
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神臨技 
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 平成25年 11月 1日発行 

2013 くず葉学園 心電図ボランティア 開催される 
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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3,020名 賛助会員数 62社（ 9月  30日現在） 

印刷所／有限会社 印刷の旺文社 

 

地域保健協力事業の一貫として、毎年実施されています心電図検診事業活動の今年第 3弾が最後の締めくくりとして、9月 1日(日)“くず葉学園”

において実施しました。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、その地位向上を目指す目的で実施されています。また、検診

活動を通じて他の施設の会員の方々との交流や意見交換が図られ貴重な経験が得られる場所でもあります。 

 9 月 1 日は暦の上では、秋の気配が感じられる季節と思いきや、まだまだ残暑厳しき真夏の様な日差しの中、小田急線渋沢駅に集合しました。そ

して、学園からの迎えのバスに揺られ一路“くず葉学園”へ。三日前までの天気予報では、当日の集合時間が丁度台風のど真ん中…で心配しまし

たが、前日に温帯低気圧となり当日は晴天でとても暑い一日でした。 

学園にバス組が到着、直接学園をめざした参加者と検査機器一式をご用意いただいたフクダ電子株式会社から参加された2名の方を含め、総勢

18名の参加者で検査を実施しました。 

今回は 72 名の学園生を対象者に検査を実施しました。前回同様に参加された会員の連携と手際の良さ、また、施設の先生方のサポートや学園

生の協力もあって、再検査も含め全ての検査が午前中に終了しました。その後、施設の方と一緒に昼食を取ながら交流・歓談しました。その時に、

施設の方から心電図ボランティアは本施設が開園してからの長い付き合いであることや、学園生の入所が終生であることのお話を聞いたことが記

憶に残っています。最後に施設の方の手作りのお土産をいただいて一同帰路につきました。充実した半日でした。 

今年度の心電図ボランティアは終了いたしましたが、来年も同様に活動が実施されます。 

地域保健事業担当として、この様な事業に参画出来ましたことに感謝いたします。また、会員一人ひとりの地域保健協力事業に対する認識に感

銘を受けました。我々、臨床検査技師会が果たすべき役割は大きく、また使命であると考えます。心電図ボランティア事業に参加された会員の皆様

に感謝申し上げます。そして、来年度も参加、ご協力お願いします。 

 



くず葉学園心電図ボランティア参加者名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 所属 氏名 所属 

棟方 伸一 北里大学病院  上杉 芳弘 芳生会保土ケ谷病院  

倉上 早苗 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  

山根 優美 済生会神奈川県病院 鷹合 彩穂 済生会横浜市東部病院  

須佐 裕美 医療法人社団帰陽会 丹羽病院  河合 実佐子 済生会横浜市東部病院  

清水 直也 川崎市立多摩病院  中崎 信彦 北里大学病院  

安田  隆 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院  齊藤 広将 済生会横浜市東部病院  

福田 すみれ 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院   新井 祐司 昭和大学藤が丘病院  

塩崎 麻衣子 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院  石渡 健人 フクダ電子神奈川販売株式会社 

仲村 麻美 横浜市立市民病院  上野 健也 フクダ電子神奈川販売株式会社 

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     横浜市立大学医学部看護学科・ヘボンホール 

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 

 

 

 

                                                                         

 

神臨技忘年会のお知らせ！！ 

皆様にとって平成 25年はどんな年でしたか？良いこと・ 

悪いこと含め忘年会でパーっと盛り上がりましょう！ 

開催日：平成 25年12月6日（金） 

時  間：19：00～ 

場  所：ホテル キャメロットジャパン 

会  費：6,000円               

          

実行委員長  丸山智信   

副実行委員長 佐藤泰之 

 



 

9月理事会報告 

日 時: 平成25年 9月 11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 17名（欠席 2名） 

出席監事  1名 

事務局   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20名の入会を承認した。 

第2号議案 「第59回神奈川県公衆衛生学会」協賛の件 

Ａ４頁、(10,000円)納入し協力することで承認した。 

第3号議案 荻野ビル袖看板撤去工事に伴う費用に関する件 

ビル所有者との費用折半で承認した。 

10月理事会報告 

日時: 平成25年10月9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 

事務局   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 12名、及び賛助会員１社

の入会を承認した。 

第2号議案 日本医療マネージメント学会「第１３回神奈川支部学術集会」

開催に伴う、名義使用許可の依頼に関する件 

名義使用に関して承認した。 

第3号議案 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画担当者講習

会」の受講申請及び推薦依頼に関する件 

2名の担当者を推薦することで承認した。 

第4号議案 神奈川県医療専門職連合会役員に関する件 

常務理事・役員推薦委員・代議員に関して承認した。 

第5号議案 理事・各地区・各研究班合同会議開催に関する件 

次の日程で開催することを承認した。 

開催日：平成25年11月20日（水） 

場場所：じんりんぎ研修センター 

時自間：19：00～  

第6号議案 平衡聴覚専門グループ運営委員に関する件 

1名の班員の交代に関して承認した。 

第7号議案 生活習慣病対策委員補充に関する件 

  1名の委員の補充に関して承認した。 

 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
 

平成 25年 8月 1日から 

平成 25年 8月 31日まで 
川崎  地区    1名 
 横浜Ⅰ地区       5名 
横浜Ⅱ地区        4名 
横須賀地区       1名 
 湘南 地区        1名 
西湘地区        1名 
県央地区        7名 
賛助会員          0社 
 
8月 31日現在 会員数 3,008名 

賛助会員   61社 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
 

平成 25年 9月 1日から 

平成 25年 9月 30日まで 
川崎  地区    0名 

  横浜Ⅰ地区       6名 
横浜Ⅱ地区        2名 
横須賀地区       0名 

  湘南 地区        0名 
西湘地区        1名 
県央地区        3名 
賛助会員          1社 
 
9月 30日現在 会員数 3,020名 

賛助会員   62社 
 



 

第62回 神奈川県医学検査学会 

市民公開講演 
2013年11月17日（日） 11:00～12:00  
 

■ 会 場：横浜市立大学医学部看護学科 ・ ヘボンホール 

       〒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 済生会横浜市東部病院 

            一般社団法人 神奈川県臨床検査技師会会長 

   「すてきな国際人になる方法」  
- How to be a refined world citizen - 

 

国際ジャーナリスト 廣淵升彦 

          

                      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 

 


