
開催日 名称 開催場所 演題名 発表者
2021/11/13 第2回日本睡眠検査学会学術集会 WEB配信 小児OSAに対しCPAP療法を行った症例の報告 福井　大晃
2021/9/23 第46回日本睡眠学会定期学術集会 WEB配信 当法人職業ドライバーにおける閉塞性睡眠時無呼吸症候群の検査と治療経過について 星川　真宏
2021/9/4 第32回東海睡眠障害研究会 WEB配信 小児に対しCPAP療法を行った症例 福井　大晃
2021/2/19 第1回日本睡眠検査学会東海支部例会 WEB配信 PSG中に生じたてんかん発作 金子　さち恵
2020/12/12 第1回日本睡眠検査学会学術集会 WEB配信 PSG後にCOVID-19の感染が確認された症例 河合　真綾
2019/6/28 日本睡眠学会第44回定期学術集会 名古屋市 小児の閉塞性睡眠時無呼吸に対するPSGの必要性 鈴木琴代
2019/4/2 豊橋北ロータリークラブ 豊橋市 睡眠障害･･･小児の睡眠障害･･･ 塩田里江
2018/9/8 第29回東海睡眠障害研究会 名古屋市 CPAP使用データからチェーンストークス呼吸を発見した症例 中尾　泰美
2018/7/28 第9回北陸PSGセミナー 金沢市 小児睡眠ポリグラフ検査の実際について 山本勝徳
2018/7/13 第43回日本睡眠学会定期学術集会 札幌市 CPAP使用データによりチェーンストークス呼吸を発見した一例 今泉　有加
2018/7/13 第43回日本睡眠学会定期学術集会 札幌市 検査は煩雑で面倒なもの 山本勝徳
2018/6/3 第28回日本PSG研究会東海支部例会 長久手市 実波形を用いてのPSG解析　症例検討コース『RLS症例の検討』 塩田　里江
2018/3/11 第10回 日本PSG研究会 近畿支部例会 奈良市 小児睡眠ポリグラフ検査の実際について 山本 勝徳
2017/12/9 第9回日本PSG研究会 甲信越支部例会 松本市 小児PSGの実際 山本 勝徳
2017/9/23 第8回日本PSG研究会 甲信越支部例会 新潟市 小児PSGの実際 山本 勝徳
2017/9/9 第28回 日本PSG研究会東海支部例会 名古屋市 小児の睡眠時随伴症 今泉 有加

2017/6/18 第25回 日本PSG研究会全国大会 岡山市
『日本PSG研究会　H28年度臨床PSG制度管理調査報告』

睡眠段階majority score（大多数判定）の一致率の低いエポック
奥田 里佳子

2017/3/12 第25回日本PSG研究会東海支部例会 大垣市 睡眠時随伴症～診断と症例報告～　睡眠時遊行症 今泉 有加
2016/11/20 第24回日本PSG研究会全国大会 大阪市 当院での防災対策への取り組み 福井 大晃
2016/9/3 第27回東海睡眠障害研究会 名古屋市 当院におけるオレキシン測定を行ったナルコレプシー疑いの3症例 中尾 泰美
2016/7/24 第24回日本PSG研究会東海支部例会 名古屋市 SASの診断と治療～治療前後のPSG結果～ 福井 大晃
2016/7/8 日本睡眠学会第41回定期学術集会 東京都 「小児の睡眠時随伴症の判定 ～PSGとビデオ所見からどのように考えればよいか～」 山本 勝徳
2016/1/16 ソムノスクリーンユーザー会 名古屋市 睡眠専門クリニックのノウハウ　～精度と効率の両立～ 山本 勝徳
2015/11/5 PSG・CPAP勉強会（名市大） 名古屋市 PSGから学ぶOSAS以外の睡眠障害 山本 勝徳
2015/10/3 三星運送株式会社 社内勉強会 豊橋市 睡眠時無呼吸症候群と交通事故 山本 勝徳
2015/9/5 第26回東海睡眠呼吸障害研究会 名古屋市 当院のCPAP使用状況 金子 さち恵
2015/7/3 日本睡眠学会第40回定期学術集会 宇都宮市 外来診療中やPSG中における防災対策への取り組み 福井 大晃
2015/6/27 第6回北陸PSGセミナー 金沢市 CPAP療法の継続率向上を目指して 山本 勝徳
2015/4/12 第21回日本PSG研究会東海支部例会 名古屋市 当院でのMSLT・MWTの実際 福井 大晃



