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一般社団法人和歌山県臨床工学技士会・平成 27年度第 4回定例理事会 議事録 
                                                  
◇開催日時    平成 28 年 1 月 21 日（木） 18:30～19:10                                  
◇場所      SKYPE 会議                                       
◇出席理事    土井、植木、前田、米田、西手、山崎 
◇委任理事    坂本、田嶋、中村 
◇議長      土井 
◇書記      土井 
 
【報告事項】 
◆理事長◆ 土井 
 ・各会員へのアンケート作成に関し 4部会長様宛に案内を作成送付。 
 ・日臨工代議員選挙は地方区：土井、全国区：前田の 2名が立候補する。 
 ・1 月 27 日 医療従事者功労者賞授賞式式典に出席予定 
 ・2 月 10 日 和歌山県病院協会の学術大会企画運営委員会出席予定 
 ・平成 27 年度 多職種協働による在宅医療推進研修会（3月 3日）、参加者は土井まで連絡依頼。 
◆事務局◆  
 ・近畿臨床工学会（滋賀大会）論文集、発送部数連絡 
 ・日本臨床工学会、会員不突き合い調査報告への対応 
 ・総会資料作成に先立ち、各部長、専門部会長は今年度開催事業報告の提出を依頼する。 
  記載内容は昨年度総会議案書を参照の上、開催事業名、場所、日時、参加数、内容とする。 
◆渉外部◆ 植木 
 ・在宅人工呼吸器関連の会議に出席（医大・保健所） 
 ・和歌山神経難病医療ネットワーク連絡協議会（土井・植木・米田・山下） 
   2 月 3 日（水）に研修会の打ち合わせに参加。 
 ・和歌山県奮不全看護セミナー協会との共催セミナー（2月 28 日開催）の準備 
◆会計部◆ 米田 
 ・平成２７年度年会費未納の個人会員、賛助会員の皆様に、未納金の通知予定。 
 ・平成２８年度予算（案）作成に向け、各部門責任者、専門４部会長、昨年度収支予算書を参考に、 

金額の変更があれば連絡を依頼する。 
◆学術部◆  
 ・3 月 6 日に市民公開講座開催予定（リビング和歌山にリーフレットを作成頂く） 
◆組織部◆ 田嶋 
 ・Y ボード委員会への参加 
 ・第 2 回近畿臨床工学技士会男女共同参画推進企画情報交流会のご案内 
   2 月 14 日に大阪ハイテクノロジー専門学校で開催 
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◆広報部◆ 山崎 
 ・ホームページの更新。 
 ・ホームページからの技士会入会申請（入会フォーム構築）は現在対応依頼中。 
 ・たよりについては例年通りの掲載検討中。発送は 3月末を目途に予定。 
◆法規部◆ 米田 
 ・平成２７年度総会後、法務局への役員登記と定款変更届、社員総会議事録提出を完了。 
 ・和歌山地方検察庁より、森前理事長宛てに届いた過料（８万円）納付。 
 
専門部会 
◆人工呼吸器部会◆   
①開催日時 平成 27 年１月 19 日（火） 
 開催内容 和歌山神経難病医療ネットワーク連絡協議会会議 

  出席者  土井理事長、植木副理事長、米田理事、山下（日本赤十字社和歌山医療センター）  
②開催日時 平成 27 年 2 月 3 日（水） 
開催内容 在宅人工呼吸器療養者の災害時支援対策研修会 
     和歌山神経難病医療ネットワーク連絡協議会・和歌山県難病・子ども保険相談支援センター主催 
出席予定 植木副理事長、米田理事 

③開催日時 平成 27 年 2 月 20 日（土） 13:00～16:50 
 開催場所 和歌山県立医科大学 高度医療人育成センター5階     
 開催内容 第 8 回 和歌山呼吸ケアセミナー（NPO法人 和歌山人工呼吸器安全推進機構主催）  

   和歌山人工呼吸器安全推進機構の役員として当会からは、坂本事務局長 （理事）、山下（監事）  
   が就任している。和臨工も後援しておりますので多数のご参加よろしくお願いいたします。 

④開催日時 平成 27 年 3 月 27 日（日） 
 開催場所 日本赤十字社和歌山医療センター 会議室 勉強会 
 開催内容 勉強会 
      第一部 「心不全治療における NPPV 療法（ASV）の実際 
                        ～臨床工学技士の関わりを中心に～（仮題）」  
           講師 大阪府立急性期・総合医療センター 木田博太技士 
      第二部 「業務紹介」 
           講師 新宮医療センター 坂本技士、日赤和歌山医療センター、山下技士 
      第三部 「ASV の概要・在宅フォロー状況の紹介」 
           講師 帝人在宅医療株式会社 
  希望者に 30～60 分程度で日赤和歌山医療センター機器管理室見学（人工呼吸器の運用を中心）予定。   

