A．通常総会開催概要
日本神経生理検査研究会［平成 23 年度 通常総会］（電子会議形式）
会期 ：平成 23 年 9 月 29 日（木）〜10 月 12 日（火） 14 日間
議題 ：平成 23 年度議案書の審議
採択方法 ：各号議案について一括審議とします。で送信して下さい。
総会成立は，先に行いました臨時総会の経過を踏まえて，
会員数の 1/10 の投票参加で成立とし，可否は投票数の過半数で決するものとします。

B．平成 23 年度 通常総会 参加数・投票集計等のまとめ
2011.10.13
１．議長（副会長：片山 雅史）報告
総投票数は ２10 票
(2011.7 時点の会員数 560 名)
投票内訳：賛成 208 票，反対 1 票，保留 1 票。（註：閉会直後の 2 票も時差として加算した）

会則第 18 条の２）に則り、平成 23 年度総会議案書（1〜3 号）は採択されました。
たくさんの会員の皆様に参加・投票していただき誠にありがとうございました。
２．投票支部別内訳
北海道 ２２，東北 １3，関東甲信越 ５０，近畿 ６０，中部 ３８，中国四国１５，九州１２
------------------------------------------------------------------３．ご意見・質問・その他と執行部コメント（●）
1 貴会には大変お力添えを頂いております。感謝しております。地方と中枢支部で、研修内容に若干のバラ
ンスがあるのではないか、中枢支部のセミナーに参加しなければ学べない内容があるのではないかと少し感
じております。積極的に中枢支部のセミナーに参加していこうと思います。
●ご意見ありがとうございます，研修会につきましては，各支部でも会員の意見を取り入れたりして充実させ
るよう努力しております．どのようなことを学びたいかなどの案をどんどん提示していただければよいと思いま
す．
2 全国の研修会の開催場所・時期・内容については十分会員の意見を取り入れて欲しいと思います。よろし
くお願いいたします
●ご意見ありがとうございました，過去には医学検査学会に合わせて行ってきましたが，時間と場所が限定
されて十分な内容が提供できなかった可能性もあります。昨年全会員に研修会開催のアンケートを実施しま
した。その結果を参考にして今年度の提案となりました。これが最終形態であるとはいえませんので，これか
らも会員からの意見を拝聴しながら進めて行きたいと考えていますので，さらなるご意見をよろしくお願い致
します．
3 会務お疲れ様です。総会の投票用紙ですが、私の MAC では開けないというか HP の表示が WIN−PC と
違います。この投票は WIN−PC で行いました、ご確認お願いします。今後ともよろしくお願いいたします。
●ホームページ投票テストでは，MAC は OS9.2 と 10.X について確認し OK でした。ただ，閲覧ソフトの古
いバージョンまで確認する作業を怠りました。どのレベルまでチェックしておくか労力を考えますと一線を引
かざるを現状がありご了承下さい。
4 全国の研修会の予算規模が 80 名となっています。前年度はかなり少なかったのですが、企画として十分
可能ということでしょうか？
●ご意見ありがとうございます，今回は場所が日本のほぼ中心の名古屋としました．中部地区を中心とした

