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起床したら日光を浴び、

連載 睡眠時無呼吸症候群をとりまく病気

「いびき症 三兄弟」

今回認可された製剤には

にあります。残念ながら

内時計を調整する作用）

ンの魅力は位相作用（体

といっても、メラトニ

寝室の電気を消して就寝、 今回は顎の大きさと舌と
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特に美味しい舌の付け根
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増えてピークに達し、数

その後、睡眠中に海馬と

もよい眠りを！

古町心療クリニック

中央区古町通５で古町
心療クリニックを開業
されております。

時間でほぼゼロになると

大脳皮質がやりとりして

ムな舌を目指してダイエッ

いうのは有名な話です。
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引き起こす疾患では睡眠

日中の眠気や睡眠障害を
が問題でした。昼間の眠

ことと寝つきが悪いこと

障害は、睡眠の質が悪い

意外

時無呼吸症候群が有名で
気こそ、睡眠時無呼吸症

驚き

すが、日本歯科大学で調
候群にはわずかに及びま

や顎関節

の三段目）

燥症（図

疾患中で

に比べた

たが、他

せんでし
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のご意見やご要望を
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会員の声を募集中

行って料理を作るのが何よりの息

お寄せください。

会長 須田和行

抜きになっています。
設営が終わったら目の前にある
日帰り温泉で汗を流し、まずは夕陽を眺めながらビー
ルで乾杯。七厘の炭火で焼くサンマやホタテ等魚介類
や焼鳥、野菜等はもう最高！その他長年使い込んだダッ
チオーブンという鉄鍋
で作る煮込み料理や、
ローストチキン等も抜
群の旨さです。外で料
理を作って食べるだけ
で本当に美味しく感じ
られるんですよね。
夜空を見上げれば澄
み切った空には今にも
こぼれ落ちそうな星空
が広がっていたり、普
段とは違う風景が見られて心身共にリフレッシュでき

会員の声
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とがわか

り外来」
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い夏がやって来ました。
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中央区古町通５
025-224-7771

の五段目）

りました。

の永田和

んですわ。
左右は受付を担当して
ます鈴木と森田です。診
療のご案内や予約管理を
しております。中央はデー

恩田 晃

柏崎市東本町１
0257-21-6788

すりーぷ」は病院にて無料で配布します。

メールでの連絡は
totoya3@po.next.ne.jp

郵送をご希望の方は切手を貼って宛名を

どうか熱中症にお気

河野美砂子

中央区西堀通５
025-226-6050

の方なら誰でも会員です。会報の「ぐっ

になりやすい時間も体内時

心療内科・精神科

純いびき症や上気道抵抗症候群でお悩み

を付けくださいね。熱中症

暑
タ解析と患者指導を担当

してます熊倉です。検査
や治療に関するご相談を

クリニック

心療内科・精神科

日本歯科

そして、

裕外来長

鈴木

熊倉

森田

クリニック

歯科・口腔外科

睡眠時無呼吸症候群やその予備軍の単

計によって変わるそうです。

古町心療

恩田

須田さんとのバーベキュー
お受けしております。

こうの
歯科

にも睡眠

その睡眠

と連携を

スタッフです

誰でも会員
60

障害の程

担当医にご相談ください。

悩みの方がおりましたら、

お近くに歯ぎしりでお

療を行うことにしました。

度は、歯ぎしり症が 7.3
点、 とって、歯ぎしり症に対
顎関節症が 6.1
点、口腔乾 しても積極的に診断し治
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点と、中でも歯
ぎしり症は未治療の睡眠

時無呼吸症候群の 6.8
点を
しのぐほどでした。
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