
役員定数：31 名 （出席 18 名、委任状 11 名、欠席 2 名） 

平成 26 年度総会 式次第 
 
平成 26 年 4 月 27 日   横浜市健康福祉センター会議室 
12:30-13:00 編集会議 
13:00-14:00 常任理事会 
14:00-15:00 総会 

 

総合司会：津村  書記：半田 

開会のあいさつ              平尾先生 

議題 
I. 平成 25 年度事業報告（資料 I）                    常盤 
II. 平成 25 年度決算報告、寄付一覧（資料 II-①、②）           半田 
III. 平成 25 年度監査報告(資料 III)                    外岡 
IV. 平成 26 年度神奈川県糖尿病協会役員（案）（資料 IV）         半田 
V. 平成 26 年度事業計画（案）（資料 V）                常盤  
VI. 平成 26 年度予算（案）（資料 VI）                  半田  
VII. 平成 26 年度参加施設名簿（資料 VII）              半田 
VIII. 行事役割分担（案）（資料 VIII）                 半田 
IX. 交通費規定改定とそれに伴う細則改定（資料 IX）           半田 
X. 25 年度還付金に関する報告（資料 X）                半田 
XI. 26 年度研修旅行の案内（資料 XI）                 坂本 
XII. その他 

① 40 周年記念行事(案)                   平尾、津村 
② 糖尿病シンポジウムのお知らせ（資料 XII）          津村 
③ 患者会会長会および栄養士会開催について：25 年度の報告と 26 年度の計画 

                               志波 
④ 導医名簿、事務局メモ                 （配布資料） 

     
 

閉会のあいさつ                坂本           
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26年度総会出欠

８

１

出

委

返事無(欠 )
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資料 I

平成 25年度 事業報告書

(平成 25年 4月 1日 ～平成 26年 3月 31日 )

日時 事業名 場所

平成 25年 4月 24日 会計監査 神奈川県保険医協会事務局

5,月 2日 事務連絡会 井田病院会議室

5月 26日

編集委員会

魔浜市健康福祉総合センター常任理事会

総会

6月 16-17日 平成 25年度研修旅行(1泊 ) 菊房総舘山 いこいの村舘山

6月 27日 第5回学術講演会 (医療スタッフ向) 蹟浜崎陽軒本店

8月 ψんとう106号発刊

8月 Jヽ児糖尿病サマーキヤンプ
黄浜つばみの会、

旧模原つばみの会

9月 12日 事務連絡会 丼田病院会議室

9月 28日 第 1回患者会会長会 黄浜市 サンミ高松

10月 27日 シォークラリー、指導医会 金沢動物公園

11月 17日 糖尿病デー 市民公開講座 ままぎんホール ヴイアマーレ

12月 19日 事務連絡会 井田病院会議室

平成 26年 1月 26日 哩事会・指導医会、新年会 蹟浜市 高松

2月 23日 事6回食事勉強会 ‖崎市立川崎病院講堂

3月 5日 第2回栄養士部会 崎陽軒横浜本店

毎月 調理指導、栄養相談 黄浜市健康福祉総合センター
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平成25年度 神奈川県糖尿病協会決算

次年度繰越金  553.875円
平成26年3月 31日

′ヽス代、高

197.110友の会活動費

会場費・飲食費・役員交通費等

田・常盤・村中
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資料II-②

平成25年度御寄附

平成25年度賛助会員
会社 賛助会員（口数）
アボットジャパン 1
三和化学研究所 5
キッセイ薬品工業 1

平成25年度ご寄付
会社 寄付金（円）
MSD 50,000
大日本住友製薬 50,000
ノバルティスファーマ 20,000
興和創薬 40,000
日本イーライリリー 100,000
小野薬品工業 50,000
第一三共 40,000
テルモ 50,000
アステラス製薬 30,000
日本ベクトン・ディッキンソン 20,000
日本ベーリンガー・インゲルハイム 20,000
田辺三菱製薬 100,000
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資料 ⅡI

収 入 の 難

率咸26撃 3月 響圃
単位:円

料  欄 頃 : 1圏 25年腱予:算 本年度1決算 予鱗難1鍾 儘  奪

会  費
量付奎‐支付金収入 1、850.500 1,726,300 124120( 1945人分十交付金10万円

賛
‐
助 会費 300,000 14‐0,000 160100C

寄  付 奮 般 寄 付 令 700,000 尋90,00( 210,00〔

事業費
瞬修旅行会費 4001000 400.00〔 年1回

食事勉強会会繋 60100( 70,00C △ 101000 lFl[]

広 告 料 広告掲載料 100.00C 150,00C △ 60.OCIIl しんとう

雑 収 入
預金金 Tll 10( 231 △ 181

雑 入 金 ( 0

繰 越 金 繰 越 金 782,77` 782,77″

合  計 4.193137, 3,759,35〔 434,01C

案内・資料発送費・スタッフ交通

1.379,21

会場費摯飲食費・役員交遮費等

翻鏡判躍夢駆鯰癬鶴眸欄 鶴藤議露
な書
熙癬癬陥鑢並樹・帳

諄 妙卜的輩島
響

埒
癬

・
監事 毯洛
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資料IV

神奈川糖尿病協会役割分担一覧表

平成26年 4月 1日 現在(31名 )