人数の確保がある程度可能ではないかと思います．また開催地については便利性なども考慮に入れて今後
の検討課題としたいです．
5 研修日や題目など月単位で日付別にわかる学術カレンダーがあると検索しやすいのでお願いしたい。
●ご意見ありがとうございました，日程が分かるものはホームページに掲載するように致します．
6 会務お疲れ様です。いろいろな意見があり、まとめるのは大変だと思います。今後のことを考え、会計監査
は役員以外から選出した方がよいかと思います。
●ご意見ありがとうございます，まだ規模が大きくなかった時期に選んだことと，会計がよく分かる人物をお
願いしました．会計に不正はありませんが，人事については今後検討させていただきます．
7 ECI 委員会の発足は賛成です。自施設だけでは情報収集にも限度があり、これから出てくる疑問点もある
かと思いますので、当会を通して身近に考えられる機会があることはありがたいことだと思います。実際に私
も、当会のホームページ上に掲載されている法的脳死判定脳波記録の参考資料を活用させてもらっていま
すので、これからますます活発化し、内容を充実させていただきたいと思います。個人の疑問点は多くの技
師の疑問点でもあると思われるため、Q&A ひとつひとつ掲載していただきたいです。
●ご意見ありがとうございます，会員のためになることと考えたもので，情報収集についてはかなり濃密な事
柄が収集できます．今回，執行部として緊急性と考え，いろいろと先行しておりますが，皆様のご意見を賜っ
てさらに地盤を固めたいと考えております，こちらからもご意見あるいは情報をお願い致します．
8 電子総会は今後も検討されるであろう、斬新な総会ですね。執行部の皆さまありがとうございます。
●これまでは医学検査学会の平日に研修会と総会を合わせて参りましたが，人数も小規模であり会員の皆
様の意見を反映できないのではないかと悩んできました．現在の情報の時代なのでこれを利用すれば多く
の方々の意見も吸い上げることができるのではないかと考えられ，試験的ではありますが実行させていただ
きました．今後もこの方式で行う予定ですので，よろしくお願い致します．また，会員の皆様の中にはコンピュ
ータ関連に詳しい方が多数いらっしゃると思います，できれば名乗り出て事務局のお手伝いをしていただけ
れば幸いです．
9 執行部の皆様のご尽力に感謝します。ネット上では、なかなか議論とかは難しいでしょうが、会員が全国に
散らばっていることを考えるとこういう方法もいたしかたないと思います。会員がもっと慣れてくればより一層活
発な議論ができると思っています
●ご意見ありがとうございます，総会については前述の答えの通りですので，ご協力をよろしくお願い致し
ます．
10 総会に参加するのは首都圏に住んでいる方以外はなかなか難しいと思います。しかし、総会成立には委
任状を含め、出席が求められていますよね。これを合理的に解決する方法として電子総会は良い考えだと思
っています。不備は色々あるのかもしれませんが、少しずつ改善できれば良いのではないのでしょうか。応援
してます。
●ご意見ありがとうございます，総会については前述の答えの通りですので，ご協力をよろしくお願い致し
ます．
11 何事も始めなければ、良いも悪いも言えません。問題点や疑問点が見つかったり指摘されたときに、柔
軟に受け入れる姿勢も持って行い、開示して下されば良いと思います。（病院でのヒヤリハットと同じ考えで
す。）関係者の皆様、ご多忙中と思いますが、宜しくお願いします

