
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神臨技 

411号 

 平成25年 7月 1日発行 

2013 寿湘ヶ丘 心電図ボランティア 開催される 
 

今年度の地域保健事業第一弾として、4 月 21 日に寿湘ヶ丘老人ホームにおいて心電図検診事業活動が行われました。この事

業は社会的貢献を含めて、臨床検査技師の認知を広め地位向上を目指す目的で行われています。 

前日から続く冬に逆戻りしたかのような冷たい雨模様の中、ボランティア30名と心電図機器を用意してくれた（株）スズケン3名によ

り、２階、３階、別館の３班に分かれ１１２名の老人ホーム入居者の心電図検査を行いました。今回はボランティア３０名中、１０名が初

めての参加でありスタート時は緊張した場面も見られましたが、すぐに馴染むことが出来、手際良く心電図検診を行うことができまし

た。入居者の方との会話が弾み心電図測定終了後も長い間、話を熱心に聞いているボランティアの姿も見られました。このボランテ

ィアでは筋電図が入っている場合、リラックスさせる為の適切な声のかけ方や体勢の変え方など他施設の方の工夫している姿を目の

当たりにし、早速、明日から真似してみようとの声も聞こえました。 

 ボランティア協力者、機器提供していただいた（株）スズケンのご協力により、今年度最初の心電図ボランティアは老人ホ

ームスタッフ、入居者やご家族に喜んでいただくことができました。皆さんのご協力に感謝致します。 

 今年度の今後の活動は、9月1日（日）くず葉学園となっています。会員の皆さん参加協力お待ちしております。参加申し

込み方法は神臨技ホームページをご覧ください。 

発行所／一般社団法人 神奈川県臨床検査技師会 

事務局／〒231-0023 横浜市中区山下町75番地 荻野ビル5階 

電 話／045-212-2862 FAX／045-479-8884 

ホームページ／http://www.jinringi.or.jp 

発行人／横山 一紀  編集責任者／新井 祐司 

  会員数／正会員2,883名、 賛助会員57社、（ 5月  31日現在） 

印刷所／有限会社 印刷の旺文社 

 

社団法人神奈川県臨床衛生検査技師会は 
一般社団法人神奈川県臨床検査技師会に移行しました 

平成20年12月1日に施行された「公益法人制度改革関連法」に基づき、神奈川県臨床衛生検査技師会では法人移

行について検討してまいりました。 

その結果、平成25年6月3日付をもち設立登記を完了し、「一般社団法人神奈川県臨床検査技師会」となりました。

法人の目的や事業に変更はなく、臨床検査技師の技術および知識の向上を図るとともに、臨床検査を通じて県民の公

衆衛生の向上と健康増進に寄与する活動を引き続き行ってまいります。会員の皆さまのご協力をお願いいたします。 

一般社団法人神奈川県臨床検査技師会 役員一同 

 



心電図ボランティア参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟方 伸一 北里大学病院 臨床検査部 酒井 鮎子 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部 

恩地 恵理 北里大学病院 臨床検査部 上杉 芳弘 芳生会保土ケ谷病院 検査科 

今井 純子 神奈川リハビリテーション病院 医療技術部 検査科 郷地 紀枝 フクダ電子神奈川販売 

倉上 早苗 東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科  寺西 雅子 神奈川県立汐見台病院 臨床検査部 

安齋 淳一 大和市立病院  臨床検査科 渡津 沙紀 神奈川県立こども医療センター 検査科 

清水 直也 川崎市立多摩病院 臨床検査部  齊藤 央 神奈川県立循環器呼吸器病センター 検査科 

安田 隆 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 臨床検査部 内田 俊一 島田内科医院 

佐久美 哲也 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 臨床検査部 須佐 裕美 医療法人社団帰陽会 丹羽病院 検査科  

福田 すみれ 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 臨床検査部 西村 幸恵 医療法人社団帰陽会 丹羽病院 検査科 

塩崎 麻衣子 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 臨床検査部 奥山 竜紀 医療法人社団帰陽会 丹羽病院 検査科 

安藤 陽祐 医療法人愛仁会 太田総合病院 中央検査科 菅原 通 日本医科大学武蔵小杉病院 中央検査室 

牧野 亜美 医療法人愛仁会 太田総合病院 中央検査科 齊藤 広将 済生会横浜市東部病院 臨床検査部 

大塚 元秀 横浜市立市民病院 検査部 新井 祐司 昭和大学藤が丘病院 臨床検査部 

仲村 麻美 横浜市立市民病院 検査部 笹野 晃央 株式会社 スズケン 湘南営業部  

鶴岡 百々子 横浜市立市民病院 検査部 清家 将之 株式会社 スズケン 湘南営業部 

光岡 優子 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部 佐藤 征之 株式会社 スズケン 湘南営業部  

