
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

神臨技 

412号 

 平成25年 9月 1日発行 

2013 弘済学園・悠トピア 心電図ボランティア 開催される 
 

地域保健協力事業の一貫として、毎年実施している心電図検診事業活動の今年度第２弾が、6 月 16 日(日

曜日)に弘済学園・悠トピアにおいて行われました。この事業は、社会的貢献を含め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。また、検査を通じての他施設の技師との交流や意見交換が図

られ貴重な経験を得ることが出来ます。 

 弘済学園・悠トピアでの心電図検診は、その施設の大きな体育館を利用し、そこに畳を用意して、その上に

シーツを敷いて心電図検査が行われます。気になる天候は、検査前日が晴れでとても暑かったのですが、当

日は、曇り一時小雨で天気は悪かったのですが検査を行うのには涼しく良い環境下での実施でした。 

今年の心電図検診ボランティア参加者は総勢 39 名で、８班にチーム編成し検査を実施しました。初参加の

会員や新社会人となった会員あるいは日常業務では検体系を担当している会員や、いつも参加いただいてい

る会員が集まり弘済学園生 127名、悠トピア園生 82名、合計 209名の生徒さんの心電図検診を行いました。

園児の中には心電図検診を怖がる園児や少し暴れる園児などが見受けられましたが、流石、検査技師慣れ

たもので手際よく連携対処し検査を行っていました。 

施設代表者より一年に一度、心電図検診を行うことによって生徒の健康管理に役立ち、大変有難いとの言

葉を頂きました。 

機器提供していただいた日本光電の方々、今回も賛助会員としてご参加いただく予定でしたアズサイエンス

の方々、ボランティア参加の会員の皆様、ご協力ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。 

この地域保健協力事業は、とても貴重な経験ができ新たな仲間ができるとても素晴らしい事業であると考えま

す。次回の参加、ご協力お願いします。 
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心電図ボランティア参加者 

 

 

棟方 伸一 北里大学病院 橋本 美恵 昭和大学藤が丘病院 

恩地 恵理 北里大学病院 市森 恵子 昭和大学藤が丘病院 

北川 季子 北里大学病院 火石 あゆみ 昭和大学藤が丘病院 

佐久間 敦子 北里大学病院 十良澤 智子 昭和大学横浜市北部病院 

濱田 恭 北里大学病院 小堀 真由 昭和大学横浜市北部病院 

今井 純子 神奈川リハビリテーション病院 清水 直也 川崎市立多摩病院 

倉上 早苗 東海大学医学部付属病院 鳥羽 祐 川崎市立多摩病院 

佐々木 美夏 東海大学医学部付属病院 安田 隆 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 

山根 優美 済生会神奈川県病院 佐久美 哲也 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 

佐藤 由希 七沢リハビリテーション病院  福田 すみれ 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 

上杉 芳弘 芳生会保土ケ谷病院 内田 俊一 島田内科医院 

大塚 元秀 横浜市立市民病院 菅原 通 日本医科大学武蔵小杉病院 

岡本 佳子 横浜市立市民病院 新井 祐司 昭和大学藤が丘病院 

仲村 麻美 横浜市立市民病院 丸山 智信 東海大学医学部付属病院 

池谷 由貴 済生会横浜市東部病院 齊藤 広将 済生会横浜市東部病院 

鷹合 彩穂 済生会横浜市東部病院 中崎 信彦 北里大学病院 

河合 実佐子 済生会横浜市東部病院 樋口 喬士 日本光電南関東株式会社 

光岡 優子 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院 加藤 歩 日本光電南関東株式会社 

津田 寿美枝 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院 阪元 一雅 日本光電南関東株式会社 

齊藤 央 神奈川県立循環器呼吸器病センター   

平成 25年度 7月神臨技定時総会が、去る 7月 30日（火）じんりんぎ研修センターにおいて開催されました。 

今回の総会は平成25年6月3日に一般社団法人へ登記申請が終了したことによる平成25年4月1日から平成

25年 6月 2日までの分かち決算として定時総会が行われました。 

議長に関 顕氏、増田浩一氏、書記に佐々木貴美子氏、鈴木千穂氏、仮議長に平本浩士氏、議事運営委員に

武田倫明氏が選出され、第１号議案（平成 25年度分かち決算に関する事業報告承認の件）、第２号議案（平成

25年度分かち決算に関する賃借対照表及び損益計算書並びにこれら付属明細書承認の件）について審議され承

認されました。 

 

