日本神経生理検査研究会平成 21 年度総会 議案書
平成 21 年 7 月 30 日 全国講演会終了後 20：35 予定
於: 横浜市開港記念会館

会長挨拶
会員の皆様におかれましては，ますますのご清栄お慶び申し上げます．
遅くなりましたが，21 年度総会の議案書が出来上がりましたので，ホームページ上で
会員の皆様にご報告させていただきます．
議案書はご閲覧の上，総会に参加できない会員におきましては，委任状＊を下記要領にてメー
ルもしくはＦＡＸなどにて期日にまで提出していただけますよう，よろしくお願い申し上げます．
ここで，議案書につきまして，若干の説明を致します．
１）人事につきましては，議案書に示したとおりですが，執行部の事務局長は藤元佳記氏に代わり，
瀬川義朗氏をお願いしました．
また，評議員は原則として執行部および会員数や地区の現状をよく把握している地区代表者よ
り構成し，会長が会に対して必要と認めた若干名を加えた 12 名としました．
２）会則の細部について改正を提案しました．
2-1）会計年度は社会的な年度に合わせ，勤務先変更などをスムーズにするため，毎年 4 月 1
日より 3 月 31 日までとしました．
2-2）会費徴集について前納制を明記しました．
３）地区制度は全国組織の基本であり，臨床神経生理学会が認めている要因で継続と致します．
４）会計は提示させていただいた通りであり，20 年度の決算は会計監査に報告し，承認を得ており
ます．
以上，簡素ではありますが，主な変更点などの説明をさせていただきました，今回は，会則改正が
沢山ありますので，詳細は議案書をご覧下さるようお願い申し上げます．
なお，本議案書は評議委員会におきまして承認されております．
さて，当会は皆様のおかげを持ちまして，日本臨床衛生検査技師会や日本臨床神経生理学会
の生涯教育および認定制度などに関わることができました．このことは当会の１つの目標でもあり
ましたので，達成できたことは会員の皆様に心から感謝申し上げる次第であります．
以上のことを踏まえ，われわれ執行部と役員一同は，今後も当会の発展のために努力して参る所
存であります．また，会員の皆様も当会を一層盛り上げていただけますようお願い申し上げます．
（ 高橋 修 ）
*［註］ 委任状について
締め切り期日：メールは，7 月 30 日 12：00，ＦＡＸは 7 月 29 日 24：00，出席会員へ手渡しＯＫ．
宛先（１）メール：事務局瀬川＜k1segawa@tenriyorozu-hp.or.jp＞，もしくはメ－リングリスト登録
されてます会員は＜nerve@umin.ac.jp＞宛でもＯＫです．
宛先(2) FAX 0743-62-0525 天理よろづ相談所医学研究所 瀬川義朗まで．
なお，委任状は，本議案書の最終ページに掲載しております．切り取りもしくはコピーペースト
にて，必要事項を記入の上送付して下さい．
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総会式次第
1.開会の辞

(水野)

2.会長挨拶

(高橋)

3.議長選出

(水野)

4.書記任命

(石郷)

5.平成 20 年度事業報告

(高橋)

6.平成 20 年度会計報告･監査報告

(水野)

7.平成 20 年度事業報告･会計報告の採択
8.平成 21 年度事業計画案･予算案

(高橋)

9.平成 21 年度事業計画案･予算案の採択
10.一般議題
1)日本神経生理検査研究会規約改定案

(高橋)

2)評議員会での審議事項
3)全国講習会の開催について
4)その他
11.平成 21 年度役員選出

(水野)