日付 学会・講演名 演題名 発表者

2014/9/6 第25回東海睡眠障害研究会 睡眠時無呼吸症候群における尿蛋白（口演） 福井大晃

2014/7/3 日本睡眠学会第39回定期学術集会 睡眠時周期性四肢運動の判定法と評価について 山本勝徳

2014/7/3 日本睡眠学会第39回定期学術集会 小児の睡眠時無呼吸症候群患者における鼻腔通気度の測定について（ポスター） 多田野晴世

2013/11/17
第17回日本ポリソムノグラファー研究会
東海支部例会

CPAP管理の重要性 山本勝徳

2013/09/07 第24回東海睡眠呼吸障害研究会 無呼吸疑いで当院を受診した患者へのフルモンタージュ脳波でのPSG検査の取り組み 中尾茂樹

2013/08/25 第8回日本睡眠学会・生涯教育セミナー
AASMによる睡眠随伴イベントの判定マニュアル（2007）とVERSION2.0(2012)の
ルールについて

山本勝徳

2013/06/28 日本睡眠学会第38回定期学術集会 睡眠時周期性四肢運動の精度管理について 山本　勝徳

2013/06/28 日本睡眠学会第38回定期学術集会
乳幼児のうつ伏せ寝は乳幼児突然死症候群の原因となりうるか
－無呼吸乳児の症例から検討する－

磯部　文美

2013/6/27～28 日本睡眠学会第38回定期学術集会 小児の睡眠時無呼吸症候群患者におけるパルスオキシメータの使用目的 中尾　茂樹

2012/06/28～30 日本睡眠学会　第37回定期学術集会 睡眠関連幻覚の1例 鈴木里佳子

2012/06/28～30 日本睡眠学会　第37回定期学術集会
シンポジウム「夜間PSGの安全管理について」
日本ポリソムノグラファー研究会におけるPSG医療安全実態調査

山本　勝徳

2012/06/28～30 日本睡眠学会　第37回定期学術集会
シンポジウム「PSG判定のより詳細な合意を求めて」
スコアリングルールだけでは判定困難なPLMの症例

山本　勝徳

2011/10/15～16 日本睡眠学会第36回定期学術集会 当院における小児の睡眠呼吸障害の現状について 鈴木里佳子

2011/10/15～16 日本睡眠学会第36回定期学術集会 睡眠相後退症候群に対する高照度光療法の取り組み 金子さち恵

2011/10/15～16 日本睡眠学会第36回定期学術集会 睡眠時無呼吸症候群に合併する睡眠中周期性四肢運動は治療が必要なのか？ 小林好美

2010/09/04 第21回東海睡眠呼吸障害研究会 CPAP治療による早朝血圧の経年変化 福島 稚奈

2010/07/10 第1回北陸PSGセミナー 技師が知っておきたい睡眠障害～PSGの症例から～ 山本勝徳

2010/07/01 日本睡眠学会第35回定期学術集会 CPAP治療による早朝高血圧の経年変化 福島 稚奈

2010/07/01 日本睡眠学会第35回定期学術集会 棘波・棘徐波が多発しているLandau-Kleffner症候群の1症例 岩田安世

2010/07/01 日本睡眠学会第35回定期学術集会
小児の睡眠時無呼吸症候群患者の手術前後における
Cyclic Alternating Pattern

坂名智

学会・講演活動 (スタッフ)



日付 学会・講演名 演題名 発表者

学会・講演活動 (スタッフ)