役職 氏名 職域 医療機関名 患者会名 地 区

1 顧 問 平 巳 繊 ― 医師 HECサイエンスクリニック 洋光会 横 浜

会 長 半田 みち子 医師 lil崎 市立井田病ri 火曜会 川崎

副会長 津村 和大 lll崎 市立川崎病院 かわびょう糖友会 川崎

坂本 次男 患者 日本鋼管病院 つつじ会 川崎

5 事務局長 常盤 千鶴子 栄養士 個人会 員 睦月会 県央

1 常任理事 調 推 ― 自R 医師 →ECサイエンスクリニック インスリンレデイーσ 横浜

2 小 花 光 夫 おばな内科クリニック おばな内科糖友会 川崎

3 松葉 吉郎 除葉医院 川崎糖 友会 川 崎

4 斎藤 達也 湘南大磯糖尿病クリニック 湘南

5 武田 浩 計 m々 :J二、ック や主だり但 楽部 湘南

6 的場 清和 掏 爆 肉 赳 ウ ll二 ッヽク MPal 県央

7 柳井 正晴 患者 北撃大学病院 さがみ会 相模原

8 宮本 尚明 平塚 共済病院 平塚糖友会 湘南

9 漬 藤 き 旱 栄養士 小日原市 寺病 院 こゆるぎ会 湘南

10 常盤 千鶴子 固人会員 睦月会 県央

1 理事 娠 元 自江 患者 平沼クリニック 平成会 横 浜

2 平尾 節子 スタッフ へ Jし スエディケーションヤンな一 スタッフの会 横 浜

3 黒 田 守 征 患者 騰浜市大総合病院 さえずりの会 横 浜

4 間渕 香絵 スタッフ あらいクリニック ひまわり 横 浜

5 志波 郁子 栄養士 済牛会構浜市南部病院 ひまわり会 横浜

6 黒 木 久夫 患者 騰 近 ■

“

病 障 悔ノ木会 横浜

7 高 山 春 恵 患者 HECサ イエンスクリニック 洋光会 横 浜

嵩山 将 患者 騰 近 古 土 書 病 陣 構浜夕照会 横 浜

紺野 清人 患者 総合新川橋病院 いちようの会 川崎

10 長谷川 了治 患者 おばな内科クリニック おばな内科糖友会 川崎

未下 忠男 患者 海老名総合病院 海老名けやきの会 県央

石 川 知 子 栄養士 相模原協同病院 あliさい会 相模原

井上 幸次郎 患者 平塚市民病院 湘力会 湘南

14 石 井 洋子 栄養士 伊勢原協同病院 ききようの会 湘南

布村 里 = 患者 個人会員 風車の会 川崎

1 監事 外岡 幸吉 患者 構須智共済病院 糖尿病友の会 横須賀

豊田 恭平 患者 相模原協同病院 あじさい会 相模原
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資料 V

平成 26年度 行事計画案

日時 事業名 場所

平成 26年 4月 3日 会計監査 呻奈川県保険医協会事務局

4月 4日 事務連絡会 件田病院会議室

4月 27日

編集委員会

廣浜市健康福祉総合センター常任理事会

総会

6月 15日 ～16日 平成 26年度研修旅行(1泊 ) 兵名湖舘山寺温泉

7月 30日 事7回学術講演会 (医療スタッフ向) 満浜崎陽軒本店

8月 ンんとう107号発干リ

9月 事務連絡会 井田病院会議室

9月 27日 誤者会会長会 廣浜市健康福祉総合センター

10月 26日 ウォークラリー、指導医会 廣浜動物園ズーラシア

11月 16日

謄尿病デー 市民公開講座

踏尿病シンポジウム

神奈川県糖尿病協会 40周年記念行事

ままぎんホールヴィアマーレ

平成 27年 1月 事務連絡会 井田病院会議室

2月 ～3月 第 7回食事勉強会 廣浜地区予定

3月 栄養士会 場所未定

毎月 調理指導、栄養相談 黄浜市健康福祉総合センター
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資料VI

2014/4/1-2015/3/31

1663人分 +交付金 10

豊 |■|=|■ 1雷 IEE■■■目 251年 1暦1予1算 26年 1度1予阜 差 額 備 |::|::君

機関紙 しんとうロ会 報 出 版 費 170.0 200.00C -30_00〔

,オー クヲ :一 50. 50.00C

470. 500.00C -30_00〔

100. 120.00C ―,000〔

85. 50,00C 35_00C 年 1回

友の会活動費補助日友の会活動費補リ 583.50C 498,90C 8460C 1663ンにう0

部 会 70.00C 90,00C -2000〔 1

会 長 会 80.00C 9000〔 -10【】〔】〔 1

Ю周年記念行事 関連 ロ 50000 -5000〔

計

褻
1_648900 -40400

項 111,日 26年IE‐
予 算 1姜 ‐相 |

会議費 午 云 150,00C 0 150,000 26年度 は 中止
:taニ

ーーーーーー
i20,00C 100,000 20.000 ≧1金当生L

会計監査 他 2000C ,0000 0

その IE 200,00〔 120,000 UU,UUU

100,00C 0 100,000 より廃止

50.00C 30000 20,000

弔
8

20.00C 20,000 0 盟滅:ど登 LJ

5,00〔 5.00C C 墜 睡 艦
30.00( 10_00C 20_00C 曇落 田品 ^本菫等 消難 品

0 695.000 305_00C 390.00C

llm::|1智 :||| 25年度 予 算| 26年1鷹予 1宣 書 1祖 i■ 備 |||||||||||||1考|

人 900,00C ′00,00C ZUり,UUU 務安 員、臨 時姜 員 日当なと

曇‥景̈暑一
200,00C 15000C 50,000 罰 里雲 i餞塾二 _……

劉 器 螂 離 _…

交際費、ホームページ謝
糊 f.‐ガ

700.000 750.00C -50000

雑 費 50,000
ハ
υ

ハ
υ

５ 45,00C

1850. 1.605.00C 245,00C

更 出 十 十(3) 4153.50C 3558. 594.60C

次期繰 越 39872 1.77[ 38.097

ロ 計 4_193372 3_56067[ 632.697

神奈川県糖尿病協会、会長  半田 みち子
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資料VII 平成26年更新