小松 奈央 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部   

第 62 回 神奈川県医学検査学会開催のお知らせ 
 

テ ー マ    「地域・医療への質的貢献」 

開 催 日 時      平成25年11月17日（日）9：00から 

会 場     横浜市立大学看護学部 医学部ホール 

学 会 長      横山 一紀 （済生会横浜市東部病院） 

内 容     1.開会式 

             2.市民公開講演 

             3.特別企画（企画運営委員会） 

             4.シンポジウム（各研究班） 

             5.一般演題 

             6.ランチョンセミナー（賛助会員） 

             7.意見交換会 

実行委員長  丸山智信  副実行委員長 佐藤泰之 

 

一般演題募集（賛助会員、学生可） 

一般演題は、原則として電子メールによる登録とします。既に他学会等で発表された演題も登録可能です。聞きに行けなかった会員様のために

是非登録をお願いいたします。 

演題申込み方法は下記の通りです。 

 

1. 神臨技ホームページの学会ページより抄録記入用紙をダウンロードします。 

（抄録用紙は、Wordにて作成してあります。） 

抄録用紙は神臨技ホームページ http://www.jinringi.or.jpから。 

2. 登録用紙に本文（目的、方法、結果、考察）、図、表を貼り付け作成して下さい。 

（本文のフォントは 10.5 ポイント、22 文字 18 行 2 段で作成してあります。完成されたものが、抄録集に製版されますので青の枠からは

み出さないように注意して下さ。） 

3. 完成した抄録を下記のメールアドレスに添付して送信して下さい。 

抄録締め切り後、3日以内に登録完了メールを返信いたしますので必ず確認し、完了の返信が届かない時はご連絡下さい。 

4. 演題締切  平成25年9月13日（金） 

       ※ 電子メールが出来ない方は、完成した抄録をCDに保存し連絡先（TEL、FAX）を明記のうえ技師会事務局まで郵送して

下さい。 

5.  郵送先  〒231-0023 横浜市中区山下町75番地 荻野ビル5F 

        一般社団法人 神奈川県臨床検査技師会  

        TEL 045-212-2862  FAX 045-479-8884 

6.  送付先    E-mail 62kengakkai@jinringi.or.jp    

 

http://www.jinringi.or.jp/
mailto:62kengakkai@jinringi.or.jp


 

第 62 回 神奈川県医学検査学会開催のお知らせ 
 

 

 

 

 

      学会テーマ  

  ～地域・医療への質的貢献～ 

2013年11月17日（日） ９:00～16:00  

 

■ 会 場：横浜市立大学看護学部 医学部ホール 

       〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 

             シーサイドライン「市大医学部駅」下車徒歩3分 

  

■  学会長：横山 一紀 済生会横浜市東部総合病院 

            一般社団法人神奈川県臨床検査技師会会長 

第62回 神奈川県医学検査学会 

構成と内容 市民公開講演、特別企画、シンポジウム、一般演題、ランチョンセミナー、意見交換会 

 

演題登録      2013年7月1日～2013年9月20日（金） 

登録方法      神臨技ホームページ http://www.jinringi.or.jpから。 

          

                      主催     一般社団法人神奈川県臨床検査技師会 

                 実行委員長  丸山 智信     副実行委員長 佐藤 泰之 

 

            問合先 〒231-0023 横浜市中区山下町75番地 荻野ビル5F 

                  一般社団法人   神奈川県臨床検査技師会  

                             TEL 045-212-2862  FAX 045-479-8884 



 

5月理事会報告 

日 時: 平成25年 5月 8日（水）18：30～20：40  

場 所: 神臨技研修センター 

正会員の現在数: 2,756名、 賛助会員54社、理事の現在数20名 

出席理事氏名: 齊藤幸弘、横山一紀、河野一郎、小浜信夫、小田憲一、

丸山智信、佐藤泰之、新井祐司、平石直己、原 英雄、川﨑邦之、 

久住 満、秋山公子、村山幸弥、三橋倫誉、中﨑信彦、後藤正寿、 

齊藤広将、片川一之、江成典子 

 

第1号議案 正会員の入会承認の件 

定款第6条に従って入会の申し込みがあった次の23名の賛否を諮

ったところ申込者の入会が承認された。 

第2号議案 毎月の経理状況承認の件 

組織運営規定28条の第7号により、予算管理月報をもって予算執

行状況の可否を議場に諮ったところ満場一致で承認された。 

第3号議案  前月諸活動報告承認の件 

各諸活動ついては異議なく承認された。 

第4号議案  各種諸規程に関する件(一般社団法人) 