一般社団法人 神奈川県臨床検査技師会 

平成 25年度 7月定時総会開催される 



7月理事会報告 

 

日 時: 平成25年 7月 10日（水）18：30～19：30  

場 所: じんりんぎ研修センター 

出席理事及び出席監事の数 

出席理事 18名（欠席 1名） 

出席監事  1名 

議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

横山 一紀 

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

長横山一紀が議長となり、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54名の入会を承認した。 

第2号議案 精度管理調査実務委員（血液学的検査）の追加の件 

2名の委員の追加に関して承認された。 

第 3号議案 第 32回神奈川県病院学会に係る名義使用及び研究発表

（一般演題）の募集に関する件 

上記に関し承認した。 

第 4号議案 第 32回神奈川県病院学会に係る運営委員の協力依頼に

関する件 

2名の協力者を承認した。 

第5号議案 「超音波スクリーニング研修講演会2013有明」 

後援依頼の件 

上記に関する後援を行うことを承認した。 

第6号議案 第7回神奈川県糖尿病療養指導士認定機構研修会の後援

依頼に関する件  

「“糖尿病における動脈硬化”“糖尿病の最近の治療”」をテーマとす

る研修会に後援することを承認した。 

第7号議案 生理研究班循環器専門グループ運営委員の追加採用 

に関する件 

1名の追加採用希望者を承認した。 

第8号議案 地区役員の追加に関する件 

県央地区ホームページ委員1名を承認した。 

8月理事会報告 

 

日時: 平成25年8月14日（水）18:30～19:30 

場所: じんりんぎ研修センター 

出席理事及び出席監事の数 

出席理事 16名（欠席 3名） 

出席監事  1名 

議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

横山 一紀 

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

横山一紀が議長となり、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 41名の入会を承認した。 

第2号議案 「神奈川県立福祉大学を支援する会」会費納入の件 

平成 25年度会費を 2口納入し協力することを承認した。 

第3号議案 「2013年がん征圧キャンペーン」特集の協賛に関する件 

協賛することを承認した。 

第4号議案 平成25年度「全国検査と健康展」の実施に関する件 

下記の実施で承認した。 

①� 健康ポスター、パネル等の展示  

②� ②リーフレット、パンフレット等の配布 

第5号議案 平成25年度神奈川県公衆衛生協会会長表彰の候補者 

       推薦の件 

1名の候補者を推薦することを承認した。 

第6号議案 平成25年度日臨技首都圏支部医学検査学会座長候補に 

関する件 

生理・微生物・一般・管理運営の 4 部門で 4 名の候補を立てることを

承認した。 

第 7 号議案 生理検査研究班平衡聴覚専門グループ運営委員の追加に

関する件 

1名の追加採用希望者を承認した。 

第8号議案 ＴＶＫ「健康と美の祭典」への協力に関する件 

協力することを承認した。 

 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
平成 25年 6月 1日から 

平成 25年 6月 30日まで 
川崎  地区    7名 
 横浜Ⅰ地区      10名 
横浜Ⅱ地区       10名 
横須賀地区       1名 
 湘南 地区        4名 
西湘地区        3名 
県央地区       19名 
 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
平成 25年 7月 1日から 

平成 25年 7月 3１日まで 
川崎 地区      8名 
横浜Ⅰ地区     10名 
横浜Ⅱ地区       4名 
横須賀地区       2名 
湘南  地区      4名 
西湘  地区      0名 
県央  地区      13名 



 


