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平成２７年５月定時総会開催される 

 

 

平成 27年 5月定時総会が去る 5月 30日の土曜日、15：00より 

ワークピア横浜にて開催された。 

総会出席数は出席正会員51名、委任状 1979名（委任状内訳： 

会長委任 984名、議長委任985名、代理人指名 10名）となり、現在

の正会員数の過半数を超えた。  

本総会では平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで、平成

26 年度事業として行った諸活動および緒決算、また平成 27 年度の

実施計画書と予算書について横山会長から報告があった。 

資格審査結果の報告及び議事運営案の提案 

報告第1号、平成26年度事業報告の内容報告の件 

議案第1号、平成26年度貸借対照表、損益計算書（正味財産増減 

計算書）及びその付属明細書の承認の件 

報告第2号、平成26年度公益目的支出計画実施報告書の内容報告の件 

報告第3号、平成27年度事業計画書の内容報告の件 

報告第4号、平成27年度収支予算書の内容報告の件 

議案第2号、会長推薦理事1名選任の件 

 

 

生涯教育事業担当

高橋　美穂

資質向上事業担当

◎芹澤　昭彦　　角田　拓也

常務理事・事務部長

中﨑　信彦 精度管理事業担当

◎国松　誠　　芹澤　昭彦


角田　拓也　森山　亨

地域保健事業担当

副会長 ◎森山　亨　高橋　美穂

山口　真澄

雑誌編集事業担当

◎押田　好美

広報部長 広報・会員名簿発行事業担当

平石　直己 ◎押田　好美

会　長 会報発行事業担当

横山　一紀 ◎押田　好美

組織強化担当

◎原　英雄　　塚越　由紀子

運営企画部長 企画・調査・渉外担当

片川　一之 ◎齊藤　広将　 原　英雄

副会長 災害医療事業

小浜　信夫 ◎塚越　由紀子　齊藤　広将

顧　問 常務理事・会計部長 会計担当

小田　憲一 江成　典子

事務部長 事務担当

監　事 村山　幸弥 秋山　公子

稲垣　浩司


赤池　精一 事務局長 事務局員

鶴野　和則 酒井　俊江 　武田　恵子

平成27年度 理事会業務分担図



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 寿湘ヶ丘老人ホーム 心電図ボランティア 開催される 
 

 

毎年、恒例で行われます地域保健協力事業の第一弾として、4 月 26 日に寿湘ヶ丘老人ホームにおいて心電図検診事業

活動を実施しました。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。 

当日は、富士山を望むことが出来る晴天に恵まれ、ボランティア参加者 25 名(初参加 5 名)と、いつもご協力いただいてい

る（株）スズケンさん3名の総勢28名により検査を実施しました。3班のグループに分けて老人ホームの2階、3階および別

館に別れて入居者 116 名の心電図検査を実施しました。最初に、機器の取り扱い説明などのミーティングを行い検診開始。

初めて参加された方は、緊張した面持ちで説明を聞いていましたが、検査が始まると経験者の優しいアドバイスもあり手際

よく検査を行っていました。ボランティア参加者と（株）スズケンの担当の方、老人ホームのスタッフの方の華麗なる連携によ

り予定時間より早く終了しました。 検査終了後の意見交換会では、「病院とは違う貴重な経験が出来ました。」、「他施設で

の工夫や対応について情報交換が出来て大変参考になりました。」などの感想を頂きました。 

毎年、毎年、同じではありますが、入居者やそのご家族の皆さん、老人ホームのスタッフの皆さんに大変喜んで頂く事が

できました。皆さんのご協力に感謝致します。心電図ボランティア活動は、毎年３回実施しています。会員の皆様の参加をお

待ちしております。初心者でも未経験者でも構いませんのでご協力の程よろしくお願いします。参加申し込み方法について

は神臨技ホームページをご覧ください。 

 
 

                  

 

 

