〒951-8580
新潟市中央区浜浦町1-8
日本歯科大学新潟病院
いびき診療センター内
電話025-267-1500
内線258

回定期学術集会が催され
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睡眠時無呼吸症候群の 二度にわたり睡眠時無呼吸
有病率は 1.67
％ですが、 症候群の疑いの診断を受け
もし昼間の眠気を問題に たにもかかわらず精密検査
するなら、睡眠時呼吸症 を拒否していた被告が、致
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第35回 日本睡眠学会が
名古屋で開催される

連載 睡眠時無呼吸症候群をとりまく病気
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食べ方だそうです。

睡眠時無呼吸症候群やその予備軍の単純いびき症や上気道抵抗症
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も、いびき診療センター

メールでの連絡は
totoya3@po.next.ne.jp
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おり、不眠・うつ病・自

誰でも会員
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