横浜地区 045
No. . 名称 〒 施設住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 会員数 担当医師 会長名 事務局ＭＡＩＬ

1
横浜市大医学部付属
市民総合医療センター
内分泌・糖尿病内科

さえずりの会 33（1） 矢作　智子 黒田　守征 kuromori-10-30@docomo.ne.jp

2
横浜市大医学部付属
市民総合医療センター小児科
内

横浜つぼみの会 60

菊池　信行（代
表）
大杉　康司（病
院）

3 横浜南共済病院　内科外来 横浜南夕照会　 236-0037 横浜市金沢区六浦東1-21-1 045-782-2101 045-701-9159 52 高橋　謙一郎 高山　將
4 横浜栄共済病院　栄養課 共友会　 247-0005 横浜市栄区桂町132 045-891-2171 045-895-8351 15 山田　昌代 風間　春夫

5
独立行政法人国立病院機構横
浜医療センター

戸塚さくら会　 245-8575 横浜市戸塚区原宿3-60-2 045-853-8319 045-853-8347 11 宇治原　誠 関口　典子 higashi-takako@yokohamamc.jp

6 横浜保険生協戸塚病院 ＤＭすずらん会 245-0062 横浜市戸塚区汲沢町1024-6 045-864-1241 045-871-0803 14 杉山　信子 なし
7 横浜新緑総合病院　栄養課 うさぎ会　 226-0025 横浜市緑区十日市場1726-7 045-984-2419 045-983-6906 16 磯　薫 小寺　茂
8 横浜労災病院　内科 梅の木会　 222-0036 横浜市港北区小机町3211 045-474-8111 045-474-8323 15 松澤　陽子 黒木　久夫
9 高田中央病院 TEAMすこやか 223-0066 横浜市港北区高田西2-6-5 045-592-5557 045-592-5617 18 荏原　太 荏原　寿枝

10 あらいクリニック ひまわり 227-0044 横浜市青葉区もえぎ野1-19 045-532-8820 045-989-1808 35 新井　桂子 阿山　華子あやま　つやこ

11 岡本内科クリニック 横浜ビジネスパーク糖友会 240-0005
横浜市保土ヶ谷区神戸町134横
浜ビジネスパークプレッツオ５階

045-332-8070 045-336-0050 30 岡本　みどり 石垣　いさ子

12
済生会横浜市南部病院　栄養
部

ひまわり会 234-0054 横浜市港南区港南台3-2-10
045-832-
1111

045-832-8335 33(2) 長田　潤 志波　郁子

13 佐藤病院 さくら友の会 232-0006 横浜市南区南太田町1-10-3 045-731-1515 045-731-7711 14(1) 本多　真 高田　昭也

14 陽の光クリニック 陽光会 231-0015
横浜市中区尾上町3-28横浜国
際ビル3階

045-641-8211 045-641-8212 57（24） 塩谷　陽介 黒部　幸勝

15 平沼クリニック 平成会 220-0023 横浜市西区平沼1-32-13 045-323-2324 045-323-2325 27(8) 安田　佳苗 坂元　良江
16 洋光会 218(23) 平尾　紘一 高山　春恵
17 はまっこの会 10 前田　一
18 インスリンレディーの会 32 調　進一郎 高山　春恵
19 ＨＥＣスタッフの会 11 平尾　紘一 平尾　節子
20 緑台クリニック みどり会 245-0002 横浜市泉区緑園2-6-11 045-813-6333 045-813-7662 10 藤井　隆人 藤井　ゆり
21 有田　禎二　先生 山百合の会　 233-0013 横浜市港南区丸山台2-16-20 045-844-1870 15 有田　禎二 小池　靖男

22
日本イーライリリー株式会社
糖尿病・成長ホルモン領域　横

友の会　 222-0033
横浜市港北区新横浜3-6-12日
総第12ビル9階

045-475-3300 35 なし なし

川崎地区
No. 施設名 名称 〒 施設住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 会員数 担当医師 会長名 事務局ＭＡＩＬ

1
日本医科大学武蔵小杉病院
内科外来

小杉もみじ会　 211-8533 川崎市中原区小杉町1-396 044-733-5181 044-733-4613 20 南　史郎 石井　俊彦

2 大迫内科クリニック たちばな会 211-0044 川崎市中原区新城2-15-2 044-777-6453 044-755-3585 26（10） 大迫　宏次 鈴木　昭治
3 おばな内科クリニック おばな内科糖友会 211-0045 川崎市中原区上新城2-4-8 044-753-1003 044-753-1004 19 小花　光夫 長谷川　了治 hase1936@a08.itscom.net
4 川崎市立川崎病院 かわびょう糖友会 210-0013 川崎市川崎区新川通12-1 044-233-5521 044-245-9600 25（1） 津村　和大 櫻場　由子
5 川崎市立井田病院 火曜会 211-0035 川崎市中原区井田2-27-1 044-766-2188 044-788-0231 10 半田　みち子 鈴木　敬介 kk.wachi@nifty.com
6 川崎幸クリニック コスモス友の会 212-0016 川崎市幸区南幸町1-27-1 044-544-1020 044-544-4700 24（3） 安島　美保 市川　雄一

7 もくぼ内科クリニック きづき会 211-0021
川崎市中原区木月住吉町2－25
エバビル2　4階

044-281-8415 044-431-0105 25 杢保　敦子 渡辺　幸一

8 関東労災病院　薬剤部 関東労災病院きづき会　 211-8510 川崎市中原区木月住吉町１－１ 044-411-3131 044-433-3150 10 浜野　久美子 会長は不在　事務局として薬剤部　白井保夫
9 久地診療所 若草会 213-0032 川崎市高津区久地659 044-811-7771 044-811-7943 12 喜瀬　守人 宮澤　明