12.書記解任
13.議長解任
14.新役員紹介
15.閉会のことば

(水野)
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1 号議案
平成 20 年度事業報告及び収支決算（H20.1～H20.12）
【Ⅰ.事業報告】
〔学術活動〕
1.H20 年日本神経生理検査研究会学術講演会
日時：2008 年 5 月 29 日（木）
講演 1. Ｆ波について」
講師 遊佐 純教 （釧路労災病院）
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 （旭川赤十字病院 脳神経外科部長）
2.地区主催
1）北海道地区
第 42 回神経生理検査勉強会
第 12 回
宿泊研修セミナー
テーマ『脳機能検査』－脳波検査と術中モニタリングについて－
場 所
国民宿舎新嵐山荘
10 月 11 日（土）
講演 1
『術中モニタリングについて－脳表刺激による MEP 術中モニタリングを中心に－』
講師 佐藤 賢哉 技師（旭川赤十字病院 検査部）
講演 2 『脳波トレーニング－九州大学病院での試み－』
講師 酒田 あゆみ 技師（九州大学病院 検査部）
講演 3
『脳波検査実態調査報告－脳波検査アンケート結果－』
講師 安曇 慶子技師（小樽セントラルクリニック 臨床検査科）
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】
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！】
脳波、末梢神経伝導検査、大脳誘発電位、頚動脈エコー、聴力検査など
10 月 12 日（日）
施設紹介 『釧路孝仁会記念病院』
講師 高柳 由佳 技師 (釧路孝仁会記念病院 臨床検査科)
講演 4
『ビデオ脳波からわかること』
講師 酒田 あゆみ 技師（九州大学病院 検査部）
2)東北地区
特になし
3）関東甲信地区
日時：平成 20 年 10 月 11 日（土）
第 12 回日本神経生理検査研究会関東甲信地区勉強会
テーマ「知っておきたい神経生理検査 -脳波とＰＳＧ-」
会 場
：東京都立墨東病院新館「14 階 A 講堂」
講義 1 「脳波の判読に必要なてんかんの基礎知識」
講師：松阪市民病院 宇城 研悟 技師
講義 2 「睡眠時無呼吸症候群をもっと知ろう ～小児から最近の話題まで～」
講師：大垣市民病院
石郷 景子 技師
4）中部地区
日時 平成 20 年 9 月 28 日（土）
第 10 回日本臨床生理検査研究会
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場所 名古屋市立大学病院 研究棟 11 階講義室
講演 1 聴力検査について-純音聴力、ＡＢＲ、ＡＡＢＲなど－
講師 岡山安幸技師（松阪済生会病院）
講演 2 ＰＳＧ検査について
講師 田中 夏奈（小牧市民病院）
講演 3 神経伝導検査のハンズオン
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講師 山内 孝治（大隈病院）
5)近畿地区
特になし
6)中国四国地区
特になし
7)九州地区
■第 6 回 日本神経生理検査研究会九州地区講演会
日時：平成 20 年 10 月 10 日（金）
テーマ：「神経生理検査と末梢神経損傷」
1．『末梢神経障害の保存的及び手術療法』
鹿児島市立病院 整形外科部長
牧
信哉 先生
2．『臨床に役立つ神経生理検査の活用』
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科神経病学
有村 公良 先生
■第 20 回 臨床神経生理研究会（九州）
1．研究発表
片山雅史（熊本機能病院）
世話人 酒田あゆみ（九州大学病院）， 片山雅史（熊本機能病院）

【Ⅱ.平成 20 年度収支報告】
平成 20 年度収支決算書 （H20.1～H20.12）（会員数 303 名、内新入会 60 名）
収入の部
単位（円）
会費
事業収入
雑収入

155,250 20 年度会費・入会金 90,750 円．なお今回名簿の詳細調
査により判別できた 19 年度会費(64500)も合算計上した．
48,000 平成 20 年度日本神経生理検査研究会講演会会費他
340 預金利子

繰越金

213,000

合計

416,590

支出の部
事業費

153,000 平成 20 年度日本神経生理検査研究会講演会運営費
（講師料、会場費、たれ幕などを含む）
5,000 インターネット事業
5,000 表彰

事務費

30,000 会議費
1,000 通信費
10,000 一般経費
5,590 消耗品費

小計

209,590

次年度繰越金

207,000

合計

416,590

［註］会費および入会金について：会則に￥500 とありますが，各地区の活動費として，その半額を還付し，
本部会計は残りの半額を収入として計上している．

【Ⅲ.会員表彰】
特別賞
天理よろづ相談所医学研究所 瀬川義朗氏
論文 （脊椎脊髄手術の術中脊髄機能モニタリング．臨床病理 2008；56）およびネットの管理に尽力され
た功績に対して表彰いたします．
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2 号議案
【平成 20 年度 監査報告】

[監査報告書]
平成 21 年 ７月 12 日
日本神経生理検査研究会
会長 高橋 修 殿
平成 20 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｡