各規程などの諸規程については異議なく承認された。 

ただし、謝礼に関する規程と慶弔取り扱いに関する規程の各項に

ついては他の規程と統一し、条付けとする。 

第5号議案  各種委員会委員に関する件 

臨床検査データ標準化委員会12名、広報委員会追加1名（記載漏

れ）、地区代表・班長23名に関しては異議なく承認された。 

第6号議案  平成25年度神奈川乳房画像診断研究会の活動に係る 

後援名義の継続使用に関する件 異議なく承認された。 

第7号議案  一般社団法人平成25年度予算に関する件 

一般社団法人移行後の平成25年度予算案については異議なく承認

された。 

第8号議案 平成25年度神奈川県精度管理調査事業受託に関する件 

異議なく承認された。 

第9号議案 地区代表・研究班(専門グループ)・理事合同会議開催に

関する件  平成 25 年 612 日(水)19：00 より開催されることが

異議なく承認された。 

第10号議案  第62回日本医学検査学会派遣に関する件 

会長、副会長(2名)、及び理事（1名）の計4名の派遣に関して、

異議なく承認された。 

第11号議案 委員交代及び新規採用に関する件 

生理研究班平衡聴覚専門グループ1名の退任に伴い、1名の信任お

よび新責任者の変更については異議なく承認された。 

第12号議案 血管撮影技術基礎教育セミナー開催案内のホームペ 

ージ掲載に関する件 

上記案件について、異議なく承認された。 

《新入会員》 

平成25年4月1日～ 平成25年5月1日～ 

平成25年4月30日まで   平成25年5月31日まで 

 

川崎地区        3名       13名 

横浜Ⅰ地区   3名       7名 

横浜Ⅱ地区   6名       9名 

横須賀地区   0名       6名 

湘南地区    5名       8名 

西湘地区    2名        2名 

県央地区    4名       13名 

県外                         3名 

 

第26回 首都圏支部・関甲信支部微生物検査研修会
のお知らせ 
 
テーマ：腸管感染症 薬剤耐性菌 

 

日時：2013年9月28日～9月29日 

会場：オーシャンリゾートホテルマホロバ・マインズ三浦 

参加費：会員4,000円、非会員6,000円、宿泊費6,000円 

     意見交換会費6,000円 

受付方法：Eメール 140人 

        Eメール masakz@mac.com 

詳細は神臨技ホームページをご覧下さい。 

6月理事会報告 

日時: 平成25年6月15日（土）16:30～17:30 

場所: 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1200朝日の宿「真鶴荘」 

出席理事及び出席監事の数 

出席理事 18名（欠席 2名） 

出席監事  2名 

議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

齊藤 幸弘 

議事の経過の要領及びその結果 

上記のとおり理事の出席があったので、定款第30 

条に基づき、会長齊藤幸弘が議長となり、協議並びに議案の審議を

行った。 

 

報告第1号 毎月の経理状況報告の件 

会計部において、組織運営規定 28 条第 7 号により、予算管理月報

をもって毎月の経理状況の報告を行った。 

報告第2号 前月諸活動報告の件 

事業部系活動報告、運営企画部系活動報告、理事活動報告、その他

の諸活動経過報告について各報告を行った。 

第1号議案 正会員の入会承認の件 

定款第 6 条に基づき、正会員になろうとする 61 名の入会を承認し

た。 

第2号議案 職員夏季賞与に関する件 

事務職員の夏季賞与について、例年通り支給することを承認した。 

第3号議案 賛助会員総会に関する件 

賛助会員総会について開催することを承認した。 

第4号議案 臨床検査データ標準化委員変更に関する件 

委員の変更を承認した。 

第5号議案 超音波専門グループ運営委員変更に関する件 

委員の変更を承認した。 

第6号議案 平成25年度精度管理調査実施に関する件 

平成 25 年度神奈川県精度管理調査実施案について実施することを

承認した。ただし、実施項目及び実施時期については神奈川県精度

管理専門委員会で調整することとする。 

第7号議案 第62回神奈川県医学検査学会実施案に関する件 

開催することを承認した。 

第8号議案 平成２５年７月定時総会の開催に関する件 

平成 25年 4月１日から 6月 2日までのいわゆる分かち決算に関す

る定時総会を開催することを承認した。 

第9号議案 会長代表理事選定に関する件 

会長齊藤幸弘より本理事会の終結をもって会長代表理事を辞任す

る旨届出があったので、後任者に理事横山一紀を会長代表理事に選

定した。なお、被選定者は席上就任を承諾した。 

 

mailto:masakz@mac.com