棟方 伸一  北里大学病院   齊藤 典代  自宅会員 

 恩地 恵理  北里大学病院   小池 碧  横浜旭中央総合病院  

 今井 純子  神奈川リハビリテーション病院   寺西 雅子  神奈川県汐見台病院  

 谷川 圭  医療法人公興生会 相模台病院   山本 かおる  神奈川県予防医学協会  

 安齋 淳一  大和市立病院   鈴木 真希  聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院  

 手島 慶子  昭和大学藤が丘病院  上田 明美  太田総合病院  

 大柴 さやか  昭和大学藤が丘病院   内田 俊一  島田内科医院 

 上杉 芳弘  芳生会保土ケ谷病院   須佐 裕美  医療法人社団帰陽会 丹羽病院  

 鶴岡 百々子  横浜市立市民病院   中﨑 信彦  北里大学病院 

 大塚 元秀  横浜市立市民病院   森山 亨  一財）神奈川県警友会 けいゆう病院 

 仲村 麻美  横浜市立市民病院   齊藤 広将  済生会横浜市東部病院  

 山根 美紗  横浜市立市民病院   笹野 晃央  株） スズケン ケンツ事業部 営業二課  

 丸田 結花  横浜市立市民病院   島崎 忠重  株） スズケン ケンツ事業部 営業二課  

 光岡 優子  聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院   柿本 崇臣  株） スズケン ケンツ事業部 営業二課  

 

心電図ボランティア参加者 



                             

 

 

  

5月理事会報告 

日 時 平成 27年 5月 13日（水）、18：30～19：30  
場 所  じんりんぎ研修センター 
出席役員  
理 事： 17名（欠席 1名）  
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、下記のとおり報告、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、3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、日臨技の実施計画案等について 
各報告を行った。  
議案第 1号、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 30名の入会を

承認した。 
議案第 2号、平成 27年度、「検査説明・相談ができる臨床検
査技師育成講習会」の実施要綱に関する件  
 1.開催時期；平成 27年 10月 17・18日 
 2.開催場所；ユニコムプラザさがみはら（相模大野サウス

モール 3階） 
 3.カリキュラム 
  17、18日の 2日間にわたり、ビデオ放映・ロールプレイ 
  ・検査説明の実際・Ｒ－ＣＰＣ等を行う。 
 4.プロジェクト委員 
 技師会関係 
  横山 一紀   山口 真澄   中﨑 信彦 
  小田 憲一   村山 幸弥   秋山 公子 
  鶴野 和則 
 各施設委員 
  三浦 芳典  北里大学病院 
  土筆 智晶  北里大学病院  
  田中 綾乃  東海大学医学部付属病院 
  山崎 麻未  川崎市立川崎病院 
 上記、実施要綱案に関して承認した。 
議案第 3号、新規委員会（災害医療委員会、調査委員会）の 
委員承認に関する件 
 災害医療委員会 
 ◎瀬戸 享往  東海大学医学部付属大磯病院  
  堀井 薫   小田原市立病院 
  鈴木 正芳  三浦市立病院 
  平井 誠   北里大学病院 
  寺岡 和利  昭和大学藤が丘病院 
  原 優子   横浜南共済病院 
  関口 博子  平塚市民病院 
  高橋 裕太  日本医科大学武蔵小杉病院 
 ◎委員長 

調査委員会 

  脇坂 佑紀  西湘病院 

  清水 大輔  横須賀市民病院 

  今井 厚   JA神奈川県厚生連相模原協同病院 

  山根 優美  済生会神奈川県病院 

  林 榮一   みなと赤十字病院 

  国松 誠   茅ケ崎市立病院 

  平本 浩士  総合新川橋病院 

                     

6月理事会報告 

日 時 平成 27年 6月 10日（水）、18：30～19：30 
場 所 じんりんぎ研修センター 
出席役員 
 理 事 ： 18名（欠席 1名） 
 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、下記のとおり報告、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、3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、日臨技の実施計画案等について 
各報告を行った。 
議案第 1号、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49名と賛助 
会員 1社の入会を承認した。 
議案第２号、常任理事会構成理事の選任に関する件 
 平成 27年 5月理事会において、平石理事の広報部長選任が
承認された。今回、組織運営規定第 2章第 3条第 2項により
平石広報部長の常任理事会構成理事に選任することが提案さ
れて、これを承認した。 
議案第３号、平成 27年度精度管理調査実施に関する件 
 実施要綱に関して承認した。 
議案第 4号、企画委員会委員補充に関する件 
 任期：平成27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 
 ・吉澤 麗子  横浜掖済会病院 
 ・佐藤 克亘  けいゆう病院 臨床検査科 
 以上、委員の補充に関して承認した。 
議案第 5号、生活習慣病対策委員追加に関する件 
 ・澤上 愛   けいゆう病院 臨床検査科 
 以上、委員の追加に関して承認した。 
議案第 6号、第 34回神奈川県病院学会に係わる名義使用に関
する件 
 テーマ：「地域医療連携の推進 Part4 
      ～地域医療構想をふまえ～」 
 日時：平成 27年10月 19日（月）午後 1時～午後6時（予定） 