3 号議案
平成 21 年度事業計画および収支予算 （H21.1～H21.12）
【事業計画】
〔学術活動〕
H21 年度日本神経生理検査研究会学術講演会
日時：平成 21 年７月 30 日（木）
場所：横浜市開港記念会館
講演 1.「聴覚伝導路における生理機能検査」
講師 高嶋 浩一技師（自治医科大さいたま医療センター）
講演 2.「日常診療から －電気診断の基本と考え方－」
講師 小森 哲夫先生（埼玉医科大学 神経内科 准教授）
1)北海道地区
■日時 平成２１年６月２０日（土）
場所 北海道エアウォーター株式会社講堂
内容 第 44 回神経生理検査勉強会
テーマ 顔面神経麻痺
講演１、「顔面神経の神経伝導検査」
講師 遊佐純教 技師（釧路労災病院中央検査科）
講演２、「顔面神経麻痺の診断・治療・リハビリテーション」
講師 古田康 先生（手稲渓仁会病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長）
■日時 平成 21 年 9 月２６．27 日
場所 北見地区温根湯温泉「温根湯ホテル」
内容 第 45 回北海道神経生理検査勉強会（第 13 回宿泊研修セミナー）
テーマ 「神経伝導検査と大脳誘発電位」
講師 山内孝治技師（医療法人大真会 大隈病院） 他
ナイトセミナー、施設紹介など
2)東北地区
未定
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3)関東甲信地区
第 13 回 日本神経生理検査研究会 関東甲信地区勉強会
日 時：平成 21 年 3 月 28 日（土）
テーマ「知っておきたい神経生理検査 -脳波と神経伝導検査-」
会 場 ：東京都立墨東病院新館「14 階 AB 講堂」
臨床神経生理学会認定試験について
市川市リハビリテーション病院 高橋 修 会長
講義 検査技師による脳波所見の書き方
講師：獨協医科大学 谷中 弘一 技師
「診断へのアプローチ（絞扼性神経障害）
ハンズオン 「絞扼性神経障害検査のテクニック」
講師：東海大学医学部専門診療学系リハビリテーション科学教授 正門 由久 先生
4)中部地区
■第 11 回日本神経生理検査研究会
2009 年 3 月 14 日（土）
テーマ「神経生理認定技師資格に役立つ勉強会」
場所：名古屋市立大学病院 研究棟 11 階講義室
講演 1 認定試験に出そうなＭＥの基礎知識
[講師] 山内 章弘 技師（藤田保健衛生大学）
講演 2 脳波検査の基本的な考え方（問題形式）
[講師] 奥田 佳那子 技師（松阪市民病院）
講演 3 神経伝導検査のハンズオン
[講師] 坂下 文康 技師、向井 理香 技師（三重県立総合医療センター）
■第 1２回日本神経生理検査研究会（中部地区）
テーマ 「基本に戻って検査法を考えてみよう」
開催日時：平成 21 年 9 月 26 日（土） 13:00 ～ 17:40
場所：名古屋市立大学病院 研究棟 11 階講義室
講義 1 「神経生理検査を行う環境と心構え」
宇城研悟（松阪市民病院）
講義 2 「神経伝導検査における測定時の注意点」
坂下 文康 （三重県立総合医療センター）
講義 3 「目的にあった脳波検査～賦活法、アーチファクト、発作時の対応～」
石郷景子（大垣市民病院）
5)近畿地区
第３回関西脳波・筋電図セミナーへの参画と協力．
6)中国四国地区
未定
7)九州地区
臨床神経生理研究会（九州）および熊本脳波懇話会への参画・協力
熊本県にて第 7 回九州地区講演会（熊本脳波懇話会と共催）を予定
8）全国講習会の開催企画
当会では，毎年，日臨技学術大会に合わせて，［学術講演会］と［総会］を行ってきた．会員が最も参加しや
すいと思えた期間を選んだためです．しかし，学会前の慌ただしい時間帯の中で，これら２企画を実施するのは
短時間であり，そのため重要な提案などに十分な審議討論を経ないまま保留している案件が少なからずあると
思われる．今回，日臨技の学術大会とは別の日程で［全国レベルの講習会］の開催を提案し，21 年度は，開催
時期，場所，プログラムなどを検討準備する年としたい．

