看護部勉強会（岐阜市）

The usefulness of two
observation scales in atteding
polysomnography for
pediatric obstructive sleep
apnea
睡眠クリニックにおけるパフォー
マンスマネージメント
看護に活かす動機づけ面接

2016/3/27

岐阜県耳鼻咽喉科医会（岐阜市）

耳鼻科医向けの不眠対応・睡眠療
法指導

2016/3/16

AIセミナー(浜松市）

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

2016/3/3

岐阜赤十字病院看護部勉強会（岐阜市）

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

2016/2/18

AIセミナー(四日市市）

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

2016/2/7

第23回日本PSG研究会東海支部例会（津市）

2016/2/3

AIセミナー(岐阜市）

2016/1/29

日本動機づけ面接協会大会（大阪市）

呼吸イベントの解析
リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－
シンポジウム 睡眠クリニックに
おけるMIのインパクト

2015/12/19

呼吸脈波研究会（名古屋市）

光電式腕時計型容積脈波センサに
よる呼吸努力評価

2015/12/16

米子水曜会（米子市）

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

2015/12/10

郡上市医師会臨床懇話会（郡上市）

特別講演 リセット睡眠療法 －3
ステップで実践する不眠治療－

2015/12/9

第315回

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

2015/12/6

T2T Connect National Training （東京都）

Motivational Interviewing ～
日常臨床への応用～

2015/12/5

不眠研究会

flexible protocol CBT-Iの
実践 （大熊賞受賞）

2015/12/3

各務原医師会勉強会（各務原市）

第31回研究発表会

（東京都）

第7回「東海職域睡眠の会」セミナー（名古屋市）

事例検討「職場・学校における睡
眠障害の事例」回答者

損保ジャパン
2015/12/3 運送事業者のための

睡眠時無呼吸症候群（SAS）の理解
と対策

「睡眠時無呼吸症候群」対策セミナー（岐阜市）
2015/11/21

日本心療内科学会教育セミナー（盛岡市）

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－

2015/11/19

尼崎AIセミナー（尼崎市）

2015/11/15

AIカンファレンスアドバンス（東京都）

リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－
不眠症治療アルゴリズムで実践す
る3ステップ

2015/10/10

第7回霧島睡眠カンファレンス
（鹿児島市）

出口を見据えた不眠治療の実践

2015/10/9

臨床医のための不眠診療セミナー（鹿児島市）

2015/9/27

第22回日本PSG研究会東海支部例会（土岐市）
IBD connect （東京都）

2015/9/26
2015/9/5

第26回東海睡眠障害研究会

2015/7/30

web講演会 不眠症セミナー

2015/7/25

高山医師会学術講演会

2015/7/17

（高山市）

上越医師会学術講演会
～攻めの不眠診療～

2015/7/15

（名古屋市）

（上越市）

かかりつけ医のための不眠診療セミナー
～誰も教えてくれなかった対応と処方のコツ～
（鶴岡市）
第40回日本睡眠学会定期学術集会

2015/7/4 「不眠症の認知行動療法」セミナー

睡眠指導の実際 －3ステップで実
践する不眠治療－
呼吸イベントの解析
MIまとめ、臨床応用
小児SASにおける2つの尺度の検討
リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－
リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－
Approaching insomnia -Sleep
Windowを理解した不眠症診療リセット睡眠療法 －3ステップで
実践する不眠治療－
アドバンスコース
クリニックでの取り組みとCBT-I実
践例の紹介