10 総合新川橋病院　６階　総務課 いちょうの会 210-0013 川崎市川崎区新川通1-15 044-222-2111 044-245-4839 40 鈴木　孝典 紺野　清人 info@shinkawabashi.or.jp

11
日本鋼管病院こうかんクリニック
2F内科受付

ツツジ会　　 210-0852 川崎市川崎区鋼管道1-2-3
044-333-
5591

044-333-5599 34 祝田　靖 坂本　次男

235-0045 横浜市磯子区洋光台4-1-4-102 045-831-0031 045-831-0399

神奈川県糖尿病平成26年度参加医療施設一覧表

232-0024 横浜市南区浦舟町4-57 045-261-5656 045-253-9921

ＨＥＣサイエンスクリニック
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12 松葉医院 川崎糖友会 210-0924 川崎市幸区塚越2-159 044-522-1678 044-522-1698 10 松葉　育郎 不在　田邊　弘子（事務局）
13 個人会員 風車の会 214-0022 川崎市多摩区堰3-2-13 布村様 044-833-0883 044-833-0506 7 半田　みち子 布村　昇三 携帯：090-5826－4098

14 向ヶ丘　久保田内科13：00 多摩すこやか 214-0014
川崎市多摩区登戸2708-1　ＹＭ
ビル3Ｆ 044-932-0161 044-932-0253 10 久保田　章 久保田　章

15 川崎南部病院 かわさき糖遊会 210-0822 川崎市川崎区田町2-9-1 044-277-5511 5 呉　昌彦 呉　昌彦

湘南地区
No. 施設名 名称 〒 施設住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 会員数 担当医師 会長名 事務局ＭＡＩＬ

1
東海大学医学部付属病院代謝
内科

望星友の会 259-1143 伊勢原市下糟屋143
0463-93-
1121

0463-94-9058 20 梅園　朋也 鈴木　一雄

2 武田クリニック やまどり倶楽部 259-1131 伊勢原市伊勢原2-2-15 0463-96-1024 0463－96－1021 13 武田　浩 佐藤　美成
3 伊勢原協同病院 ききょうの会 259-1132 伊勢原市桜台2-17-1 0463-94-2111 0463-96-1021 23 梅園　朋也 石井　陽子
4 雨宮内科医院 光彩会 250-0011 小田原市栄町3-15-20 0465-23-7788 0465-22-7010 22 雨宮　光 石田　英嗣
5 小田原市立病院　栄養科 こゆるぎ会 250-0055 小田原市久野46 0465-34-3175 0465-34-3179 24 佐藤　　光一郎 堀　省平
6 窪倉医院 扇町会 250-0001 小田原市扇町1-12-18 0465-34-6335 0465-34-9737 10 窪倉　俊隆 窪倉　紀子
7 笹井医院 松風会 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北1-7-15 0467-82-2737 0467－82－2118 21 笹井　信夫 池上　實
8 ふれあい平塚ホスピタル なぎさ会 254-0813 平塚市袖が浜1-2 0463-22-4105 0463-23-4449 45 坪根　亨治 塚本　義夫
9 湘南大磯糖尿病クリニック 涛友会 255-0004 中郡大磯町東小磯35-3 0463-61-3109 0463-61-3109 111(28) 齋藤　達也 土屋　照彦

10 平塚市民病院 　栄養科 湘友会　 254-0065 平塚市南原1-19-1 0463-32-0015 0463-31-2847 10 侯　金成 井上　幸次郎
11 平塚共済病院　療養指導室 平塚糖友会 254-0047 平塚市追分9-11 0463-32-1950 0463-31-1865 28 山口　美菜 宮本　尚明 hisaaki@trust.ocn.ne.jp

12 藤沢市民病院 湘南会 251-0052 藤沢市藤沢2-6-1 0466-25-3111 0466-25-3182 51(5)
高野　達朗
早稲田　愛生
星野　和彦

叶多和男(副会長) なし

13 医療法人社団　間中医院 如月会　 251-0042 藤沢市辻堂新町1-19-18 0466-36-8011 0466-36-8011 10 大木　正久 橋本　裕子

相模原地区
No. 施設名 名称 〒 施設住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 会員数 担当医師 会長名 事務局ＭＡＩＬ

1 北里大学病院 さがみ会　 042-778-8111 042-778-9260 90(14) 林　哲憲 柳井　正晴
2 北里大学病院小児科 相模原つぼみの会 090-2440-0695 43 大津　成之 鵜飼　紀夫
3 青山内科医院 かたくり会 252-0232 相模原市中央区矢部3-16-14 042-753-8719 042-750-8257 20 青山　宏太 青山　宏太
4 相模原協同病院 あじさい会 229-1103 相模原市緑区橋本2-8-18 042-772-4291 042-771-6709 20 山口　真哉 豊田　恭平

5 東芝林間病院 桜友会　　 226-0802 相模原市上鶴間7-9-1 042-742-3577 042－742-3585 17
岩崎　裕明
田口　円

不在

6
津久井赤十字病院　医療社会
事業課

津久井つつじの会　 252-0157 相模原市緑区中野256 042-784-2429 17 伊藤　俊 阿部　千恵子

県央地区
No. 施設名 名称 〒 施設住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 会員数 担当医師 会長名 事務局ＭＡＩＬ

1 海老名総合病院 海老名けやきの会　 243-0433 海老名市河原口1320 046-233-1311 046-231-0660 43 大森　安恵 大下　忠男 s_sugimoto@jin-ai-or.jp