2010/07/01 日本睡眠学会第35回定期学術集会 小児PSG検査施行時における注意点と検査標準化の問題点 山本勝徳

2009/11/29 第10回PSG研究会東海支部例会 小児睡眠時無呼吸のCAP 坂名 智

2009/11/29 第10回PSG研究会東海支部例会 AASM 2007の新ルール 山本勝徳

2009/11/27 高次脳機能障害サポートセンター  勉強会 睡眠と高次脳機能障害 山本勝徳

2009/10/25～27 日本睡眠学会第34回定期学術集会 減量によるCPAPからの離脱 藤井里江

2009/10/25～27 日本睡眠学会第34回定期学術集会 小児睡眠時無呼吸のCAP 坂名智

2009/10/01 第6回名市大睡眠障害勉強会 睡眠検査の実際と施設運営 山本勝徳

2009/09/10 ケアマネ研修会 高齢者と睡眠 光療法～睡眠時無呼吸症候群 山本勝徳

2009/08/26 ケアマネ研修会 高齢者の睡眠時無呼吸症候群 山本勝徳

2008/06/25～26 日本睡眠学会 当院で経験したcomplex SASの1症例について 山本浩彰

2008/06/22 日本透析医学会 閉塞型無呼吸症候群患者における慢性腎臓病の合併 小林沙也子

2008/06/23 日本透析医学会
透析患者の睡眠呼吸障害について
～アメリカ睡眠学会の新ルールが重症度判定に及ぼす影響～

山本浩彰

2009/06/11 ケアマネ研修会 高齢者の睡眠時無呼吸症候群 山本勝徳

2008/06/09～14 第22回 APSS(ボルチモア) Does periodic limb movements during sleep occur in the upper limbs? 山本勝徳

2007/06/17 透析医学会 透析患者の睡眠障害治療に対する医療経済面からの考察 山本浩彰

2007/06/15 透析医学会
透析患者におけるレストレスレッグ症候群と周期性四肢運動異常症の
合併状況について

山本浩彰

2007/06/15 透析医学会 透析患者における睡眠時無呼吸症候群に対して酸素投与が著効した1症例 山本浩彰

2007/06/15 透析医学会 睡眠呼吸障害を有する透析患者のPLM、RLSの合併状況について 山本浩彰

2007/06/17 透析医学会 透析患者におけるSASスクリーニングにSpO2測定は有効か？ 鈴木里佳子

2007/06/17 透析医学会 透析患者におけるレストレスレッグ症候群の合併頻度の検討 堀内育美



日付 学会・講演名 演題名 発表者

学会・講演活動 (スタッフ)

2007/06/15 透析医学会 睡眠呼吸障害を有する透析患者の呼吸イベントの検討 堀内育美

2007/01/13～14 日本PSG研究会
当院における小児の睡眠呼吸障害診療について
～臨床検査技師の立場から見た現状と課題について～

山本浩彰

2006/09/09 東海睡眠呼吸障害研究会
当院における小児の睡眠呼吸障害診療について
～臨床検査技師の立場から見た現状と課題について～

山本浩彰

2006/07/23 東海PSG研究会 パルスオキシメータの問題点 坂名智

2006/07/23 東海PSG研究会 PLM解析 山本浩彰

2006/06/29～30 日本睡眠学会 周期性四肢運動は上肢にも生じるか 山本勝徳

2006/06/29～30 日本睡眠学会
透析患者における睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングとして
SpO2測定は有用か

山本浩彰

2006/06/29～30 日本睡眠学会 PLM解析の問題点 山本浩彰

2006/06/23～25 透析医学会 レストレスレッグ症候群に対するドーパミン受容体刺激薬の有効性 堀内育美

2006/06/23～25 透析医学会 透析患者の周期性四肢運動障害の実態～続報～ 山本勝徳

2006/06/23～25 透析医学会 透析患者のCPAP使用状況 松永さち恵

2006/06/25 透析医学会 透析患者の死亡原因に関する睡眠時無呼吸症候群の影響～続報～ 坂名智

2006/06/25 透析医学会
透析患者の睡眠時無呼吸症候群の予後に対する影響
～最長観察期間４年間での結果

坂名智

2006/06/23～25 透析医学会 透析患者における終夜睡眠ポリグラフ検査の注意点 山本浩彰

2006/06/23～25 透析医学会
透析患者のレストレスレッグ症候群に対するドーパミン製剤の副作用(augmentation)
で難渋した症例の治療経験

山本浩彰

2006/06/23～25 透析医学会 透析患者の睡眠呼吸障害の実態～続報～ 岩田安世

2006/06/23～25 透析医学会 透析導入期の睡眠呼吸障害の検討 岩田安世

2005/09/25 東海人工透析談話会 透析患者の睡眠障害とQOL～SF-36を用いて 堀内育美

2005/09/03 東海睡眠呼吸障害研究会 当院にける閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する治療実績と今後の課題 山本浩彰

2005/06/30～7/1 日本睡眠学会 睡眠呼吸障害が透析患者の予後に及ぼす影響 山本浩彰



日付 学会・講演名 演題名 発表者

学会・講演活動 (スタッフ)

