日本神経生理検査研究会平成 20 年度総会 議案書
平成 20 年 5 月 29 日
於:札幌

総会式次第
1.開会の辞
2.会長挨拶
3.議長選出
4.書記任命
5.平成 19 年度事業報告
6.平成 19 年度会計報告･監査報告
7.平成 19 年度事業報告･会計報告採択
9.平成 20 年度事業計画案･予算案
10.平成 20 年度事業計画案･予算案採択
11.一般議題
1)日本神経生理検査研究会規約改定案
2)評議員会での審議事項
3)平成 19 年度表彰
4)その他
12.平成 20 年度役員選出
13.書記解任
14.議長解任
15.新役員紹介
16.閉会のことば

(片山)
(高橋)
(水野)
(石郷)
(高橋)
(片山)
(高橋)

(高橋)

(片山)

(片山)
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1 号議案
平成 19 年度事業報告及び収支決算
【Ⅰ.事業報告】
〔学術活動〕
第 12 回神経生理検査研究会学術講演会
日時：2007 年 5 月 17 日
場所：宮崎
1．神経伝導検査と筋電図検査
講師：片山 雅史（熊本機能病院 神経生理センター）
2．脳波検査の基礎と応用
講師：吉川眞由美（滋賀医科大学医学部付属病院検査部）
3．レアケースレポート（長期脳死例）
講師：瀬川義朗（天理よろづ相談所病院医学研究所）
2.地区主催
1)北海道地区
第 39 回 日本神経生理検査研究会北海道支部勉強会
テーマ「PSG マニュアル解析」
日時：平成 19 年 3 月 17 日（土）
1．PSG の基礎知識―各種センサ―
講師：薬師川 聡子（フクダライフテック株式会社）
2．PSG マニュアル解析の実際』
講師：川名 ふさ江（虎の門病院）
第 40 回 神経生理検査北海道地区勉強会
テーマ：ABR（聴性脳幹反応）
日時：平成 19 年 6 月 30 日（土）
1．ABR の神経生理
講師 小野 誠司（北海道脳神経外科記念病院）
2．ABR 他覚的聴覚検査（閾値）』
講師 土倉 和博（厚別耳鼻咽喉科病院）
3．ASSR(聴性定常反応)』最近のトピックス
講師 星川 真一（日本光電工業株式会社）
第 41 回 神経生理検査勉強会 第 11 回 宿泊研修セミナー
テーマ：神経生理検査の標準化に向けて
日時： 平成 19 年 9 月 29 日（土）、30 日（日）
9 月 29 日（土）
1．接触抵抗の下げ方 ―アルコール綿で接触抵抗は下げられか？―
講師 高野 良二技師
（社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 臨床検査科）
2．三重県での NCS 検査標準化について
講師 岡本 恵助 技師（紀南病院組合立 紀南病院 中央検査科）
3．MRI・MRA 画像を見てみよう
講師：伊藤 智章 技師 （苫小牧東病院 画像診断科）
4．ナイトセミナーⅠ
必須実技講習会
【神経伝導検査・誘発電位・頸部血管エコー・脳波判読・聴力検査】
5．ナイトセミナーⅡ
自由実習【日常業務の疑問点を解決しよう！】
9 月 30 日（日）
1．施設紹介 『函館脳神経外科病院』
講師 福島 範世（函館脳神経外科病院 臨床検査科）
2. 超音波による早期動脈硬化の総合評価について
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講師 大野 千恵（アロカ株式会社 札幌支店）
3．私と神経機能検査との出会いと今までの歩み
講師 岡本 恵助（紀南病院組合立 紀南病院 中央検査科）
2)関東甲信越地区
第 9 回 日本神経生理検査研究会関東甲信地区勉強会
テーマ「症例から学ぶ神経生理検査」
日時 ：平成 19 年 3 月 31 日（土）午後 3 時より
1．挨拶と認定制度について
高橋 修会長
2．ハンズオン
1．症例から学ぶ神経伝導検査・手根管症候群
講師：植松明和（独立行政法人国立病院機構 長野病院）
3．症例から学ぶ脳波判読の基礎
講師：宇城 研悟（松阪市民病院）
第 10 回 日本神経生理検査研究会関東甲信地区勉強会
テーマ：基礎から学ぶ中枢神経系
日時 ：平成 19 年 10 月 20 日（土）
1．認定制度について
高橋 修（市川市リハビリテーション病院 ）
2．知っておきたい誘発電位の基礎と手技 SEP 編
講師：木村 光栄（市川市リハビリテーション病院）
3．知っておきたい誘発電位の基礎と手技 ABR 編
講師：高梨 淳子（北里研究所メディカルセンター病院）
4．てんかんの発作時脳波記録（ビデオを中心に）
講師：水野 久美子（名古屋市立大学病院）
3)中部地区
第 8 回 日本神経生理検査研究会中部地区勉強会
テーマ：臓器移植に伴う脳死判定時の脳波記録
日時 ：平成 19 年 3 月 10 日（土）
1．臓器移植の現状
講師：加藤 治（日本臓器移植ネットワーク中日本支部 主席コーディネーター）
2．臓器移植に伴う脳死判定時の脳波記録を経験して
講師 ： 水野 久美子(名古屋市立大学病院)
3.
脳死判定時の脳波記録法
講師：石郷 景子(大垣市民病院)
第 9 回 日本神経生理検査研究会中部地区勉強会
テーマ：てんかん脳波
日時 ：平成 19 年 10 月 13 日（土）
1. てんかんにおける脳波検査の役割と基礎知識」
講師 ： 宇城 研悟（松阪市民病院）
2. ビデオ記録症例から学ぶてんかん脳波」
講師 ： 森本 一至（山田赤十字病院）
4)九州地区
第 5 回 日本神経生理検査研究会九州地区講演会
日時：平成 16 年 10 月 5 日（金）
テーマ：神経生理検査に必要な知識」
1．神経伝導・伝達（遅延）のメカニズム
講師：岡田 竜一郎（佐賀大学医学部付属病院 神経内科）
2．神経生理検査を必要とする症状
講師：廣岡 満（ひろおか内科・神経内科クリニック）
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第 19 回 臨床神経生理研究会（九州）
1．教育講演
講師：菅野彰剛氏（広南病院）
2．研究発表
片山（熊本機能病院）