◆医療機器安全管理部会◆  
 ①開催日時 平成 27 年 9 月 27 日   
  開催場所 紀南病院 会議室 
  参加人数 11 人 
  開催内容 通信機能付きバイタルサイン測定機器について 
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       第一部 「メーカプレゼンテーション」 
            講師 テルモ株式会社、オムロンコーリン株式会社 
       第二部 「意見交換会」 
②開催日時 平成 27 年 12 月 12 日（土曜日）10 時から 
 開催場所 和歌山県立医科大学 高度医療人育成センター5階 中研修室 
参加人数 12 人 

  開催内容 「各施設における医療機器・メンテナンスの現状」 
       第一部 「FLUKE BIOMEDICAL 製品の歩みとバッテリーチェッカの有用性」 
            講師 大正医科器械株式会社 
       第二部 「当院ではこんなメンテナンス・定期点検をしています」 
◆循環器部会◆  
 ①開催日時 平成 27 年 12 月 12 日 12:00～15:30  

開催場所 和歌山県立医科大学 高度医療人育成センター5階 （中研修室にて）  
   参加人数 15 名  
  開催内容 日本ライフライン社主催 
       第一部 「心臓電気生理検査およびカテーテル心筋焼灼術について」  

         講師 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 黒井章央先生 
    第二部 「豚の心臓を使用したハンズオンセミナー」 
        解剖、リード留置、カテーテルアブレーション焼灼実験。 

◆血液浄化部会◆ 
 ①開催日時 平成 27 年 7 月 30 日 
  開催場所 日本赤十字社和歌山医療センター 会議室  
  参加人数 15 名 
  開催内容 講習会（東レメディカル株式会社） 「PMMA膜の特性と適応について」  
 ②開催日時 平成 27 年 11 月 15 日 
  開催場所 日本赤十字社和歌山医療センター 
  参加人数 30 名 
  開催内容 講習会（Baxter 株式会社） 「積層型ダイアライザー(AN69 膜)について」 
       症例報告「当院における使用症例報告」 日本赤十字社和歌山医療センター 名田祐一郎 
 ③第 10 回和歌山腎不全看護セミナーへの共催として参加予定 
  開催日時 平成 28 年 2 月 28 日 午前１０時より 
  開催場所 和歌山県 JA ビル 11 階 
  開催内容 第一部 「元吉本芸人から学ぶ！最強医療コミュニケーション なんでやねん力！」 
            講師 中山真、中原誠先生 
       第二部 「JHAT(日本災害時透析医療協働支援チーム)について」 
            講師 森上辰哉先生  
 ④今後の予定としては病院間での施設見学、メーカー等の施設見学を計画中である。 
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【審議事項】 
 ・組織率向上のため 各会員へのアンケートを行い、意見など情報収集する。（現状報告） 

➡４各部会代表者が関連質問を作成し、事務局でまとめて技士会で１つのモノを作成する 
   ➡今年度中に作成（2月頃目途） 基本情報関連は理事で作成することとなった。   
 ・メディカルジャパン 2016 の労務提供の件 
    当会に 1名労務提供として兵庫県技士会三井様から連絡があった。 
    参加予定者は今のところないとのことである。 
 ・薬剤師会法設立祝賀会参加について 
    当会設立時にも薬剤師会様に来場いただいたので参加することで承認された。 
 ・総会の日時、場所 
    日時   第一候補 6 月 19 日（日） 第二候補 6 月 26 日（日） 

開催場所 第一候補 近畿大学     第二候補 日赤和歌山医療センター 
近畿大学 西手理事に会場の確認をしていただくこととなった。 
例年通り、学術集会も開催する。内容については次回理事会までに案を出す。 

 ・和歌山県病院協会学術大会の件 
    病院協会を通じて我々臨床工学技士業務内容等を理解して頂くためにも学術大会で各施設から多くの
発表をお願いいたします。 
 ・2 月、3月開催の勉強会が多いので案内を郵送する。 
   ➡土井が印刷し、事務局へ依頼することとなった。 
 ・次回理事会開催日時は 3月 6日（日）市民公開講座の終了後、開催予定である。 

 
 
 
 
                    議事録署名  
                    理事長   土井照雄 

                       副理事長  植木隼人 
                       事務局長  坂本亮輔 
                       会計部長  米田裕一 
                       理事    中村一貴 
                             前田充徳 
                             濱田和也 
                             西手芳明 
                             山崎將哉 
                             田嶋勇介 
                       監事    小川昌彦 
                             宮本征士 
 