2005/06/30～7/1 日本睡眠学会 ＰＬＭ（周期性四肢運動）の解析に苦慮した症例 山本勝徳

2005/06/30～

07/01
日本睡眠学会 透析患者のレストレスレッグ症候群（RLS）についての緩解例 堀内育美

2005/06/30～7/1 日本睡眠学会 透析患者の睡眠中の周期性四肢運動（PLMs）は睡眠障害の原因となるのか？ 岩田安世

2005/06/30～7/1 日本睡眠学会
閉塞型睡眠時無呼吸症候群に合併する睡眠中周期性四肢運動は治療が必要
なのか？

坂名智

2005/06/25～26 日本透析医学会 透析患者の抑うつに終夜睡眠ポリグラフ検査は必要か？ 加藤朝子

2005/06/25～26 日本透析医学会 透析患者は周期性四肢運動による睡眠障害の自覚があるのか？ 岩田安世

2005/06/25～26 日本透析医学会 透析患者は睡眠呼吸障害による睡眠障害の自覚があるのか？ 岩田安世

2005/06/25～26 日本透析医学会 睡眠潜時反復測定検査から見た透析患者の眠気の自覚 坂名智

2005/06/25～26 日本透析医学会 睡眠呼吸障害(ＳＲＢＤ)の有無による透析患者の予後 坂名智

2005/06/25～26 日本透析医学会 透析患者の睡眠呼吸障害の重症度評価に関する考察 山本浩彰

2005/06/25～26 日本透析医学会 透析患者の死亡原因に関する睡眠呼吸障害の影響 山本浩彰

2005/06/25～26 日本透析医学会 多施設での睡眠呼吸障害の検討 山本勝徳

2005/06/25～26 日本透析医学会 SF-36と睡眠呼吸障害との関係 山本勝徳

2005/06/25～26 日本透析医学会 透析患者の周期性四肢運動障害はQOLに影響するのか？ 堀内育美

2005/06/25～26 日本透析医学会 周期性四肢運動の有無による透析患者の予後 堀内育美

2005/3/23～24 透析病院　患者勉強会 睡眠時無呼吸症候群と透析患者 山本　勝徳

2005/02/14 透析病院　スタッフ勉強会 睡眠時無呼吸症候群と透析患者 山本　勝徳

2005/01/23 北陸三県ＰＳＧ研究会 ＰＳＧ解析 山本勝徳

2005/01/22 北陸三県ＰＳＧ研究会 ＰＬＭについて 山本勝徳

2004/09/25 人工透析談話会 透析間での睡眠呼吸障害の変動 山本浩彰



日付 学会・講演名 演題名 発表者

学会・講演活動 (スタッフ)

2004/07/21 東三河陸運協会 睡眠時無呼吸症候群と治療法 山本勝徳

2004/07/1～2 日本睡眠学会
PLM(周期性四肢運動)に対するｱｸﾁｸﾞﾗﾌ(ﾋﾟｴｿﾞｾﾝｻｰ)の有用性について
－特にEMGとの比較－

山本勝徳

2004/06/18～19 透析医学会 腎不全保存期の睡眠呼吸障害(SRBD)の検討 加藤朝子

2004/06/18～19 透析医学会 腎不全保存期のレストレスレッグス症候群(RLS)と周期性四肢運動障害(PLM) 加藤朝子

2004/06/18～19 透析医学会 透析患者のCPAP導入の問題点 坂名　智

2004/06/18～19 透析医学会 透析患者の睡眠呼吸障害の実態　－最終報告－ 岩田　安世

2004/06/18～19 透析医学会 透析間での睡眠呼吸障害の変動 山本浩彰

2004/06/18～19 透析医学会 透析間での周期性四肢運動障害の変動 山本浩彰

2004/06/18～19 透析医学会 透析患者の睡眠中の周期性四肢運動の合併率 堀内育美

2004/05/28～29 滋賀医科大学琵琶湖ｾﾐﾅｰ 日本のＰＳＧ検査、解析の問題点 山本勝徳

2004/05/19 東三河陸運協会 睡眠時無呼吸症候群と検査法 山本勝徳

2004/01/30 睡眠呼吸フォーラムin沖縄 電極装着、判定の工夫と標準化 山本勝徳

2003/06/12～13 日本睡眠学会 透析患者の睡眠時無呼吸症候群 山本勝徳

2002/07/06 三河糖尿病透析談話会 睡眠時無呼吸症候群により睡眠中狭心症発作を繰り返した糖尿病透析患者の一例 山本勝徳
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