●ご意見ありがとうございます，当会のモットーは「親交」，「交流」であります，つまり意見は常に聞く姿勢を
持っております．裸の王様にならないように執行部一同気をつけながら会務を全うしていきたいと存じます．
12 メーリングリストを活性化する良い方法がないでしょうか？初心者が遠慮しているのかもしれません。 ま
た、質問に回答する人もほぼ限定されているように思えます。もっと活発に発言できる仕組みを皆で考えまし
ょう。
●ご意見ありがとうございます，こればかりはなかなか進まない事柄で，常に課題としております．
研修会などを通して少しでも活発になるような意見を聞いてみたいと思います．また，良案があればご教授
いただければ幸いです．
13 遅くなりました。静岡の学会では皆様とお会いできることを楽しみにしております。毎日元気に神経生理
検査をやってます。
●ご意見ありがとうございます，このような連絡は執行部としては元気が出ます，私たちも皆様とお会いでき
ることを楽しみにしております．
14 (2)２号議案 ： 平成 23 年度事業計画案、収支予算案の表が解りずらいと感じました。私の努力が足りな
いだけかもしれませんが、、、。
●ご意見ありがとうございました。以前の総会時に詳細明細提示希望するとの意見があり，今年度はできる
限り提示額と根拠を詳細内訳に表記しました。かえってわかりにくくなったかも知れません。参考にさせてい
ただき検討致します，よろしくお願い致します．
15）予算案における執行部活動費の詳細をご提示願います。参考資料において、H22.12.28 のメール見直
しましたが、ECI 委員会設立については一切触れていません。委員会設立は執行部の一存で進められるの
か、会員に是非を問うのか方向性をご提示願います。
●ご意見ありがとうございます，評議員の皆様にはお知らせしたことと，12 月 28 日に会員の皆様に意見を求
めたことで執行部としては進めてよいのではないかと判断致しました．事例としては緊急性があると判断し，
ある程度は執行部として進めなければならないと考えました．しかしながら，前述しましたように，総会前の評
議員会で緊急性とはいえ十分な議論がされていないことと臨時総会を開くとう方法もあったのではないかと
の意見があり，今回の総会において皆様のご意見を伺った次第です．
委員会設立について曖昧であったことは，執行部一同，心からお詫び申し上げる次第でございます．
また方向性につきましては当会の今までの経緯から会員の意見を聞きながらということになるかと考えますが，
リーダーシップをどこまでとればよいかについてはご意見を賜れれば幸いに思います．
あくまで執行部としましては会員に対するサービスの一環として行ったものですが，考えが行きわたらなかっ
たことにつきましては重ねてお詫び申し上げます．
また，執行部活動費（行動費）ですが，執行部役員 6 名の，交通費一部負担金・連絡するための携帯関連費
用・執行部活動年間報酬などを含めた補助金として新規提案しました。（5000〜7000 円/1 名を考えておりま
す）
16）評議員会を無視し、執行部の独断で実施する組織って、おかしくないですか？特に ECI 委員会の設立
や運営についての独善的な運営体質は改善しないと会員離れに繋がり、組織自体が崩壊する。また、施行
部自体に組織を運営する常識がないことに不安を感じる。
●ご意見ありがとうございます，評議員の皆様にはお知らせした上で進めましたので，無視はしているもので
はないと考えております，しかしながら，総会前の評議員会で緊急性とはいえ十分な議論がされていないこと
と臨時総会を開くとい方法もあったのではないかとの意見があり，今回の総会において皆様のご意見を伺っ

た次第でございます．言い訳とされるかもしれませんが，執行部としましては会員に対するサービスの一環と
して行ったものです，できれば日本中にある情報網からご意見をいただき，他にはないものが出来上がり，
現場の臨床検査技師の役に立てたら幸いと考えております．
また，執行部および組織運営につきましては，会員の皆様が会員としての不安を感じるのであれば，会員の
ご判断を仰ぐしかないと思っております。本総会で，同様な不安意見が多数ありましたら，早々に対処する所
存でおりましたが，幸い現役員継続の賛同多数を得たものと解釈しております。
-----------------------------

４）参加会員一覧（N=210 名）
1-1 北海道支部 伊藤 栄祐さん
2-2 北海道支部 佐藤 賢哉さん
3-3 北海道支部 見城賀子さん
4-4 北海道支部 浮田康貴さん
5-5 北海道支部 杉尾英昭さん
6-6 北海道支部 高柳 由佳さん
7-7 北海道支部 遊佐純教さん
8-8 北海道支部 佐伯 理知さん
9-9 北海道支部 澤田 美佳さん
10-10 北海道支部 影浦美由紀さん
11-11 北海道支部 菅野 雅之さん
12-12 北海道支部 対馬 麻梨子さん
13-13 北海道支部 大谷 ひろみさん
14-14 北海道支部 今野 夕雨子さん
15-15 北海道支部 佐々木 祐子さん
16-16 北海道支部 高野良二さん
17-17 北海道支部 伊藤 智章さん
18-18 北海道支部 北口真弓さん
19-19 北海道支部 古川 郁子さん
20-20 北海道支部 山本 雅史さん
21-21 北海道支部 太田 千幸さん
22-22 北海道支部 加藤 光宏さん
23-1 東北支部 武田 智弓さん
24-2 東北支部 門馬留美子さん
25-3 東北支部 佐々木 寛人さん
26-4 東北支部 湯田美智子さん
27-5 東北支部 赤塚 れい子さん
28-6 東北支部 鈴木 和子さん
29-7 東北支部 小野久美子さん
30-8 東北支部 中村 淳子さん
31-9 東北支部 藤田 美知子さん
32-10 東北支部 下山 純子さん
33-11 東北支部 大柳政一さん
34-12 東北支部 三浦祥子さん
35-13 東北支部 三木 未佳さん
36-1 関東甲信越支部 秋山 美穂さん
37-2 関東甲信越支部 志村美穂さん
38-3 関東甲信越支部 山中 千佳さん
39-4 関東甲信越支部 岩瀬 雅子さん
40-5 関東甲信越支部 武田倫明さん
41-6 関東甲信越支部 石井 みゆきさん
42-7 関東甲信越支部 田中 理さん
43-8 関東甲信越支部 吉岡 久美さん
44-9 関東甲信越支部 齋藤 江美子さん
45-10 関東甲信越支部 寺田 洋子さん
46-11 関東甲信越支部 植松明和さん
47-12 関東甲信越支部 齊藤 広将さん
48-13 関東甲信越支部 畑本 大介さん
49-14 関東甲信越支部 鶴岡尚志さん
50-15 関東甲信越支部 長田 美智子さん
51-16 関東甲信越支部 高橋 修さん
52-17 関東甲信越支部 藤元 佳記さん
53-18 関東甲信越支部 小岩井宏子さん
54-19 関東甲信越支部 バーマン治代さん
55-20 関東甲信越支部 滝澤 信彦さん
56-21 関東甲信越支部 小林忠良さん
57-22 関東甲信越支部 小峰 雄三郎さん

