
論文・雑誌発表 発刊日 演題名 著者

いまさら訊けない！
透析患者薬剤の
考えかた,使いかた

2015年6月
むずむず脚症候群（restless legs syndrome:RLS)とはどういう病
気ですか？また,どういった薬剤が有効ですか？

小池　茂文

MEDICAMENT NEWS　第2198号 2015年6月 レストレスレッグス症候群 小池　茂文

血液透析施行時のトラブル・
マニュアル
～症状別・トラブル別にみた対
応策～改訂第3版

2014年6月 むずむず脚症候群 小池　茂文

透析・腎移植のすべて 2014年6月 睡眠時無呼吸症候群（SAS) 小池　茂文

全人力　科学力　透析力
for the people　透析医学

2014年6月 透析患者のむずむず脚症候群と睡眠障害 小池　茂文

月刊薬事　Vol.56 No.4 2014年4月
徹底理解！不眠症の薬物療法管理
～レストレスレッグス症候群治療薬～

小池　茂文

Medical View Point Vol.35
No.3

2014年3月 SASと夜間頻尿・慢性腎臓病 小池　茂文

睡眠医療　Vol.7　No.4　2013 2013年12月 Ⅱ.睡眠医療とのリンケージ　小児科領域 小池　茂文

睡眠医療　Vol.7　No.4　2013 2013年12月
睡眠検査のピットフォール-実施上の注意点・問題点-
第11回　周期性四肢運動障害のPSG記録と判定のピットフォール

小池　茂文

日本透析医会雑誌　VOL.28
NO.3

2013年11月 透析患者のむずむず脚症候群と睡眠時無呼吸症候群の治療 小池　茂文

Int　J Pediatr
Otorhinolaryngol

2013年2月
Seasonal variation in a clinical referral pediatric cohort
at risk for obstructive sleep apnea

小池　茂文

臨牀透析　vol.28 no.9 2012年8月 透析患者における生活習慣改善策～Ⅴ　睡眠障害～ 小池　茂文

臨牀透析　Vol.28　NO.9 2012年8月
透析患者における生活習慣改善策
Ⅴ．睡眠障害

小池茂文　他

Progress in Medicine
第８号　別刷
Vol.32　No.8

2012年8月
自動車運転における疾病と薬剤の影響
４．睡眠障害と自動車運転

小池茂文
新島邦行

Modern Physician Vol.32 No.4 2012年4月 内科合併症に対する新治療薬～④睡眠薬～ 小池　茂文

睡眠医学アトラス 2012年4月 内科疾患と睡眠障害　～慢性腎疾患～ 小池茂文

内科系総合雑誌
Modern　Physician
Vol.32（4）

2012年4月 新たに検討すべき透析患者の薬剤使用法　～睡眠薬～ 小池茂文

日本呼吸器学会誌 2012年3月 持続陽圧呼吸療法機器使用者の自覚的残存眠気の検討 小池　茂文

標準的神経治療：
Restless legs症候群

2012年3月 二次性Restless legs症候群 小池茂文

論文・雑誌発表　（豊橋メイツ睡眠障害治療クリニック）

1／4



論文・雑誌発表 発刊日 演題名 著者

論文・雑誌発表　（豊橋メイツ睡眠障害治療クリニック）

メビオvol.29(3),2012 2012年3月 各診療科からの一言　腎臓内科 小池茂文

睡眠医療vol5(4),2011 2012年2月

末期慢性腎不全患者(透析患者)の
二次性レストレスレッグス症候群に合併した
重症周期性四肢運動の一例
透析患者に対する薬物治療の注意点も含めて

小池茂文

標準的神経治療：
Restless legs症候群

2012年1月 二次性Restless legs症候群 小池　茂文

カレントテラピー
2011年9月号

2011年9月 居眠り事故で見逃されてきた睡眠障害 小池茂文

診断と治療　2011年8月号 2011年8月
睡眠障害を訴える患者へのアプローチ
睡眠障害と内科系疾患の関連　睡眠障害と腎・泌尿器疾患

小池茂文

Anaesth Intensive Care
2011；39

2011年6月
Effect of daily sedative interruption on sleep stages of
mechanically ventilated patients receiving midazolam by
infusion

Oto J, Yamamoto K,
Koike S,他

腎と透析 vol70，4号 2011年4月 透析医療に必要な薬の使い方：睡眠時無呼吸症候群の薬物療法 小池茂文

Pharma Medica vol29 2011年3月 透析合併症の現状と治療：睡眠障害と治療 小池茂文

ぜんじんきょう　244号 2011年3月 透析患者に多いむずむず脚症候群と治療について 小池茂文

睡眠医療 第4巻 第4号 2011年1月
睡眠医療Q&A　第16回　透析とレストレスレッグス症候群の発症に
関連はあるのでしょうか？

小池茂文

臨床透析　Vol26 2010年12月
特集：身体所見からのCKD患者の栄養評価の重要性
各論：精神・睡眠の評価

小池茂文他3名

睡眠呼吸障害(SDB)を見逃さな
いために　診断と治療社

2010年6月 腎内科で診るSDB…腎不全、蛋白尿とSDBの症例 小池茂文　編集：佐藤誠

日本臨床 2009年8月 不眠症の特集：慢性腎不全患者の不眠症（印刷中） 小池茂文

Medical Practice(文光堂) 2008年7月 無呼吸症候群の臨床：実地臨床のすべて、腎障害 小池茂文

臨床透析 2008年7月 透析患者の呼吸器合併症：睡眠時無呼吸症候群 小池茂文

臨床透析 2008年6月
透析患者に関連した病態、
疾患の診断基準・分類・重症度スコア：臓器別のアプローチ、
呼吸器系　睡眠時無呼吸症候群

小池茂文

アルタ出版株式会社 2008年1月 Restless legs syndrome　だからどうしても脚を動かしたい 小池茂文

中外製薬 2007年10月 よい睡眠でよりよい透析生活(座談会） 小池茂文
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論文・雑誌発表　（豊橋メイツ睡眠障害治療クリニック）