2 的場内科クリニック Mirai 243-0432
海老名市中央2-8-31サンシ
ティー海老名2F

046-292-1001 046-292-1001 11 的場　清和 児山　卓史

3 愛川北部病院 愛川つつじ会 243-0301 愛甲郡愛川町角田281-1 046-284-2121 046-284-2335 18 足立　博紀 境野　幸江
4 睦月会 睦月会 243-0806 厚木市下依知1049 046-245-3561 046-245-3561 22 常盤　千鶴子

横須賀地区
No. 施設名 名称 〒 施設住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 会員数 担当医師 会長名 事務局ＭＡＩＬ

1 衣笠病院 聖会　 238-0026 横須賀市小矢部2-23-1 046-852-1182 046－852－1356 10 南　信明 佐々木　慎一

2 まつもと内科クリニック 愛樹会 239-0831
横須賀市久里浜1-1-7菊屋ビル
1階

046-838-5856 046－838-5857 10 松本　森運 松本　森運 haru008@mab.ttcn.ne.jp

3
横須賀共済病院内科外来糖尿
病相談室

糖尿病友の会 238-0011 横須賀市米が浜通1-16 0468-22-2710 0468-25-2103 64(10) 澁谷　誠 外岡　幸吉 koukit.sotooka@jcom.home.ne.jp

63 1813（130)

228-0829 相模原市北里1-15-1
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資料VIII  ‐         |    |         ,

神奈川県糖尿病協会 行事 役割1分担條 )

1. 総会=理事会:半田、常盤、平尾

2. 食事勉強会 :遠藤、常盤

3。  研修旅行 :坂本、布村        ‐

4。  しんとう:斎藤、調       '   ‐    1 ‐

5. .ウオークラリ■・指導医会:ノ ボノルディ不ケ、半田  |
6. 糖尿病デー行事、糖尿病対策推進会議、日糖協会議 :平犀、津村

7.=会 長会 :志波、坂本、外岡       |        :
8:  栄養士会 :石井、志波  ‐

9。  会計(発送業務 :村中

10。 事務局 (電話対応など):常盤    /

指導:医会、会長会t栄養士会は年 1回行う
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資料 IX

神奈川県糖尿病協会細則  (平成 26年 4月 改訂版)

1. 賃金規定                          r

(1)事務要員時給 :事務長 1300円、一般事務員 1100円 とし毎年見直す。これは通常勤務

に対する時給であり、時間外に関しては別途 3役で決定する:

(2)臨時職員時給 :800円

(3)事務業務委託費に関しては、3役および保険医協会と相談のうえ決定する。

2. 交通費・出張費・旅費

(1)交通費① (宿泊を伴わない用務):理事会・常任理事会は同日に行い、出席者全員に交

通費として 3000円支給。各行事の際は事務局からお願いした理事 。常任理事その他ス

タッフに対してのみ交通費として 3000円支給。ただし支給額に関しては必要に応じ見

直す。事務員の交涌費に関しては別途 3役で決定する。

(2)交通費② (宿泊を伴わない用務):日 糖協行事出席の場合、会長、副会長またはその代

理のうち 1名が参加することとし、当協会からは交通費を支給しない。関甲信行事の場

合は出席した理事に、関甲信から交通費がでるため当協会からは支給しない。

(3)食事費 (宿泊を伴わない用務):事務要員、手伝い要員に食事費を実費で支給 (要領収

書)、 ただしやむをえない場合に限る。

(4)旅費① (研修旅行):幹事および事務員に対し交通費として 1日 3000円支給。(2日 で

6000円 )。 ただし支給額に関しては必要に応じ見直す。

(5)旅費② (研修旅行):研修旅行付き添い医師・看護師に対し、旅費全額と日当を支給。

日当の額に関しては予算に応じて 3役で決める。

(6)旅費③ (宿泊を伴う用務):日 糖協の宿泊を伴う行事出席の場合、会長、副会長または

その代即のうち 1名が参加することとし、当協会からは交通費を支給しない。関甲信の

宿泊を伴う行事に関しては、出席者に対し関甲信から旅費の支給があるためこれも当協

会からは支給しない。

3. 慶弔費

顧間・会長・副会長・理事 。常任理事・監事に限り、本人死亡時に弔慰金 10000円 と

弔電。

4。  会費

平成 23年度より日糖協本部に直接収めることになったため、本部の規定に従う。

5. 退職金

事務職員の退職金に関しては、3年以上勤務したものに対し、1年につき 10,000円 支

払う。端数は切り捨てとし、100,000円 を上限とする。

賃貸料 現在賃貸料はないためこの項目を削除
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この細則は昭和 61年 5月 24日 から施行する。                  ｀

この細則は昭和 63年 7月 2日から,部改正施行するし

この細則は平成 4年 4月 1日から一部追加 (旅費規定)施行する。

この細則は平成21年 4月 1日から■部追加、(賃金規定)改正施行する。   '
この細則は平成22`年 4月 1日から一部追加 (退職金規定他)改正施行する。

この細則は平成26年 4月 1日から一部修正 (交通費、旅費、賃貸料、会費他)し改正施行

する。 |                    ‐
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資料X