（宇都宮市）
2015/7/3

2015/7/3

第40回日本睡眠学会定期学術集会
（宇都宮市）

第40回日本睡眠学会定期学術集会

シンポジウム
睡眠クリニックにおけるCBT-Iの実
践
不眠改善速度と医療コストの視点
での不眠症に対する認知行動療法の
意義

（宇都宮市）

2015/7/3

第40回日本睡眠学会定期学術集会

軽度認知機能障害から見たレム睡
眠行動障害における嗅覚障害の意義

（宇都宮市）

2015/7/3

第40回日本睡眠学会定期学術集会

エスゾピクロンへの置換と認知行
動療法の併用が奏功した睡眠薬起因
性の睡眠関連摂食障害の1例

（宇都宮市）

2015/7/3

第40回日本睡眠学会定期学術集会

ナルコレプシー診断における睡眠
ポリグラフ検査での入眠時レム睡眠
期の意義

（宇都宮市）

2015/7/3

第40回日本睡眠学会定期学術集会

（宇都宮市）

レム睡眠行動障害におけるRWAと
REM Atonia Ratio （顎筋電図累積
ヒストグラム法）との関係

2015/7/2

エスゾピクロンへの置換による睡
眠薬の減量・中止を目標とした不眠
症診療の実践

第40回日本睡眠学会定期学術集会

（宇都宮市）
2015/6/22

中濃睡眠フォーラム

2015/6/18

美濃加茂・可児

睡眠障害

（関市）

特別講演
（美濃加茂市） Approaching insomnia -Sleep
Windowを理解した不眠症診療-

不眠症セミナー

EVALUATION OF AUTONOMIC NERVOUS
ACTIVITY BY COMPLEX
DEMODULATION METHOD FOR
SUGGESTED IMMOBILIZATION
TEST IN RLS

第29回 Annual meeting of APSS
2015/6/10

A to Z

（シアトル）

不眠症診療の入り口と出口をどの
ように考えるか

2015/3/29

睡眠薬の適正使用推進

2015/3/25

6th World Congress on Sleep Medicine（ソウル）

2015/3/23

The Utility of a Nocturnal
Sleep Onset REM Period
6th World Congress on Sleep Medicine（ソウル） in the Diagnosis of Narcolepsy
in Clinical Setting
Can nSOREMP predict Narcolepsy
accurately?

2015/3/18
2015/3/4

座談会

かかりつけ医のための不眠診療セミナー
市）
臨床医のための不眠診療セミナー
～好きになる不眠症診療～

2014/12/6
2014/11/13
2014/11/9
2014/10/25

（東京都）

（浜松

（熊本市）

The Utility of Cumulative
Histigram Method with Chin EMG
for diagnosis of RBD

Approaching Insomnia - Sleep
Windowを理解した不眠症診療睡眠スケジュール表の実践的活用
法

（東京都）

レム睡眠行動障害の睡眠ポリグラ
フ検査検査における顎筋電図累積ヒ
ストグラム法の有用性

T2T Connect National Training （東京都）

Motivational Interviewing ～日
常臨床への応用～

第2回簡易SAS検査・入門セミナー

HSAT（Home Sleep Apnea
Testing） Factors to Consider

不眠研究会

第30回研究発表会

岐阜市AIセミナー

（岐阜市）

誰も語らなかった不眠症医療

（名古屋市）

2014/10/4

第19回 日本PSG研究会 東海支部例会（名古屋市）

CPAP管理のコツ：導入編

2014/9/26

第108回羽島メディカルセミナー（羽島市 ）

不眠症診療の入口と出口
～睡眠日誌を活用した実践～

第6回霧島睡眠カンファレンス
2014/9/20

ビデオプレゼンテーション
睡眠薬起因性の睡眠関連摂食障害に
対し、エスゾピクロンへの置換と認
知行動療法の併用が奏功した1例

（鹿児島市）

2014/9/18

揖斐郡医師会講演会（揖斐川町）

2014/9/13

第7回中部睡眠循環呼吸研究会

2014/9/6

第25回東海睡眠障害研究会

（名古屋市）

第25回東海睡眠障害研究会

（名古屋市）

2014/9/6

第146回
2014/8/21

2014/8/2

（名古屋市）

下呂市医師会学術講演会

（下呂市）
第6回ISMSJ学術講演会

（神戸市）

第39会日本睡眠学会定期学術集会
2014/7/3

特別講演
Approaching Insomnia - Sleep
Windowを理解した不眠症診療教育講演
Introduction to Behavior Sleep
Medicine
睡眠薬起因性の睡眠関連摂食障害
に対し、エスゾピクロンへの置換と
認知行動療法の併用が奏功した1例

過眠症診断時におけるPSG時
SOREMPの有用性
特別講演
Approaching Insomnia - Sleep
Windowを理解した不眠症診療累積ヒストグラム法を用いた頤筋
筋電図のREM sleep without atonia
判定
イブニングセミナー

2014/7/3

（徳島市）
第39回日本睡眠学会定期学術集会
（徳島市）

2014/7/3

第39回日本睡眠学会定期学術集会
2014/7/3

（徳島市））
第39回日本睡眠学会定期学術集会

2014/7/3

光電式腕時計型容積脈波センサによ
る呼吸努力評価
シンポジウム
レストレスレッグス症候群の指示不
動検査におけるComplex
Demodulation法を用いた自律神経機
能評価
（Evaluation of Autonomic
Nervous Activity by Complex
Demodulation Method with
Suggested Immobilization Test
for RLS ）
シンポジウム
概日リズム障害に対する認知行動療
法（Cognitive Behavioral Therapy
for circadian Rhythm disorder:
CBT-R）
アブストラクトシンポジウム
頤筋筋電位レベルの累積ヒストグラ
ムを用いたREM Sleep Without
Atoniaの検討（A Cumulative
Histogram Method of Chin EMG