〔渉外活動〕
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．各関連学会や団体との連係．

6

【平成 21 年度収支予算】
平成 21 年度収支予算書 （H21.1.～H21.12．）
総会にて会期変更となれば，今年度のみ変則的に H21.4.～H22.3 となる）

収入の部
会費
事業収入

単位（円）

100,000 会費、入会金
77,000 平成 21 年度日本神経生理検査研究会学術講演会（会費
\1000x67 名，非会員上乗せ\500ｘ20 名）

雑収入

0

繰越金

207,000

合計

384,000

支出の部
事業費

H21 年度学術講演会・総会運営費
（講師料￥35000 医師・￥10000 技師，会場費￥5800，た
150,000
れ幕ﾎﾟｽﾀｰ類(3)￥5200，印刷代諸経費￥35000，実務委員
活動費(14)￥28000，予備費￥30000
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

小計

255,000

次年度繰越金

129,000

合計
384,000
［註］会費および入会金について：会則に￥500 とありますが，各地区の活動費として，その半額を還付し，
本部会計は残りの半額を収入として計上している．

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
発足当時のやや現状に一致しない文言や，正確に伝わりにくい文章など見直し，訂正変更・削除・追
加を提案した．下記の表中，現会則の下線部分を改正（案）とした．
現会則（2008 年度版）
改正案
理由
第２章 目的および事業
本会は神経生理学的検 拡大する神経生理検査
第3条
査，および，これに関連 を網羅する．
1) 本会は末梢および中枢神経，筋における する機能検査や画像検
1
電気生理学的検査，および，これに関連する 査についての研究，学習
機能検査や画像検査についての研究，学習， および技術の向上，研
および技術の向上・研磨，教育を目的とする． 磨，教育を目的とする
第 3 章 会員 第 5 条
下線部削除→
いかなる出身の技師で
会員の種別は以下の通りとする．
但し，技術者とは神経生 あっても受容できる文
1）正会員
理検査に従事または関 言とした
本会の目的に賛同協力する臨床検査技師お 連する業務についてい
2
よび技術者．
る者とする．
但し，技術者とは大学，短大，専門学校を卒
業し，神経生理検査に従事または関連する業
務についている者とする．
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8

9
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（入会） 第 6 条
削除
2)事務局は，入会手続きが完了したものに会
員証を発行する．

会員証発行は望ましい
が事務手続き煩雑であ
り現状に合わせた．ただ
し，今後，会運営がより
円滑になれば復活させ
る．
（会費） 第７条
→１）正会員 500 円/1 前納制を明記した．な
本会の会費は次の通りとする
年．前納制とする．
お，２年分を前納するの
１）正会員 500 円/1 年
ではない
（資格および権利） 第 8 条
［ＭＬ］→［メーリング 省略形は紛らわしいの
3) 正会員は本会運営の神経生理検査ＭＬ リスト］
で
に入会する資格
（役員） 第 10 条
3) 執行部役員は，会 執行部という区分を追
1) 本会は次の役員を置く．
長，副会長，事務局長， 加した
2) 会長は副会長，事務局長，会計を任命す 会計とし，本会の会務を
る．
分担し執行する．
（会長の選出） 第 11 条
会長は評議員の議を経て，選出された後，総
会において承認されるものとする．
（評議員） 第 12 条
1)会長の命により，本会の発足に至り，理
解・賛同し，当会の運営に協力する意志をも
った有志若干名を初代評議員とする

［評議員］→［評議員会］

12 条 1)を削除する．
また，
第 12 条 1）削除により，
2)→1)，3)→2)，4)→3)，
5)→4)のように枝番を
順次繰り上げる．
第 12 条 5)に『評議員会
の議長は会長,副会長ま
たは会長の任命者が務
める』の条文を追加．
第 12 条
［三役］→執行部に変
7）評議員は原則として，三役および地区代 更．
表者により構成され，会長が会に対して必要 以後の［三役］という区
と認めた若干名が加わる．
分は，すべて［執行部］
に変更する
（役員の任期） 第 14 条
再任→［重任］へ
1) 役員の任期は 3 年とする．但し，再任を
妨げない．

（総会）第 15 条
1) 総会の議長は三役より選出する．のいず
れかとする．
（総会）第 18 条
1) 総会は正会員の 10 分の 1 以上の出席が
なければその議事を開き，議決することがで
きない．但し，当該事項につき，書面または
委任状をもってあらかじめ意思を表示した
ものは出席者とみなす．
（会計年度） 第 21 条
1) 本会の事業年度は毎年 1 月 1 日より 12
月 31 日までとする.