平成25年度の還付金は終了しました。ご協力有難うございました。
No. . 名称 ＴＥＬ 会員数 担当者 口座番号 口座名義 金額 結果

1
横浜市大医学部付属
市民総合医療センター
内分泌・糖尿病内科

さえずりの会 40 黒田　　安 00270-7-35028 12,000 済

2
横浜市大医学部付属
市民総合医療センター小児科内

横浜つぼみの会 4 菊地　信行 1129248 1,200 済

3 横浜南共済病院　内科外来 横浜南夕照会　 045-782-2101 52 髙山　將 102000-17091941 15,600 済

4 横浜栄共済病院　栄養課 共友会　藤井　信也 045-891-2171 15 4,500 請求放棄みなし

5
独立行政法人国立病院機構横
浜医療センター

戸塚さくら会　診療部総合内 　 　045-853-8319 11 3,300 請求放棄みなし

6 横浜保険生協戸塚病院 ＤＭすずらん会 045-864-1241 16 小島　美佳379413

医療生協
かながわ
生活協同
組合理事
長　池田
俊夫

4,800 済

7 横浜新緑総合病院　栄養課 うさぎ会　星屋 045-984-2419 18 星屋　麻値3245138 5,400 済

8 横浜労災病院　内科 梅の木会　松澤　陽子　先生045-474-8111 15 黒木　久夫3790751 4,500 済

9 高田中央病院 TEAMすこやか 045-592-5557 18 5,400 請求放棄みなし

10 あらいクリニック ひまわり 045-532-8820 40 間渕　香絵0036865 アライクリニ 　 　 　12,000 済

11 岡本内科クリニック 横浜ビジネスパーク糖友会 045-332-8070 30 岡本　みどり 9,000 済

12
済生会横浜市南部病院　栄養
部

ひまわり会
045-832-
1111

30 志波　郁子3695632 9,000 済

13 佐藤病院 さくら友の会 045-731-1515 30 本多　真 横浜市南区南太田1-10-3 9,000 済

平成25年度還付金支払状況

045-261-5656
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14 陽の光クリニック 陽光会 045-641-8211 48 14,400 請求放棄みなし

15 平沼クリニック 平成会 045-323-2324 20 坂元　良江10250-4031561 6,000 済

16 洋光会 200 高山　春恵10210-84915831 60,000 済

17 はまっこの会 10 高山　春恵10210-84915831 3,000 済
18 インスリンレディーの会 32 高山　春恵10210-84915831 9,600 済

19 ＨＥＣスタッフの会 15 平尾　節子00250-6-55151 4,500 済

20 緑台クリニック みどり会 045-813-6333 10 3,000 請求放棄みなし
21 有田　禎二　先生 山百合の会　 045-844-1870 10 有田　禎二横浜市港南区丸山台2-16-20 3,000 済

22
日本イーライリリー株式会社　糖
尿病・成長ホルモン領域　横浜

友の会　谷上　直人　 045-475-3300 35 10,500 請求放棄みなし

1
日本医科大学武蔵小杉病院
内科外来

小杉もみじ会　吉永　美保 044-733-5181 23 6,900 請求放棄みなし

2 大迫内科クリニック たちばな会 044-777-6453 28 8,400 請求放棄みなし

3 おばな内科クリニック おばな内科糖友会 044-753-1003 25 小花　光夫10290-6-9400651 7,500 済

4 川崎市立川崎病院 かわびょう糖友会 044-233-5521 21 太田　博子 6,300 済

5 川崎市立井田病院 火曜会 044-766-2188 10 北田　多絵0275540 3,000 済

6 川崎幸クリニック コスモス友の会 044-544-1020 30 武川　和子1270096 9,000 済

7 もくぼ内科クリニック もくぼ内科クリニック 044-281-8415 25 杢保　敦子川崎市中原区木月住吉町2-25エバビル2- 7,500 済

8 関東労災病院　薬剤部 関東労災病院きづき会　白井　044-411-3131 10 3,000 請求放棄みなし

9 久地診療所 若草会 044-811-7771 12 3,600 請求放棄みなし

10 総合新川橋病院　６階　総務課 いちょうの会 044-222-2111 46 紺野　清人29614
医）明徳
会

13,800 済

11
日本鋼管病院こうかんクリニック
2F内科受付

ツツジ会　　栄養課栄養士　前
044-333-
5591

38 坂本　次男10250-6-4325241 11,400 済

12 松葉医院 川崎糖友会 044-522-1678 10 3,000 請求放棄みなし

045-831-0031ＨＥＣサイエンスクリニック
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13 個人会員 風車の会 044-833-0883 9 布村　昇三83274661 風車の会 2,700 済

14 向ヶ丘　久保田内科13：00 多摩すこやか 044-932-0161 10 3,000 請求放棄みなし

1
東海大学医学部付属病院代謝
内科

望星友の会
0463-93-
1121
内線（2490）

20 6,000 請求放棄みなし

2 武田クリニック やまどり倶楽部 0463-96-1024 17 5,100 請求放棄みなし

3 伊勢原協同病院 ききょうの会 0463-94-2111 22 石井　洋子0092162

伊勢原協
同病院
病院長
高畑　武
司

6,600 済

4 雨宮内科医院 光彩会 0465-23-7788 22 6,600 請求放棄みなし

5 小田原市立病院　栄養科 こゆるぎ会 0465-34-3175 24 堀　省平 00260-9-67337 7,200 済

6 窪倉医院 扇町会 0465-34-6335 10 3,000 請求放棄みなし

7 笹井医院 松風会 0467-82-2737 15 笹井　信夫　1385316 4,500 済

8 ふれあい平塚ホスピタル なぎさ会 0463-22-4105 53 塚本　善夫10230-90567101 15,900 済

9 湘南大磯糖尿病クリニック 涛友会 0463-61-3109 83 斎藤　達也0428124 24,900 済

10 平塚市民病院 　栄養科 湘友会　服部 0463-32-0015 14 服部　雅子2016919 4,200 済

11 平塚共済病院　療養指導室 平塚糖友会 0463-32-1950 29 宮本　尚明00240-9-52031 8,700 済

12 藤沢市民病院 湘南会 0466-25-3111 48 阿曽　春夫00230-7-112687 14,400 済

13 医療法人社団　間中医院 如月会　事務　中野　志保 0466-36-8011 10 大木　玲子店028記号10220番94642681 3,000 済

1 北里大学病院 さがみ会　 042-778-8111 76 柳井　正晴00250-6-12381 22,800 済
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2 北里大学病院小児科 相模原つぼみの会 090-2440-069 23 鵜養　紀夫00200-2-69135 6,900 済