58-23 関東甲信越支部 佐藤 良孝さん
59-24 関東甲信越支部 佐々木 孝憲さん
60-25 関東甲信越支部 田中 育子さん
61-26 関東甲信越支部 荻原三津子さん
62-27 関東甲信越支部 安藤 智子さん
63-28 関東甲信越支部 藤代 典子さん
64-29 関東甲信越支部 山本 美津代さん
65-30 関東甲信越支部 高橋 豊さん
66-31 関東甲信越支部 星野哲さん
67-32 関東甲信越支部 小林 謙師郎さん
68-33 関東甲信越支部 山本 久代さん
69-34 関東甲信越支部 齋藤 和子さん
70-35 関東甲信越支部 鶴見 明子さん
71-36 関東甲信越支部 松本 立子さん
72-37 関東甲信越支部 三枝 義信さん
73-38 関東甲信越支部 関口由里子さん
74-39 関東甲信越支部 村山 幸弥さん
75-40 関東甲信越支部 杉山邦男さん
76-41 関東甲信越支部 坂本 節子さん
77-42 関東甲信越支部 佐野 仁さん
78-43 関東甲信越支部 河島 江美さん
79-44 関東甲信越支部 高梨 淳子さん
80-45 関東甲信越支部 吉原 英児さん
81-46 関東甲信越支部 丸山 智子さん
82-47 関東甲信越支部 谷中 弘一さん
83-48 関東甲信越支部 高橋泰士さん
84-49 関東甲信越支部 田山 静香さん
85-50 関東甲信越支部 森島 明子さん
86-1 中部支部 柴田 真紀子さん
87-2 中部支部 柴田 妙子さん
88-3 中部支部 前澤 文子さん
89-4 中部支部 平光幹彦さん
90-5 中部支部 山本 貴子さん
91-6 中部支部 岡本 恵助さん
92-7 中部支部 安川 詳子さん
93-8 中部支部 内藤 朗子さん
94-9 中部支部 後藤 愛子さん
95-10 中部支部 坂下 文康さん
96-11 中部支部 浜口文香さん
97-12 中部支部 波部 美穂さん
98-13 中部支部 中井 那実さん
99-14 中部支部 中村 紀代美さん
100-15 中部支部 田中夏奈さん
101-16 中部支部 奥田 佳那子さん
102-17 中部支部 宇城 研悟さん
103-18 中部支部 鈴木 更織さん
104-19 中部支部 西谷 由美子さん
105-20 中部支部 樋口 オサムさん
106-21 中部支部 中島直美さん
107-22 中部支部 大橋 依子さん
108-23 中部支部 石郷 景子さん
109-24 中部支部 山内孝治さん
110-25 中部支部 水野華子さん
111-26 中部支部 村林 真次さん
112-27 中部支部 野崎 真由子さん
113-28 中部支部 藤田 志保さん
114-29 中部支部 中島 晴美さん
115-30 中部支部 山内章弘さん
116-31 中部支部 新本 裕美香さん
117-32 中部支部 柳川 典子さん
118-33 中部支部 水野 久美子さん
119-34 中部支部 中村真依さん
120-35 中部支部 久富 一毅さん
121-36 中部支部 塩崎舞さん
122-37 中部支部 堀出 剛さん
123-38 中部支部 樋口 惠一さん
124-1 近畿支部 土井 真弓さん
125-2 近畿支部 岡部 勲さん
126-3 近畿支部岸本 健太郎さん
127-4 近畿支部 松本 真利子さん
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190-7
191-8
192-9
193-10
194-11
195-12
196-13
197-14