（徳島市）

for
2014/6/25 土岐・瑞浪不眠症セミナー（土岐市）
2014/6/23 第2回プライマリケアセミナー（岐阜市）

RWA Detection in RBD

approaching

）

insmonia

Management Insomnia
－不眠症外来からみえてくるもの－

2014/5/22 中濃不眠症セミナー（美濃市）

不眠症診療の入口と出口
～睡眠日誌を活用した実践～

2014/5/21 大垣内科会（大垣市）

不眠症診療の入口と出口
～睡眠日誌を活用した実践～

2014/3/26 岐阜MIカンファレンス（岐阜市）
2014/3/8 ルネスタ睡眠セミナー2014（岐阜市）
2014/2/24 中津川クリニカルカンファレンス（中津川市）
2014/2/20 ニュープロRLSセミナー（岐阜市）
2014/3/26 岐阜市不眠症セミナー
2014/2/26 中津川不眠症セミナー

（岐阜市）
（中津川市）

不眠症における診断と治療
教育講演 『不眠症医療に必要な
心理サポートとコミュニケーション
スキル』 座長
睡眠日誌を理解した不眠症医療
一般演題 「Complex Demodulation
法による下肢不動化示唆検査
（SIT）中の自律神経評価」
不眠症診療に役立つコミュニケー
ションスキル
不眠症診療の入口と出口
～睡眠日誌を活用した実践～

2014/2/20 ニュープロRLSセミナー（岐阜市）

一般演題

2014/1/24

不眠症診療の入口と出口
～睡眠日誌を活用した実践～

もとす医師会臨床研究会（瑞穂市）

座長

第5回
2013/12/5 「東海産業職域睡眠の会」セミナー

事例検討

回答者

（名古屋市）

2013/11/22

第84回岐阜大学第二内科関連病院症例検討会

教育講演 「Sleep Heart, Sleep
Hurt（s） -循環呼吸病態学リフ
レーミング-」

（岐阜市）

2013/10/25

第66回日本自律神経学会総会（名古屋市）

2013/10/25 第66回日本自律神経学会総会（名古屋市）
2013/9/28

第5回霧島睡眠カンファレンス
（鹿児島市）

2013/9/8 市民公開講座（岐阜市）
2013/8/3 第5回

ISMSJ学術集会

（神戸市）

「Restless legs syndromeの下肢
不動化示唆検査（SIT）による評価
Complex Demodulation法-DSA
（Density Spectrum Array）表示に
よるSIT中の自律神経活動
シンポジウム「睡眠障害の自律神
経機能評価」 座長
睡眠クリニック運営のNBM
秋の「睡眠の日」市民公開講座 2013岐阜』司会
食道内圧モニターを追加したPSG解
析の経験

2013/6/28

第38回

日本睡眠学会定期学術集会

（秋田市）
2013/6/20 岐阜スリープハートカンファレンス（岐阜市）
2013/3/8

NEUPRO学術講演会（静岡市）

心電図ECG/筋電図EMG信号の
Respiration Detection Analysi
（RDA）を用いた睡眠時呼吸努力評
価の可能性

Sleep Heart?, sleep hurt(s)?
レストレスレッグス症候群をめぐっ
て

第4回
2012/12/6 「東海産業職域睡眠の会」セミナー

事例検討

座長

（名古屋市）
2012/6/20 第12回 岐阜市臨床整形外科医会（岐阜市）
2012/5/19

第14回 日本PSG研究会
東海支部例会（名古屋市）

睡眠障害の臨床
よりよい睡眠環境の見直し

2012/2/15 岐阜睡眠を考える会

2012（岐阜市）

当院での不眠症の認知行動療法への取り組み

2012/2/15 岐阜睡眠を考える会

2012（岐阜市）

PSG時の一過性不眠へのゾルピデムの効果

2012/2/4 第6回 東海睡眠懇話会（名古屋市）

2011/12/18

2011/12/18
2011/11/16
2011/11/10
2011/10/16
2011/10/16

第13回 日本ＰＳＧ研究会
東海支部例会（大垣市）
第13回 日本ＰＳＧ研究会
東海支部例会（大垣市）
第78回 すこやかネットワーク（笠松町）
西美濃循環器フォーラム（大垣市）
第36回 日本睡眠学会定期学術集会
（京都市）
第36回 日本睡眠学会定期学術集会
（京都市）
第36回 日本睡眠学会定期学術集会

2011/10/15 （京都市）

2011/07/07
2011/06/09
2011/05/25
2011/03/19
2011/02/20

岐阜県総合医療センター
睡眠時無呼吸症候群講演会 （岐阜市）
第152回岐阜県小児科懇話会 （岐阜市）
岐阜ハートセンター講演会（岐阜市）
市民公開講座（岐阜市）
日本通運株式会社岐阜支店
安全衛生大会（岐阜市）

