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資 格 

 医師免許（医籍登録番号 29541） 

 一般社団法人 日本救急医学会認定 JPTEC インストラクター（認定番号 TU1512010） 

 一般社団法人 日本登山医学会認定 国際山岳医（認定番号 61） 

主 な 著 書 ・ 原 著 論 文 

年 度 タイトル（出版元又は掲載誌） 

平成 27  
 
 

平成 28 
平成 29 

 
平成 29 

  
 
 

令和 2 

1) TGF-β Signaling Cooperates with AT Motif-Binding Factor-1 for Repression 
of the α-Fetoprotein Promoter. (Journal of Signal Transduction Volume 2014 
Article ID 970346, 11 pages PMID: 2510525) 
2) ATBF1 is a Novel Amyloid Protein Precursor (APP) Binding Protein that 3) 
3) Affects APP Expression. (Journal of Alzheimer's Disease. 2015 vol. 43, no. 1, 
PMID: 25079792, Published: 2015）) 
4) 高山病を深呼吸で予防する （オピニオン 中部経済新聞 8 月 8 日朝刊）  
5) 雲の上の診療所 （LiSA VOL.24 NO.03 2017 年 3 月号 メディカル・サイエ

ンス・インターナショナル） 
6) 国際山岳医の使命 （月刊「なごや」 北白川書房） 

7) Effects of aging on foot pedal responses to visual stimuli. (Journal of 
Physiological Anthropology. 39:3. PMCID: 7023820,  2020) 

所 属 学 会 

日本分子生物学会  

日本癌学会 

日本登山医学会（平成 29 年 6 月選出 評議員） 

主 な 社 会 的 活 動 

年 度 活 動 内 容 

平成 26 
平成 27 
平成 28 
平成 28 
平成 28 

 
平成 28 
平成 28 
平成 28 
平成 29 
平成 29 
平成 29 
平成 29 

名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所 山岳医 
名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所 山岳医 
名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所 山岳医 
公益社団法人 日本山岳会東海支部「安全登山講習会」講師  
一宮市教育委員会主催「生涯学習セミナー：ライフスタイルを変えれば身体は変

わる！——— 健康のためにできること ———」講師   
一般社団法人日本登山医学会主催 講習会「低酸素の分子生物学」講師 
一般社団法人 JPTEC 協議会主催 「病院前救急医療講習会」インストラクター 
名古屋市救急救命研修所 養成研修講師 
名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所 山岳医 
公益社団法人 愛知県山岳連盟主催「山岳救命救急技術講習」インストラクター 
三重県高等学校体育連盟主催「第１回安全対策会議」講師 
三重県高等学校体育連盟主催「第２回安全対策会議」講師 



平成 29 
平成 29 
平成 29 
平成 29 
平成 29 

  
平成 29 
平成 29 

 
平成 29 

平成 29 

平成 29 

 

平成 29 

平成 30 

平成 30 

平成 30 

平成 30 

平成 30 

平成 30 

平成 30 

令和元 

令和元 

令和元 

令和元 

令和元 

令和 2 
令和 2 

三重県高等学校体育連盟主催「第３回安全対策会議」講師 
一般社団法人 JPTEC 協議会主催  「プロバイダーコース」インストラクター 
一般社団法人日本登山医学会主催 講習会「低酸素の分子生物学」講師 
一般社団法人日本登山医学会主催 雪山登山技能検定「八ヶ岳クラスタ」講師 
名古屋市教育委員会と名古屋市立大学の共同企画：名古屋市立北山中学 1 年生 

テーマ「睡眠」講師 
愛知県立明和高等学校主催 「医学部ガイダンス」講師 
名古屋市教育委員会と名古屋市立大学の共同企画：名古屋市立見附小学校３年生 

「初めての理科：地衣類の顕微鏡観察により共生現象」講師 
愛知高等学校主催 「睡眠に関する医科学的最新の知見」講師 

愛知県山岳連盟・日本山岳会東海支部共催「山岳ファーストエイド」講師 

名古屋経済大学市邨高等学校 HILLS(Highly Integrated Lifelong Learning 

Stage)講演会「睡眠の科学」講師 

名古屋市救急救命研修所 養成研修講師 

公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会山岳部登山医科学委員会委員 

名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所 山岳医 

名古屋市救急救命研修所 養成研修講師 

愛知県山岳連盟・日本山岳会東海支部共催「山岳ファーストエイド」講師 

スポーツ庁・三重県教育委員会主催 登山部顧問等安全登山講習会 講師 

宮崎県高等学校体育連盟主催「第１回安全対策会議」講師 

宮崎県高等学校体育連盟主催「第２回安全対策会議」講師 

名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所 山岳医 

三重県菰野町消防本部 救急隊員講習会 講師 

愛知県立明和高等学校進路指導部企画 医学部進学特別講演 講師 

愛知県山岳連盟「山岳救急法（捻挫）テーピング法」講師 

名古屋市救急救命研修所 「熱中症、低体温症」養成研修講師 

愛知県立成章高等学校 文化講演会「睡眠」 講師 
スポーツ庁・三重県教育委員会主催 登山部顧問等安全登山講習会 講師 

 