 場所：神奈川県総合医療会館 7階大講堂他 
 上記、名義使用に関して例年通り承認した。 
議案第 7号、夜間急病センター業務委託に関する件 
 横浜市救急医療センター事業の執務等に関する協定書の契
約に関して承認した。 
 

  

議案第 4号、横浜バイタルサインセミナー後援に関する件 
 開催日時：2015年 7月 11日（土曜日）13時～17時 
 開催場所：はまぎんホール ヴィアマーレ 
 テーマ：周術期におけるチーム医療を考える 
 上記、後援に関して承認した。 
議案第 5号、日本性感染症学会第 28回学術大会シンポジスト
派遣に関する件 
 当会、STI 予防啓発委員会へシンポジスト派遣の依頼があ
り、前委員長の新宮 千恵美氏を派遣することで承認した。 

議案第 6号、広報部長変更に関する件 
 組織運営規定第22条第 3項に基づき、山口副会長兼務を解
き、平石理事が広報部長へ変更となることを承認した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
平成 27年 5月 1日から 5月 31日まで 
川崎  地区     4名 

  横浜Ⅰ地区       13名 
横浜Ⅱ地区         7名 
横須賀地区        3名 

  湘南 地区        11名 
西湘地区         2名 
県央地区         9名 
 県外      0名 
5月 31日現在 会員数 3,125名 

賛助会員   53社 
 

 

 
 

■ 開催日   ： 平成 27 月 10 月 17 日（土） 、18（日）の 2 日間  

■ 開催会場 ： 相模原市立市民・大学交流センター （ユニコムプラザさがみはら）‥相模大野 

■ 受講料  ： 10,000 円 

※ ＦＡＸまたは神臨技ＨＰよりお申込み下さい。 
 

詳細は神臨技HP 『平成２７年度 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会』をご覧下さい。 

           

 

 

 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
平成 27年 4月 1日から 4月 30日まで 

川崎  地区     0名 
  横浜Ⅰ地区       10名 
横浜Ⅱ地区         6名 
横須賀地区        1名 

  湘南 地区         5名 
西湘地区         1名 
県央地区         7名 
 県外      0名 
4月 30日現在 会員数 3,045名 

賛助会員   49社 

 

 

 

会 期 ： 平成 27 年 11 月14 日（土）・15 日（日） 

会 場 ： パシフィコ横浜アネックスホール 

学会長：  横山一紀 （済生会横浜市東部病院） 

演題募集： 平成 27 年 5 月20 日（水）から 7 月 10（金） 

        奮ってエントリーをお願いいたします。 

詳細は第4 回日臨技首都圏医学検査学会の HP をご覧下さい。 

http://web.apollon.nta.co.jp/jinringi2015/ 

     （神臨技HPからリンクしています） 

 

 

 

第 4回日臨技首都圏支部医学検査学会のお知らせ 

 

「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」のご案内 

会 

 

                  

 会報記事掲載及び行事実施申請書について                   

 会報発行の 2 ヶ月前の 28 日が最終受付期日です。 

（例： 9 月の会報掲載は 7 月 28 日） 

どちらも kaihou2009@jinrigi.or.jp  宛に送信して下さい。 

皆様のご協力をお願い致します。 

 

広報部からのお願い   平成 27 年度 精度管理調査実施のお知らせ 

 

平成27年度 精度管理調査が実施されます． 

申込み開始日時は平成27年 6月22日からです。 

参加申込み方法は，日臨技のホームページからお願い

します。 

詳細は神臨技HPをごらん下さい。 

 

http://web.apollon.nta.co.jp/jinringi2015/
http://web.apollon.nta.co.jp/jinringi2015/
mailto:kaihou2009@jinrigi.or.jp

