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新年を迎えて 

平成 26 年 1 月 副会長 小浜 信夫 

新年あけましておめでとうございます。 

会員、賛助会員の皆様方におかれましては、穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年中は技師会活動にご理解

とご協力を賜り、誠にありがとうございました。 

昨年は当会にとって大きな節目の一年となりました。役員改選、定款変更、一般社団法人への移行など組織に関わる大きな変化

がありましたが、皆様のご支援により、横山会長の下で諸事業を順調に進めることができました。重ねて心より感謝申し上げます。 

さて、今年度は昨年に引き続き種々の事業を推進していくとともに、一般社団法人移行に伴う諸規定の再整備などを進めなけれ

ばなりません。また、役員、各研究班委員の改選も予定されています。皆様方からのさらなるご理解とご協力、ご支援、そして技師

会への積極的な参加をお願いしたいと思います。 

最後に、今年も会員、賛助会員の皆様方にとって幸多き年となりますことをお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

 

新年を迎えて   

平成 26 年 1 月 会長 横山 一紀 

明けましておめでとうございます。 

皆様にはお健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は当会の運営に多大なるご支援、ご協力を賜りまして心

より御礼申し上げます。正会員・賛助会員の皆様の技師会活動への積極的な参加のお陰をもちまして、会員数は 3,000 名に達する

ことができました。重ねて御礼申し上げる次第です。 

さて、公益法人制度改革関連法に基づき、当会として数年来の懸案であった一般社団法人への移行も昨年 6 月に無事完了し、新

法人として初めての新年を迎えることとなりました。当会が従来から目的としている衛生思想の普及・地域保健事業への協力・県民

の健康の保持と増進に関する事業はそのままに、神臨技の強みである企画力、団結力そして行動力を生かして、神奈川から全国に

発信できるような新しい取り組みにも順次着手していきたいと考えております。そのためには会員の皆様のお力添えが必要であり、

本年も引き続き皆様の積極的な参加とご協力をお願い申し上げます。 

会員の皆様とご家族のご健康とご多幸を心より祈念いたしまして新年のご挨拶といたします。 

 
新年を迎えて 

平成 26 年 1 月 副会長 河野一郎 

あけましておめでとうございます。 

新たな年を迎え、今年が皆様にとって幸多き年となることを、お祈りいたします。 

昨年の一般社団法人化達成を機に、今年はさらなる事業発展を会員ならびに賛助会員の協力のもと推進していきたいと思いま

す。臨床検査技師は高いスキルと正確な判断力が要求されると同時に、社会性のある言動や行動が必要不可欠です。技師一人ひ

とりが各事業の積極的な参加を通じて自己研鑽と人材育成を図れることを望んでいます。 

また、日臨技が推進している精度保証施設認証制度や職域拡大を目的とした鼻腔、咽頭などからの微生物検査等の検体採取に

ついて、臨床検査技師等に関する法律改正の期待が高まっています。すなわち検体採取、検査実施、検査説明と一連の業務に関し

責任をもって対応できる環境は整っていくものと思われます。 

慢性的に変化する経済状況や厳しい医療情勢は、今後も不透明な部分もありますが、様々な分野の研究班や地区がさらなる成

長を実現するために、より自由な発想で、より熱い思いをもって活動することが技師会全体の活性化に繋がるものと、会員のご支援

ご協力を賜りたく思います。 
最後に、皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り致します。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	  

	  

 
 

 

第 62 回 神奈川県医学検査学会報告 

 

 
 

第62 回神奈川県医学検査学会を終えて 

 学会実行委員長  丸山 智信 

 