【Ⅱ.平成 19 年度収支報告】
平成 19 年度収支決算書
単位（円）

収入の部
会費
事業収入
雑収入

141,500 会費、入会金
40,000 平成 19 年度日本神経生理検査研究会講演会会費他
168 預金利子

繰越金

172,957

合計

354,625

支出の部
事業費

109,000 平成 19 年度日本神経生理検査研究会講演会会費他
（講師料、総会、たれ幕などを含む）
5,000 インターネット事業
0 表彰

事務費

10,000 会議費
1,500 通信費
10,000 一般経費
6,125 消耗品費

次年度繰越金

213,000

合計

354,625

2 号議案
【平成 19 年度 監査報告】

[監査報告書]
平成 19 年 5 月 23 日
日本神経生理検査研究会
会長 高橋 修 殿
平成 19 年度の監査を実施しましたので下記の通り報告します｡
会計監査 石郷景子 印
記
1.会務について｡事業計画を円滑かつ確実に遂行されていることを認めます｡
2.会計について｡会計収支に不正なく現金および通帳等は正確に整っていることを認めます｡
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3 号議案
平成 20 年度事業計画および収支予算
【事業計画】
〔学術活動〕
1．H20 年日本神経生理検査研究会学術講演会
日程
2008 年 5 月 29 日（木） 18:00 より
会場 エルプラザ 札幌市北区北８条西３丁目
プログラム
講演【１】
「Ｆ波について」
講師 遊佐 純教 技師
（釧路労災病院 中央検査科）
講演【２】
「脳神経外科手術における術中モニターリングの重要性」
講師 上山 博康 先生
（旭川赤十字病院 脳神経外科部長）
会費 会員 1,000 円，非会員 1,500 円