発足当初は必要であっ
たが，不明確なため

限定された［三役］とい
う区分より，活動単位の
［執行部］の方が含みが
あり適用が広い．
再任は解任後一定期間
の休職がある場合．
重任は，休職期間がない
場合であり，現状に合わ
せた

三役→［執行部］

委任状→委任状（書面， 本会が会員は全国に散
FAX，電子媒体（PDF,電 在しかつ少数であるこ
子メールなど））
とを考え，電子メールで
もＯＫであると明記し
た．
毎年 4 月 1 日より 3 月 31
日まで

社会的な年度に合わせ
るとともに，勤務先変更
などをスムーズにする
ため
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第 7 章 会則の変更
第 25 条
1) 本会会則の変更は役員会の議を経て，評
議員会における出席者（参加者）の過半数の
賛成，および総会における議決を得なければ
ならない．
付則 1 本会会則は 2002 年（平成 14 年）5
月 16 日より実施する。

15

［役員会］→［執行部］
［評議員会における出
席者（参加者）］→［評
議委員会の］．

役員会は多数の人数で
あり，できるだけフット
ワークのある機能的単
位に変更

以下を追加する
会則変更の履歴をしっ
［補遺
平成 17 年 5 かり残す
月 12 日，平成 16 年度総
会にて一部改訂．
補遺
本 会 会則 は
2009 年（平成 21 年）8
月 1 日，平成 20 年度総
会にて一部改訂．］

2)評議員会での審議事項
1. 認定制度に関与する研修会
2．会員の把握と会費徴収
3．会長選について
4．評議員について
3)全国研修会開催の意義や時期・開催地の検討を行なう．また，総会と同時開催か否かを検討する．

5 号議案 2009 年役員選出
2009 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
○瀬川義朗
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)
(天理よろづ相談所病院)
(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
中部地区
近畿地区
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)
(大垣市民病院)
(神戸市立中央市民病院)
(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)
(九州大学附属病院)

3.評議員(順不動･敬称略)
○高橋 修
○片山 雅史
○水野 久美子
○瀬川義朗
○河島 江美
遊佐 純教
門馬 留美子
○石郷 景子
佐々木 一朗
酒田 あゆみ
菅野 彰剛
齋藤 江美子

遊佐 純教
門馬 留美子
高橋 修
○石郷 景子
佐々木 一朗
片山 雅史
○酒田あゆみ

12 名
(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)
(天理よろづ相談所研究所)
(北里大学病院)
(釧路労災病院)
(広南病院)
(大垣市民病院)
(神戸市立中央市民病院)
(九州大学附属病院)
(広南病院療護ｾﾝﾀｰ)
(丘整形外科病院)
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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)
瀬川 義朗
((天理よろづ相談所研究所)
古島 健次
(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)
6. 表彰推薦委員
片山 雅史
岡田 豊治
水野 久美子
菅野 彰剛
長田美智子
高嶋 浩一

(熊本機能病院神経生理ｾﾝﾀｰ)
（北斗病院）
(名古屋市立大学病院)
(広南病院療護センター)
（山梨大学病院）
（自治医科大学さいたま医療ｾﾝﾀｰ）

7. 事務局補佐（全国研修会準備担当）
宇城 研悟
（松阪市民病院）
植松 明和
（国立病院機構国際医療ｾﾝﾀｰ戸山病院）
［註：名前の先頭［○］は，平成 21 年度より新役員です］
［註：上記役員は，新人で１期目，２期目，３期目を含み在任期間が同一ではありません］

2009.7.22

----------------------------------切り取り線---------------------------------------------

委任状（ＦＡＸ用）メール利用も可
私は議長を代理人と定め、平成 21 年 7 月 30 日に開催されます，
平成 21 年度日本神経生理検査研究会総会にて，議案書に掲載された、
全議案の決議権を行使する権限を委任します。

所属地区：（北海道，東北，関東甲信越，中部，近畿，中国四国，九州）

○で囲む

施設名：
氏名：
------------------------------------------------------------------------------------

委任状ＦＡＸ送付先 （0743-62-0525） 天理よろづ相談所研究所 瀬川義朗宛
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