3 青山内科医院 かたくり会 042-753-8719 20 青山　宏太1305650 6,000 済
4 相模原協同病院 あじさい会 042-772-4291 20 豊田　恭平00250-9-0067912 当座 6,000 済

5 東芝林間病院 桜友会　　外来看護師　成澤　042-742-3577 6 田口　円 2801464 ﾏｷﾉ　ﾕﾘ 1,800 済

1 海老名総合病院 海老名けやきの会　医事課　046-233-1311 45 13,500 請求放棄みなし

2 的場内科クリニック Mirai 046-292-1001 11 3,300 請求放棄みなし

3 愛川北部病院 愛川つつじ会 046-284-2121 15 星野　茉莉0013048 4,500 済

4 睦月会 睦月会 046-245-3561 10 3,000 済

1 衣笠病院 聖会　 046-852-1182 10 3,000 請求放棄みなし

2 まつもと内科クリニック 愛樹会 046-838-5856 10 3,000 請求放棄みなし

3
横須賀共済病院内科外来糖尿
病相談室

糖尿病友の会 0468-22-2710 54 外岡　幸吉00270-8-14488

横須賀共
済病院糖
尿病友の
会

16,200 済

63
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資料Ⅲ

平成 26年度 研修旅行案内

会員のみなさん、益々ご健勝でお過ごしのことと拝察致します。

協会の「年間活動」の一つであります 「研修旅行」を下記の通り計画しました。何かとご

多忙の折とは存じますが、お友達をお誘い頂き一人でも多く「研修旅行」に、ご参加くだ

さいますよう、お願い申し上げます。

日 時 :平成 26年 6月 15日 (日 )～ 16日 (月 ) 一泊二日

行き先 :静岡県舘山寺温泉 鞠水亭

〒431‐ 1202静岡県浜松市西区舘山寺温泉 398 TEL 053‐ 487‐ 0531

会 費 :20, 000円 (傷害保険及び往復の昼食代・入館料含む)

集合時間 :横浜駅西日天理ビル前 9時 40分時間厳守 (9時 45分出発)

申し込み締め切り :平成 26年 6月 8日迄、氏名・性別・年齢 :連絡先 TEL傷害保険を掛

けるのに必要です。記入の上、各グループ纏めて坂本迄 FAX願いま

す。 (氏名にはカタカナもお願いします)

TEL・ FAX No、 は 0463-81-5337です

(個人情報厳守の為、旅行のみに使用させて頂きます)

キャンセリレ料 :6月 15日 当日 50%(10,000円 )

6月 12日 ～6月 14日  30%(3,000円 )を 申し受けます。

行 程 :

1日 目

横浜(a45)～新東名高速～富士川 SAトイレ休憩～ 袋井 IC～袋井観光センター

(昼食)

～加茂花菖蒲園～舘山寺温泉 鞠水亭 16:00頃チェックイン予定

2日 目

鞠水亭出発 (lo:oO)～ うなぎパイエ場見学～龍ヶ岩洞～新東名高速～横浜至1着 (1■ 00)

(昼食 )

予定

*時間は道路状況により変わります

幹事 :坂本
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平成 26年度 糖尿病シンポジウム(神奈川糖尿病デー2014合同企画)

I.挨 拶

Ⅱ。経 緯 説 明

【糖尿病シンポジウムについて】

日本糖尿病協会では,1994年 より毎年東

日本 lヶ 所,西 日本 lヶ 所で糖尿病全般に関

する市民向け啓発事業を開催.21年 目の

2014年は,ほぼ全国各地を一巡したことを

踏まえて,開催県として神奈川県が指名 .

【神奈川県における糖尿病市民啓発事業】

2007年まで神奈川県糖尿病協会 H月 の糖

尿病週間に市民講演会を開催.これを発展的

に解消し,2008年以降,神奈川県糖尿病対

摘録

平成 26年 4月 8日 (火 )

午後 7時 00分～午後 8時 30分

総合医療会館 1階会議室

策推進会議・ネ申奈川県糖尿病対策連絡会・糖

尿病デー実行委員会が,世界糖尿病デー直近

の週末に市民講演会を開催 .

【2014年度の企画について】

上記の 2つの企画を H月 の同一日に合同

企画として開催することが,2月 25日 の神

奈川県糖尿病対策推進会議において承認 .

【開催日口場所】

<開催 日> 2014年 H月 16日 (日 )

<開催場所> はまぎんホール ウ
゛
ィアマーレ

第1回準備委員会

日 時

場 所

Ⅲ。議 題

1 企画構成の骨子 と招聘演者の候補 リス トについて

メディカルスタッフ向け講演,市民向け講演の両者を組み入れる企画に多くの賛同が示さ

れた。両者を別建てにするかについては今後検討.タ レント的な演者招聘には反対意見の方

が多く出された。協会本部提案のプルーエクササイズの紹介,神奈川県糖尿病協会提案の 40

周年を取り上げるセッション設定については,それぞれ承認された。

2 運営の具体的な流れについて

他府県における糖尿病シンポジウムの企画内容に準じて開催準備を進める.開催後の新聞

再録が必要要件にならている。

3 準備委員会の ミッシヨンと支援企業選定について

サポー ト企業の候補 : 1.株式会社 日本経済広告社 (新聞広告や再録手配で経験豊富)

2.株式会社 シータイム (会場運営の専門性高い)

4 今後のスケジュール

企画内容については,次回準備委員会 (5月 1日 )で具体案を決定 (全体構成,メ インテ

ーマ,聴衆参加型企画の検討など)し 併行 して,主たる演者の選定 (招聘)につき,5月 上旬

を目途に確定する。5月 下旬ないし6月 上旬にはホームページ通じた広報を開始。ポスター・

チラシは,7月 に確定 .

