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24. 杉山 藍, 塩田智美, 栁原万里子, 中山秀章, 對木 悟, 林田健一, 井上雄一, 髙橋和
久: 閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、BMI 不変、良好なアドヒアランスによる治療介
入においても、異なる経年変化を生じ得る. 日本睡眠学会第 44 回定期学術集会, ポ
スター発表, 名古屋国際会議場，愛知 2019.06.27
25. 栁原万里子, 中山秀章, 井上雄一: 中枢性睡眠時無呼吸患者 30 名の自覚症状，基礎
疾患，PSG 指標，治療選択の総合的検討. 第 59 回日本呼吸器学会学術講演会, 東
京国際フォーラム，東京 2019.04.13
【一般講演】
1.

大川匡子: よりよく眠るために～成長期の子供にとって望ましい睡眠とは～. 学校
訪問型睡眠講座, 西之表市民会館, 鹿児島 2020.02.12

2.

井上雄一: 不眠症治療の未来を考える－出口を見据えた治療へ－. 中信不眠症学術
講演会, 松本市深志神社梅風閣, 長野 2020.02.07

3.

大川匡子: 2019 年度第 2 回価値普及のための基本研修会. ヤクルト「よく眠る」社
内勉強会, 株式会社ヤクルト本社, 東京 2020.02.06

4.

井上雄一: 高齢者不眠の病態と対応. 不眠症診療セミナー, 安城市医師会館, 愛知
2020.01.28

5.

井上雄一: 勤労者の睡眠を考える. メンタル予防、生産性向上の特効薬「睡眠」, 株
式会社ドクタートラスト講演, ㈱ドクタートラスト本社, 東京 2020.01.22

6.

大川匡子: 高齢期の睡眠と生活. 令和元年おたっしゃ倶楽部, 川崎市麻生老人福祉
センター, 神奈川 2020.01.21

7.

井上雄一: 睡眠負債・不眠症と睡眠時無呼吸症について. 野村證券セミナー, 野村
證券本店, 東京 2019.12.19

8.

栁原万里子: なぜ睡眠が必要か? ～睡眠の役割と生活習慣病との関連. 豊玉保健相
談所, 豊玉保健相談所, 東京 2019.11.20

9.

大川匡子: 睡眠講演会 より良い眠りのために. 住野住区センター健康推進部講演
会, 足立区東部保健センター, 東京 2019.11.13

10. 井 上 雄 一 : 睡 眠 で 健 康 を 維 持 す る 秘 訣 . 区 民 健 康 講 座 , 千 代 田 保 健 所 , 東 京 ,
2019.10.30
11. 大川匡子: 健やかな睡眠をとるための秘訣. 出張睡眠市民公開講座, 宮城県利府町
保健福祉センター, 宮城 2019.09.30
12. 大川匡子: ねむりの大切さについて知ろう. 学校訪問型睡眠講座, 高崎市立中央小
学校, 群馬 2019.09.26
13. 井上雄一: 不眠症を知る/不眠症を治す. 「すいみんの日」市民公開講座, ベルサー
ル九段, 東京 2019.09.07
14. 大川匡子: 「より良い生活習慣をつくる」睡眠に焦点をあてた取り組み. 学校訪問
型睡眠講座, 東海市立横須賀小学校，愛知 2019.08.09
15. 大川匡子: 健康長寿・若さを保つ眠りの秘訣. NHK カルチャー, NHK 文化センター
青山教室, 東京 2019.08.02
16. 大川匡子: 「より良い生活習慣をつくる」睡眠に焦点をあてた取り組み. 学校訪問
型睡眠講座, 富士吉田市多世代交流施設「常樂時」，山梨県 2019.07.31
17. 大川匡子: 「睡眠の大切さ」を知ろう～よい睡眠をとるための方法～. 学校訪問型
睡眠講座, 富士宮市立井之頭小・中学校，静岡 2019.07.11
18. 大川匡子: 「睡眠の大切さ」を知ろう～よい睡眠をとるための方法～. 学校訪問型
睡眠講座, 愛西市立草平小学校，愛知 2019.07.02
19. 大川匡子: 学校訪問睡眠講座の紹介－（公財）神経研究所睡眠健康推進機構の活動
について. 第 13 回子どもの眠り研究会, 名古屋国際会議場, 愛知 2019.05.31
20. 大川匡子: メディア接触と睡眠－睡眠の効果と睡眠不足が体に与える影響. 学校訪
問型睡眠講座, 伊仙町立伊仙中学校, 鹿児島 2019.05.15

