第 19 回日本ＰＳＧ研究会中四国支部例会ご案内
日本 PSG 研究会中四国支部
代表幹事
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初夏の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日本 PSG 研究会中四国支部の活動も、平成 18 年の設立以来 14 年目を迎えました。これも
皆様のご支援、ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
さてこの度、第 19 回日本 PSG 研究会中四国支部例会を、下記の通り開催する運びとなりま
し た。今 回のテ ーマは 、「Ｐ Ｓ Ｇの 基礎 ・解 析 」 と致し ました 。 睡眠 障害に 関す る診療 に携 わ
っておられる施設にとりましては、 大変参考となる内容ではないでしょうか 。
睡眠に関心をお持ちの医療関係者であれば職種は問いません。多数のご参加をお待ちしてお
ります。
敬具
記
開催日時 ： 令和 元年 8 月 18 日（日） 9 時 30 分～15 時 00 分（受付開始 9 時）
会

場 ： 岡山市立市民病院 １階 多目的ホール（岡山市北区北長瀬表町 3-20-1）

会

費 ： 会員 1,000 円

非会員 4,000 円

※当日の入会、更新もお受けします。ただし、例会当日は混雑が予想されます
ので、できるだけ 事前に日本 PSG 研究会 HP より手続きをお済ませ下さい。
申し込み ： ウェブからのお申し込みとなります。下記アドレスまたは
QR コードを読み取り、申し込みサイトから参加登録を
お願いします。
申し込みアドレス：https://forms.gle/vwwrrYdDzAu5MCzv5
◎データダウンロードと回答送付のお願い◎
今回は初めての試みとして、解析実習について事前に皆様の回答を集計し、
一致率の低い個所を重点的に解説します。 事前のダウンロードと、解答 返送
へのご協力をお願いします。
※詳細は別紙ダウンロード方法・解答へのご協力のお願いをご覧ください。
注意事項

：※荒天による中止など緊急の際は、前日 16 時までに下記ホームページ掲示
板にてお知らせします。個別に通知は行いませんので、ご注意ください。
支部例会アドレス：https://sites.google.com/view/chushikokupsg
※ご連絡頂きました情報は、本研究会の手続きのみに使用させて いただきます。
個人情報は適切な安全対策の下に管理し、ご本人の同意なく第三者へ開示・
提供は致しません。

締切り日 ： 令和元年 8 月 9 日（金）＜※データ返送の期限も同日です＞
定

員 ： 60 名（申し込み完了後、確認のメールが届きます。しばらくしても届かない
場合は、再度、参加申し込み手続きをお願いします。）
※会場に空きがある場合は、当日参加も受け付けます。ただし、満席である場
合は参加をご遠慮いただく場合があります。

問合せ等 ： （株）三井 E&S ホールディングス
事務局担当：高津

昌吾（たかつ

E-mail：tak2@mes.co.jp

玉野三井病院

検査室 内

しょうご）

TEL：0863-31-4187（543）

※お問い合わせは、できるだけメールにてお願いします。

～～～

プログラム

9:00～

受付開始

9:30～ 9:40

オリエンテーション

9:40～10:25

教育講演１

～～～

「成人睡眠段階判定ルール AASM Ver2.3 および Ver2.5」
講師：杉田 淑子 先生
（大阪回生病院
10:25～10:35
10:35～11:20

休

睡眠医療センター

臨床検査技師）

憩

教育講演２
「PSG 機器の特性および簡易検査機器に求めるもの 」
講師：高谷

恒範

先生

（奈良県立医科大学 中央手術部 兼 中央臨床検査部 臨床検査技師）
11:20～11:30
11:30～12:15

休

憩

企業によるプレゼンテーション（ PSG 記録・解析装置や治療機器の紹介）

12:15～13:10

休

13:10～14:00

憩

解析実習１
「睡眠脳波の判定」
講師・担当：日本 PSG 研究会支部幹事・支部世話人

14:00～14:10

休

14:10～15:00

憩

解析実習２
「呼吸イベントの判定 」
講師・担当：日本 PSG 研究会支部幹事・支部世話人

15:00～15:10

閉会の辞

※昼食は各自でご準備ください。会場での飲食も可能です。
※日本睡眠学会睡眠医療認定単位が、本例会の参加にて２単位付与されます。
※ご発表いただいた方は、日本睡眠学会睡眠医療認定単位が、本例会の参加に加え 1単位
付与されます。
賛助会員（五十音順）
（株）小池メディカル、大丸エナウィン（株）、チェスト（株）、帝人在宅医療（株）、（一社）
日本睡眠総合検診協会、（有）のるぷろライトシステムズ、バイタルエア・ジャパン（株）、パ
シフィックメディコ（株）、フィッシャー &パイケルヘルスケア（株）、（株）フィリップス・ジ
ャ パン 、フク ダライ フテ ック（ 株）、北海 道エア ・ウ ォータ ー（株 ）、（株 ） MAGnet、（株 ）メ
ディカルケア、

メディシス（株）

～～～

会場までのご案内

～～～

地方独立行政法人
岡山市立総合医療センター
岡山市立市民病院 １階多目的ホール
（岡山市北区北長瀬表町 3-20-1）
http://okayama-gmc.or.jp/shimin/
※研究会にご参加の方は、駐車場を
利用できますが、なるべく公共交通
機関にてご来場ください。
＜岡山駅から＞
山陽本線で岡山駅より北長瀬駅まで約 4 分。連絡通路で連結しています。

～～～

解析症例データ ダウンロード方法

～～～

《症例のダウンロード方法》
2 症例（脳波・呼吸）の波形のダウンロード方法は以下の通りです。
① https://drive.google.com/drive/folders/1M1qmi6LP7QrwSjlKICBYZWAJTmuzx4Ls?usp=
sharing にアクセスして下さい。
※中四国支部ホームページ（https://sites.google.com/view/chushikokupsg ）からもリンク
しています。
② 圧縮（ZIP）ファイル等をダウンロード（右クリック－ダウンロード）し、解凍またはダブ
ルクリックにて内容ファイルを確認してください
（ファイル容量が大きいため、ダウンロードにはしばらく時間が掛かります）
③ パスワードは申し込み返信メールに記載されています。
④ ダウンロード可能期間： 令和元年 7 月 1 日（月）～8 月 9 日（金）
※この期間内にデータのダウンロードをお済ませください。
《結果の返送方法》
ダウンロードした記入表に解析結果を入力し、下記メールアドレスまでご返送ください。
（施設名・氏名は記載して頂かなくて結構です。）
返送先：chushikokupsg@gmail.com
※解答用紙の１部は、当日にお持ちください 。
《ご協力のお願い》
PSG 解析は自動判定に比し視察判定がより正確ですが、判定者間による偏りが問題となっ て
います。PSG 解析における精度管理は、日本睡眠学会、日本 PSG 研究会でも取り組んでいる 課
題です。今回、中四国支部における“精度管理の取り組み”の第一歩として 、解析の現状を把
握したいと思います。
今回ご提出頂いた結果は、今後の 日本 PSG 研究会および日本 PSG 研究会中四国支部の活動に
活かして行きたいと 考えています。ご協力をよろしくお願い致します。