Medicina 2007年7月 腎・泌尿器疾患と睡眠障害 小池茂文

医薬ジャーナル 2007年6月 透析合併症：透析患者の睡眠障害 小池茂文

Ｍｅｂｉｏ 2007年3月 睡眠時無呼吸症候群と腎臓病 小池茂文

ぜんじんきょう 2007年3月 むずむず脚症候群 小池茂文

メディカル朝日 2006年8月 腎疾患と睡眠障害 小池茂文

精神科治療 2006年7月 SASと腎疾患 小池茂文

メディカルトリビューン 2006年6月 見逃されがちな睡眠障害(座談会） 小池茂文

日経メディカル 2006年6月 見逃されるむずむず脚症候群 小池茂文

東日新聞 2006年2月 脳と睡眠障害 小池茂文

東日新聞 2006年1月 睡眠時無呼吸症候群② 小池茂文

日本透析医会雑誌 2006年1月 透析患者の睡眠障害に対する診断と治療 小池茂文

中部経済新聞 2006年1月 快適な睡眠で元気な朝を 小池茂文

秋田腎不全研究会 2005年12月 透析患者の睡眠障害（ＰＳＧ解析を中心に） 小池茂文

東日新聞 2005年12月 睡眠時無呼吸症候群① 小池茂文

透析ケア 2005年10月 レストレスレッグ症候群 小池茂文他2名

Sleep Medicine 2005年6月
Modified thoracic impedance plethysmography to monitor
sleep apnea syndromes.

Yoshifumi Yasuda，
Shigefumi Koike他

Hot wave 2005年4月 透析患者における睡眠障害の実態 小池茂文他2名

Homecare Today 2005年1月 睡眠医療施設の抱える診断上の問題点について 小池茂文他2名

ＨＤnews 2004年12月 透析患者における睡眠障害の実態と成因による分類 小池茂文他2名

ＨＤnews 2004年12月 透析患者の睡眠障害の治療 井上雄一、小池茂文、他

看護学雑誌 2004年11月
透析患者の睡眠障害の原因を調べずしてサイコネフロロジーを語
るなかれ

小池茂文、他2名
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論文・雑誌発表　（豊橋メイツ睡眠障害治療クリニック）

岐阜医学会館だより 2004年10月 新病院と岐阜大学の今後に提言 小池茂文

すいみんing 2004年9月 睡眠外来を訪ねて　豊橋メイツクリニック睡眠医療センター 小池茂文　他

日本歯科評論、別冊2004 2004年別冊
歯科医師のための睡眠医学入門
睡眠時無呼吸症候群：むずむず脚症候群

小池茂文

肥満と糖尿病、3（3）：2004 2004年別冊 腎症の予防とケア：レストレスレッグ症候群とは？ 小池茂文

明日の臨床
（愛知県保険医協会）

2004年16-1 当院の睡眠時無呼吸症候群の診断と治療の現況 小池茂文、他9名

現代医学　51巻　3号 2004年3月 睡眠時無呼吸症候群の診断とCPAP治療の問題点について
小池茂文，山本勝徳，
熊谷勝年，渡辺康二，
三木隆治

medical forum CHUGAI vol.7
no.6 ：14－20，

2003年11月 遅れている日本、透析患者の睡眠障害に対策を！ 小池茂文，山本勝徳

診療研究 392 11：5－13，
2003

2003年11月 睡眠障害への対応 井上雄一，小池茂文

東三医学会誌 2003年11月 睡眠障害への取り組み　特に睡眠時無呼吸症候群を中心に

小池茂文、山本勝徳、
宇野亘、山中油紀絵、
後藤京子、松田秀一、
三木隆治

ナーシング・トウディ、
10.2003

2003年11月
不眠への総合的アプローチ：
見逃しやすい不眠の原因を正しく捉えよう

井上雄一，小池茂文

Homecare Today vol.7
no.3　：102－109、2003

2003年10月 SASの診断―重症例の検出法を中心に― 井上雄一，小池茂文

The Lung perspectives
11（4）：2003

2003年10月 modanifilは睡眠時無呼吸症候群の治療薬になりうるか？ 井上雄一，小池茂文

臨床と薬物治療 vol 22，
no.8 ：738－741，

2003年6月 生活習慣病としての睡眠時無呼吸症候群 塩見利明，小池茂文

腎と透析　別冊 2002年
中心静脈狭窄に対するPTAは本当に望ましい治療なのか？
ブラッドアクセスインターベンション治療（BAIVT）の適応に関す
るコンセンサス試案についての自験例からの考察

小池茂文、松田秀一、
三木隆治
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