平成 25 年 11 月 17 日に横浜市立大学医学部看護学科の施設をお借りして、第 62 回神奈川県医学検査学会を開催いたしました。メインテーマに

「地域・医療の質的貢献」を掲げ、好天にも恵まれ参加者が４５０名を超え盛会裏に終了することが出来ました。これもひとえに、皆様方の暖かいご

支援とご協力の賜物と、深く感謝いたしております。 

 市民公開講演では、国際ジャーナリストの廣淵升彦先生をお迎えして「すてきな国際人になる方法」の講演をいただきました。英単語の持つ意味

が日本人と米国人では全く違うことなど、先生の海外でのご体験を踏まえた内容で、普段我々の学会では聞くことのできない国際色豊かな講話でし

た。また、学会企画では企画調査委員による「各地区対抗臨床検査知識競技大会」を行い、各地区から選抜された優秀な技師による早押しクイズな

どが行われ活気に満ちた内容でした。さらに、各研究班からは７つのシンポジウムと賛助会員６社によるランチョンセミナーも行われました。一般演

題においては各学会が開催される中、36 演題の応募があり活発な討議が行われていました。特に、学生が熱心にメモを取っている姿が印象的でし

た。 

 なお、本学会開催にあたり不馴れのため、なにかと不行き届きの点も多々あったことと存じますが、何卒ご容赦いただきますようお願い申しあげ

ます。 

この場をお借りし、本学会にご協力いただきました横浜市大医学部様をはじめ関係者各位、ならびに多大なご支援を賜りました賛助会員の皆様

に厚くお礼申しあげます。 

末筆ながら、皆様方の益々のご健勝とご活躍をお祈り申しあげます。 

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 
 



 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

市民公開講座 

	 「すてきな国際人になる方法」 

	 How to be a refined world citizen 
  演者：廣淵 升彦 （国際ジャーナリスト） 

.特別企画（企画運営委員会） 

 各地区対抗 臨床検査知識競技大会 

  パネラー 川崎地区 県央地区 湘南地区 西湘地区 

         横須賀地区 横浜Ⅰ地区 横浜Ⅱ地区 

  司会    大野 匡之 （横浜栄共済病院） 

         藤崎 誠  （富士フィルム健康管理センター）  

.シンポジウム 

 ◆シンポジウムⅠ（生理） 

  「生理検査の人材育成～精度管理との専門性の確立～」 

 ◆シンポジウムⅡ（輸血・血液） 

  「周術期における血液検査と輸血」 

凝固コントロールを中心に  

 ◆シンポジウムⅢ（情報システム） 

  「地域連携・在宅療養フィールドの推進」 

  「希な遺伝子異常を伴うがんの分子診断」 

 ◆シンポジウムⅣ（微生物） 

  「様々な立場でのグラム染色」 

 ◆シンポジウムⅤ（臨床化学） 

  「血糖測定は SMBG から CGM へ 

    CGM への臨床検査技師のかかわり」 

 ◆シンポジウムⅥ（一般） 

  「寄生虫検査 –虫卵鑑別および検査の経験と実際-」 

 ◆シンポジウムⅦ（病理・細胞） 

  「胃幽門腺の形質発現（胃型粘液）を伴う 

    子宮頚管腺病変の診断と問題点」 

 



 

11 月理事会報告 

日 時: 平成25 年 11 月 13 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 

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 9 名の入会を承認した。 

第 2 号議案 賀詞交歓会に関する件 

下記の要領で開催することを承認した。 

開催日時：平成26 年1 月17 日（金） 19：00～ 

開催場所：ホテル・キャメロットジャパン 

第 3 号議案 施設連絡責任者会議に関する件 

下記の要領で開催することを承認した。 

開催日時：平成26 年1 月17 日（金） 18：30～ 

開催場所：ホテル・キャメロットジャパン 

第 4 号議案 事務職員冬季賞与に関する件 

	 例年通りの支給で承認した。 

12 月理事会報告 

日時: 平成25 年12 月6 日（水）18:00～18:30 

場所: ホテルキャメロットジャパン 
出席理事及び出席監事の数 

出席理事 15 名（欠席4 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 4 名の入会を承認した。 

第 2 号議案 第 9 回（平成 25 年度）神奈川県合同輸血療法委員会

開催に関する後援名義に使用に関する件 

後援名義使用に関して承認した。 

第 3 号議案 第 63 回日本医学検査学会座長候補者に関する件 

8 名の担当者を推薦することで承認した。 

第 4 号議案 第 30 回糖尿病セミナーの後援及びチラシ配布に関す

る件 

後援及びチラシ配布に関して承認した。 

第 5 号議案 第 49 回日本理学療法学術大会後援名義使用願いに

関して後援名義使用に関して承認した。 

 

≪	 新 入 会 員	 ≫ 
	 

平成25年10月1日から	 

平成25年10月31日まで	 
川崎	 	 地区	 	 	 	 0名	 
	 横浜Ⅰ地区	 	 	 	 	 	 	 2名	 
横浜Ⅱ地区	 	 	 	 	 	 	 	 3名	 
横須賀地区	 	 	 	 	 	 	 0名	 
	 湘南	 地区	 	 	 	 	 	 	 	 1名	 
西湘地区	 	 	 	 	 	 	 	 1名	 
県央地区	 	 	 	 	 	 	 	 2名	 
賛助会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0社	 
	 
10月31日現在	 会員数	 3,029名	 

賛助会員	 	 	 62社	 

≪	 新 入 会 員	 ≫ 
	 

平成25年11月1日から	 

平成25年11月30日まで	 
川崎	 	 地区	 	 	 	 1名	 
	 	 横浜Ⅰ地区	 	 	 	 	 	 	 2名	 
横浜Ⅱ地区	 	 	 	 	 	 	 	 0名	 
横須賀地区	 	 	 	 	 	 	 0名	 
	 	 湘南	 地区	 	 	 	 	 	 	 	 0名	 
西湘地区	 	 	 	 	 	 	 	 0名	 
県央地区	 	 	 	 	 	 	 	 1名	 
賛助会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0社	 
	 
11月30日現在	 会員数	 3,033名	 

賛助会員	 	 	 62社	 
	 

平成 25 年 賀詞交歓会のご案内 
新年の、会員および賛助会員、皆様の活動初めとして交歓会

を下記の日程で開催致します。皆様奮ってご参加されますよう

ご案内申し上げます。 

開催日： 平成 25 年１月 18 日（金）  19：00～21：00 

場 所： ホテルキャメロットジャパン	 

施設連絡責任者会議開催のお知らせ                                          
下記のとおり「施設連絡責任者会議」を開催致します。万

障お繰り合わせのうえ、ぜひご出席くださいますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

開催日： 平成 25 年 1 月 18 日（金） 18：00～19：00 

場 所 ： ホテルキャメロットジャパン 

議題内容 1.活動報告（学会、新法人化等） 

       2.その他 

2.その他	 

 