2011/01/29 第5回 東海睡眠懇話会（名古屋市）
2011/01/29 第5回 東海睡眠懇話会（名古屋市）
2010/12/07

第2回「東海産業職域睡眠の会」

セミナー（名古屋市）
2010/11/07 第18回日本PSG研究会全国大会（名古屋市）
2010/11/07 第18回日本PSG研究会全国大会（名古屋市）
東海旅客鉄道株式会社（JR東海）
社内講習会（名古屋市）
2010/07/29 中濃GP勉強会（関市）
第35回 日本睡眠学会
2010/07/02 定期学術集会（名古屋市）
ワークショップ
2010/10/15

概日リズム睡眠障害に対する認知行動療法（“CBT－R”）
―睡眠相後退型（DSP）version―

睡眠呼吸障害スクリーニング検査の意義

BiPAP titration PSGから学んだ事
～PSG経験6ヶ月の検査技師の立場から
睡眠障害 A to Z
睡眠障害の臨床

PSG時の不眠に対するラメルテ
オン使用
当院での不眠症の認知行動療法
（CBT-I）への取り組み
Complex Demodulation法―
DSA（Density Spectrum Array）
表示によるSIT中の
自律神経活動

睡眠障害 A to Z
小児の睡眠障害
禁煙を科学する
『知って得する「睡眠学」』
睡眠障害と安全運行
不眠症の認知行動療法（CBT-I）
への取り組み
MSLTだけでナルコレプシー鑑別
が可能か？
リワーク －過眠症の職場へ与
える影響及びその対策
SAS：CPAP治療後の残存眠気－
MSLT on CPAPの意義
臨床医からみたRLS、PLMの睡
眠検査
職域での睡眠障害
特別講演「睡眠障害の実地診
療」
職域の睡眠障害検診における
2次医療機関での経験

第35回 日本睡眠学会
定期学術集会（名古屋市）
第35回 日本睡眠学会
2010/07/02
定期学術集会（名古屋市）
第35回 日本睡眠学会
2010/07/01
定期学術集会（名古屋市）
2010/06/24 岐阜睡眠障害学術講演会（岐阜市）
2010/07/02

2010/06/05 第24回 Annual meeting of APSS
～09 （サン・アントニオ）

2010/01/30 第４回 東海睡眠懇話会（名古屋市）

『測定・解析 一般口演』座長
RLS診断におけるSITの意義
PAM-RLによる下肢アクティビ
ティ評価の経験
睡眠医療センターの役割
Persistent sleepiness in CPAP
treated
obstructivesleep apnea
patientsevaluated
by MSLT
ＲＬＳ診療におけるＳＩＴ
（Suggested Immobilization Test)
の意義

第１回
内科領域における過眠の問題
「東海産業職域睡眠の会」セミナー （名古屋市）
第１０回
2009/11/29
現場からみた睡眠検査の謎
日本ＰＳＧ研究会東海支部例会（刈谷市）
2009/12/01

2009/10/27

第34回 日本睡眠学会

スコアリングルールの違いが
Peridic Leg Movementの判定に
及ぼす影響について～1993年の
asdaクライテリアと2007年のaasm
クライテリアを比較して～

定期学術集会（大阪市）
2009/10/25

第34回 日本睡眠学会
定期学術集会（大阪市）

2009/10/17 中部AutoSVカンファレンス（名古屋市）
岐阜県保険医協会（岐阜市）
第２８回 医科研究会
2009/10/08 第8回 シングレア喘息座談会（岐阜市）
2009/10/03 薬と健康のつどい 2009（岐阜市）
2009/10/17

2009/09/12 市民公開講座（大垣市）
第6回
SLEEP HEART CONFERENCE（名古屋市）
2009/05/28 第3回 岐阜市60会（岐阜市）
2009/02/14 三菱京都病院市民講座（京都市）

ＭＳＬＴを用いたＣＰＡＰ使用者の
眠気の検討
循環器専門施設との連携 －岐
阜地区の場合－
睡眠障害の臨床
喘息と睡眠
知っておきたい睡眠の病気
睡眠時無呼吸症候群 市民公開
講座
イビキ・眠気はありませんか？

2009/07/30

内科での睡眠医療への取り組み

2009/01/30 第3回 東海睡眠懇話会（名古屋市）

睡眠障害の臨牀
知っておきたい睡眠の病気
CPAP使用者の眠気 -MSLTに
よる検討parasominia を合併した
narcolepsyの1例
ぐっすり眠っていますか？

2008/11/30 第8回東海PSG研究会（長久手市）
2008/09/27 市民公開講座（岐阜市）

2008/06/07 第22回 Annual meeting of APSS

～12 （ボルチモア）

Prevalence of chronic kidney
disease in patients with
obstructive sleep apnea