1)北海道地区
第 42 回北海道神経生理検査勉強会（第 11 回宿泊研修セミナー）
日時 2008 年 10 月 11 日（土）～10 月 12 日（日）
テーマ 脳波検査について（仮題）
講師 酒田 あゆみ（九州大学病院検査部）
2)関東甲信地区
1．第 12 回日本神経生理検査研究会関東甲信地区研修会
2008 年 10 月開催予定
講議内容：脳波判読および神経伝導検査（予定）
2．第 13 回日本神経生理検査研究会関東甲信地区研修会
2009 年 3 月開催予定
講議内容：未定
3)中部地区
第 10 回日本臨床生理検査研究会中部地区勉強会
テーマ 幅広い神経生理検査技術を深めよう-認定技師を目指して日時 2008 年 6 月 28 日（土）
1．聴力検査について-純音聴力、ＡＢＲなど－
講師 岡山安幸（松阪済生会病院）
2．ＰＳＧ検査について
講師 田中 夏奈（小牧市民病院）
3．神経伝導検査のハンズオン
講師 山内 孝治（大隈病院）
9～12 月に第 11 回日本臨床生理検査研究会中部地区勉強会を開催予定
4)九州地区
臨床神経生理研究会（九州）への参画・協力
本年より片山（熊本機能病院），酒田（九大病院）の 2 名が世話人に就任
鹿児島県にて第 6 回九州地区講演会を予定

〔渉外活動〕
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1．日本臨床神経生理学会認定制度に対する関連団体としての確立．
2．神経生理検査の出版に関するアプローチ．
3．各関連団体との連係．

【平成 20 年度収支予算】
平成 20 年度収支予算書
単位（円）

収入の部
会費

80,000 会費、入会金

事業収入

30,000 平成 20 年度日本神経生理検査研究会講演会会費他

雑収入

0 預金利子

繰越金

213,000

合計

323,000

支出の部
事業費

100,000 平成 20 年度日本神経生理検査研究会講演会会費他
（講師料、総会、たれ幕などを含む）
15,000 インターネット事業
10,000 表彰

事務費

30,000 会議費
10,000 通信費
30,000 一般経費
10,000 消耗品費

次年度繰越金

118,000

合計

323,000

4 号議案
【一般議題】
1)日本神経生理検査研究会規約改定案
1．事務局に事務局補佐を設ける
2．評議員は原則として，三役および地区代表者より構成され，会長が会に対して
必要と認めた若干名が加わる．
2)評議員会での審議事項
1. 認定制度に関与する研修会
3)平成 19 年度表彰
本年度該当者なし。
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5 号議案:2008 年役員
2008 年度日本神経生理検査研究会役員候補
1.執行部役員
会長
高橋 修
副会長
片山 雅史
副会長
水野 久美子
事務局長
藤元 佳記
会計
河島 江美

(市川市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院)
(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)
(名古屋市立大学病院)
(自治医科大学附属病院)
(北里大学病院)

2.地区代表者
北海道地区
東北地区
関東甲信越地区
近畿地区
中部地区
中国四国地区
九州沖縄地区

(釧路労災病院)
(広南病院)
(市川市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院)
(神戸市立中央市民病院)
(山田赤十字病院)
(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)
(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)

遊佐 純教
門馬 留美子
高橋 修
佐々木 一朗
森本 一至
片山 雅史
片山 雅史

兼任
兼任

3.評議員(順不動･敬称略)
加藤 光宏
(名寄市立病院)
遊佐 純教
(釧路労災病院)
菅野 彰剛
(広南病院)
齋藤 江美子
(丘整形外科)
瀬川 義朗
(天理よろづ相談所病院)
石郷 景子
(大垣市民病院)
古島 健次
(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)
酒田 あゆみ
(九州大学附属病院)
長田 美智子
(山梨大学附属病院)
門馬 留美子
(広南病院)
東北地区
森本 一至
(山田赤十字病院)
中部地区
佐々木 一朗
(神戸市立中央市民病院)近畿地区
4.会計監査
石郷 景子

(大垣市民病院)

5.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ運営委員(順不同･敬称略)
藤元 佳記
(自治医科大学附属病院)
古島 健次
(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)
瀬川 義朗
(天理よろづ相談所病院)
6. 表彰推薦委員
片山 雅史
岡田 豊治
菅野 彰剛
長田美智子
遊佐 純教
森本 一至
高嶋 浩一

(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)
（北斗病院）
(広南病院)
（山梨医科大学病院）
(釧路労災病院)
（山田赤十字病院）
（自治医科大学附属大宮病院）

7.事務局補佐
宇城 研吾
植松 明和

（松阪市民病院）
（国立病院機構長野病院）
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