(議事進行・記録 : 津村)
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指導医会会員一覧(2014年 4月 ) 35名

旦 当 医 一Ｔ 施 設 住 所 施  設  名 電話番号 FAX
:田 佳 苗 222-0023 □日巨二月二,7ヨ 1-32-13 平 沼 ク :Jニック 045-323-2324 045-323-2325

公澤 陽子 222-0036 JLE玉 ′Jヽ 本几田
『

3211 横 浜 労 災 属 院 045-474-8111 045-474-8323

荏原 寿枝、
葎原 大

233-0066 港北区高田2-6-5西 高田中央病院 045-592-6666 045-592-9200

新井 桂子 227-0044 青葉 区もえぎ野 1-19 らヽ Lヽ クリニ ック 045-532-8820 045-532-8821

高 糟 謙 一 日S 236-0037 令 沢 区 六 浦 東 1-21-1 i浜南 共済病院 782-2101 701-9159

稲村 恒明 231-0023 中区山下町268
社会保険横浜中
央病院

045-641-1912 045‐671-9872

木 多 真 232-0006 諄辱巨E肩野,t日ヨ田Tl-10-3 佐 | 寿院 045-731-1515 045-731-7711

長田 潤 234-8503 港南区港南台3-2-10
済生会横浜市南
剖病陣

)45-332-111l ext283 045-832-8335

前 田 一

235-0045 磯子区洋光台4-1-4-102

HECサイエンスク
リニック 045-831-0031 045-831-0399

調 進 一 部

平尾 紘― ヘルスエデイケー
ションセンタニ

太田 一樹 236-0033 金沢区東朝比奈2-20-8
あさひな大田クリ
ニツク

045-785-3222 045-785-3222

」H卜   『J旨 ″ 245-0002 泉 区 2-6-11 緑台クリニック 045-813-6333 045-813-7662

二治原 誠 245-3575 Fコ 厖晨巨二膠員罷ヨ3-60-2 横浜 医療センター 045-851-2621 045-851-3309

]大 210-0013 ‖出 i巨二発斤りll達亘12-1 川 山 Fttlll崎病 044-233-5521 044-245-9600

鈴 , :JコL 210-0013 lI崎 区新 川通 1-15 新 病 院 044-222-2111 044-245-4839

美 保 210-0016
=再

TittETl-27-1 ‖I「 垂 ク :J二 ッヽク 044-544-1020 044-544-4700

葉ヽ 百 郎 210-0024 言巨二増民週児2-159 公葉 医Π 044-522-1678 044-522-1698

:田 みち子 211-0035 コ届黒巨ニチト日ヨ2-27-1 ‖崎市立井 田病 044-766-2188 )44-788-0231

小花 光夫 211-0045 中原区上新城2-4-8
おばな内科クリ
ニ ッヽク

044-753-1003 〕44-753-1004

杢保 敦子 211-8510 中原区木月住吉町2-25
エバビル24階

もくぼ内科クリ
ニツク

044-281-8415 〕44-431-0105

窪倉 俊 隆 250-0001 日ヽ円I 司〒厨ヨ田丁1-12-18 :倉医院 0465-34-6335 〕465-34-9737

坪根 亨治 253=0041
'ケ

山市茅ヶ崎2-2-3 二ヶ崎 中央病院 0467-86-6530 )467-87-5119

山 口 実菜 254-0047 平塚 1 FiEチ)9-11 病 院 0463-32-1950 〕463-31-1865

齋藤 達也 255-0004 中郡大磯町東小磯36-3
湘南大磯糖尿病
クリニ ッヽク

0463-61-3109 )463-61-3109

一
１ 田 259二 1131 伊勢原市伊 勢原 1-16-8 武田クリニック 0463-96-1024 )463-96-1021

r浬   ロ :,」をL 252-0375 司巨肩目巨二Jヒ ]巳 1-15-1 北里大学病院 小 042-778-8111 )42-778-9371

J口 真哉 252-5188 :司ラ畜飛巨二将壽冽ヽ 2-8-18 相模原協 同輌 042-772-4291 )42-771-6709

的場 清和 243-0432 海老 名市 中央 2-8-31
サンラティー漁 孝名

的場内科クリニッ
ク

046-292-1001 〕46-292-1001

大森 安東 243-0433 ]jtti` 市河原口1320 合病院 046-233-1311 〕46-231-0660

南  信 明 238-8588 i須 呈市小矢部 2-23-1 衣笠リ 0468-52-1182 〕468-52■ 1183

菊池 信行 232-0024 横浜市南区浦舟町3-46

横浜市大医字部
付属
市民総合医療セ
ンター小児科

045-261-5656 〕45=253-9921
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神奈川糖尿病協会メモ（2014 年 4 月現在） 

 
           
 
事務局① 会計、名簿管理、各種発送業務 
神奈川県保険医協会 
http://www.iiiryou.com/ 
〒221-0835 
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-23-2  TS プラザビルディング 2F 
担当： 村中謙次郎 E-mail：muranaka0805@doc-net.or.jp 
TEL：045-313-2221  FAX：045-313-2231 
 
事務局② お問い合わせなど 
神奈川糖尿病協会 事務局 
〒210-0013 
神奈川県川崎市川崎区新川通 12-1  川崎市立川崎病院内 
担当：常盤千鶴子 
Tel/Fax:：044-244-9913 
E-mail：Shinto@bj.wakwak.com 
毎週水曜日 10:00-16:00 
 
 
 
神奈川県糖尿病協会ホームページ：http://www.dm-net.co.jp/kanagawa-dm/ 
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