近畿支部 魚住容子さん
近畿支部 橋本 喜代美さん
近畿支部 辻本 麻愉さん
近畿支部 加藤 綾さん
近畿支部 松浦真弓さん
近畿支部 宿南 美加さん
近畿支部 中西秀俊さん
近畿支部 澤田幸美さん
近畿支部 吉川 眞由美さん
近畿支部 植田洋子さん
近畿支部 小崎 邦子さん
近畿支部 西村圭司さん
近畿支部 簑輪 和士さん
近畿支部 濱田 充生さん
近畿支部 老田 達雄さん
近畿支部 服部 榮子さん
近畿支部 登阪 貴子さん
近畿支部 田村 明代さん
近畿支部 森山 裕花さん
近畿支部 小形 恵子さん
近畿支部 佐々木 一朗さん
近畿支部 黒田 真百美さん
近畿支部 荒木 直子さん
近畿支部 伊藤 栄子さん
近畿支部 澤田浩秀さん
近畿支部 柳 星伊さん
近畿支部 増田 由佳子さん
近畿支部 沖 都麦さん
近畿支部 今井 江美さん
近畿支部 蔡 晨穎さん
近畿支部 和田 晋一さん
近畿支部 池田 有利さん
近畿支部 新田 昭市さん
近畿支部 木村信勳さん
近畿支部 髭野明美さん
近畿支部 津田智英子さん
近畿支部 平原 道雄さん
近畿支部 黒北 恵津子さん
近畿支部 衣笠 千典さん
近畿支部 松本匡史さん
近畿支部 大林 準さん
近畿支部 万砂秀雄さん
近畿支部 瀬川義朗さん
近畿支部 小林昌弘さん
近畿支部 原田謙さん
近畿支部 松下 隆史さん
近畿支部 森原 真由美さん
近畿支部 山本さよみさん
近畿支部 今井竜子さん
近畿支部 高谷 恒範さん
近畿支部 相馬容子さん
近畿支部 村山 隆司さん
近畿支部 高見昌幸さん
近畿支部 大西 めぐみさん
近畿支部 村上登喜子さん
近畿支部 稲葉 昌子さん
中国四国支部 河本桂子さん
中国四国支部 加賀山 久明さん
中国四国支部 濱田 麻紀さん
中国四国支部 小山 由実さん
中国四国支部 岩本 光実さん
中国四国支部 西森 由加里さん
中国四国支部 野口秀樹さん
中国四国支部 津島美穂さん
中国四国支部 菅田美穂さん
中国四国支部 佐原朗子さん
中国四国支部 丸田雄一さん
中国四国支部 藤村 梢さん
中国四国支部 浅野 晶夫さん
中国四国支部 宮地なぎささん

198-15
199-1
200-2
201-3
202-4
203-5
204-6
205-7
206-8
207-9
208-10
209-11
210-12

中国四国支部 芝 千穂さん
九州支部 花田守さん
九州支部 山口 由美子さん
九州支部 西表優子さん
九州支部 酒田あゆみさん
九州支部 片山雅史さん
九州支部 古閑 公治さん
九州支部 石隈まやさん
九州支部 田辺一郎さん
九州支部 八木 和広さん
九州支部 松崎 崇史さん
九州支部 桑村妙子さん
九州支部 根路銘 国政さん

