(一社)和歌山県臨床工学技士会

令和 3 年度第５回定例理事会議事録

開催日時

令和 4 年 3 月 10 日（木）

19：00～20：00

場

所

Zoom

出

席

山崎・坂本・山下・西手・米田・土井・原口・橋本・山口・西村・徳嶺・土
生川・芝崎・近重・稲垣・松本

欠

席

中村

議

長

山崎

書

記

土井
敬称略

以下同様

1．報告事項
1）理事長 山崎
・医療従事者功労者賞授賞式参列（県庁）
坂本副理事長が受賞された
・病院協会会議（西手事務局長）
・病院協会会報、新年のあいさつ寄稿（毎年）
・腎友会、50 周年記念誌寄稿
2）事務局

西手

前回理事会(12/9)以降
・1/25 令和 3 年度和歌山県災害医療従事者研修会参加 Zoom（中村副理事長、西手）
・1/28 第 27 回和歌山県病院協会学術大会企画運営委員会(第 1 回)代理出席：
別添え資料
学術集会は 11 月 6 日（日） 開催場所はアバローム紀の国
テーマ「持続可能な医療」
6 月末まで演題募集を予定
例年通りの各種協力をお願いします。
・2/26 大阪ハイテクノロジー専門学校

卒業生へ祝電送付

・3/5 日本臨床工学技士連盟会議 Zoom 出席：参議院選挙名簿作成の進め方、他
・会誌：埼玉県臨床工学技士会、東京都臨床工学技士会、青森県臨床工学技士会、
日本臨床工学技士教育施設協議会、大阪府臨床工学技士会（たより）
・郵送先住所変更届：3 件、退会案内（日臨工より）1 件
・研修会、セミナー、勉強会

案内発送作業

HP 担当

橋本

・セミナー情報等随時更新
・各都道府県技士会および学会、研究会開催案内掲載
3）会計部

米田

・令和 3 年度の会計監査に向け、3 月末で締めますので、お金の申請があればお早めに
お願いします。
・令和 4 年度予算（案）、各部や各専門部会の予算希望があれば、お知らせください。
4）法規部

米田

・法務局への提出書類、作成中です。3 月末迄に提出予定です。
5）渉外

山下

特にありません
6）教育

坂本

・2 月 医療機器安全管理部会
・3 月 血液浄化部会
7）災害・安全

開催後の Quo カード送付対応

開催後の Quo カード送付対応準備中

中村、土井、近重

報告はありません。
8）学術

稲垣、原口

・第 22 回コメディカル教育セミナー

心電図モニタ講習会（初級編）開催

日時：2022 年 1 月 30 日（日） 10：00～16：00
場所：ZOOM
申込人数：31 名（会員：2 名

非会員：29 名）

参加人数：29 名（会員：2 名

非会員：27 名）

参加登録および決済は Peatix を使用
次回は年度はじめに企画し、より多くの参加者となるように努めたい。
9）編集

芝﨑

・2021 年度の会誌について
2 月末より会誌『Vol.14 No.2』にて、会員及び賛助会員へ発送済

10）血液浄化部会

松本

(1)第 3 回血液浄化部会勉強会 開催報告
詳細は Google Drive をご参照ください
(2)腎不全看護研究会役員会 参加報告
本会議への参加は当技士会としてどう関与していくべきなのか検討必要である。
(3)次年度の予算案の確認
(4)腎不全看護研究会総会の協議
日時：2022 年 6 月 19 日（日）時刻未定
（午前に準備・打ち合わせ、午後から開催予定）
共催：キッセイ薬品
候補場所：日本赤十字社和歌山医療センター 多目的ホール
和歌山県立医科大学付属病院 生涯研修センター
県民文化会館
看護協会会議室
(5)事業報告
フットケアまつり（どういうイベントなのかを担当者にヒアリングしてみる）
(6)次回の役員会開催予定について
4 月中に Zoom で開催予定（日程調整はメールで確認）
11）人工呼吸器部会
・第 3 回
日時

芝﨑

わかやま呼吸療法セミナー

開催

2022 年 3 月 6 日(日) 13:00～16：00

開催形式

ZOOM

リモート開催

題目

目からウロコの呼吸療法のコツ

講師

宮本

恭兵

先生(和歌山県立医科大学

穴井

聖二

先生(和歌山県立医科大学附属病院

林

広太郎

救急集中治療医学講座)
看護部)

先生(日本赤十字社和歌山医療センター
リハビリテーション部)

井口

新一

先生(医仁会武田総合病院

申込人数：40 名（会員：11 名

非会員：29 名）

参加人数：40 名（会員：11 名

非会員：29 名）

臨床工学科)

参加登録および決済は Peatix を使用
反省として、テキストの発送が遅いことがあげられた。

（一部、参加者に届いていないことも判明、対応した）
12）循環器部会

徳嶺、西村

特になし。
13）ME 機器部会・男女共同参画

土生川

・勉強会開催
(1)第 3 回 ME 機器安全管理部会開催勉強会開催の報告
題名：臨床工学技士が知っておきたい！呼吸生理学と点検方法
開催日：2022 年 01 月 27 日（木曜日）

19：00～

参加人数：会員 25 名、メーカ関係者：5 名
詳細については、Google フォームを参照。
(2)第 4 回 ME 機器安全管理部会開催勉強会開催予定
開催日：2022 年 3 月 24 日（水）
題名：プロに教わる！手順書・点検表作成のコツ！
講師：株式会社 エレクトロスイスジャパン
座長：和歌山県立医科大学付属病院

若山様

稲垣様

詳細については、Google フォームを参照。
(3)部会開催報告
第 5 回 ME 機器安全管理部会を 2022 年 2 月 8 日に開催。
議事録については、Google フォームを参照。
(4)男女共同参画
報告事項なし
(5)日本臨床工学技士会 WG 活動報告
①CE 通称統一 WG
・HP への“CE 通称統一”の広告掲載についての審議
・6 月 2 日（CE の日）に向けたイベントを提案
②女性活躍実現 WG

（3 月中に開催予定）

・目的、目標が明確化
・第 17 回全国都道府県臨床工学技士会代表者会議で活動報告
14）Y・ボード 山口
・近畿地区 Y ボード担当者会議
3 月 8 日（火）

19：00～ 参加

・第 2 回全国都道府県臨床工学技士会 Y・ボード担当者会議

開 催 日:2021 年 3 月 12 日(土)19:00～21:00

参加予定

・第 32 回日本臨床工学会「Young generation Exhibition」
ポスター作製（期日：3 月 25 日まで）
・第 32 回日本臨床工学会「Young generation Exhibition」参加協力依頼
形式：ポスターセッション
日時：2022/5/14. 15 期日・時間は後日お知らせ致します。
場所/発表順序：現時点で未定
発表形式：口頭報告
参加予定（開催方式により不参加の可能性あり）
2．審議事項
1)人工呼吸器部会の名称について
呼吸器部会や呼吸療法部会へ名称を変更してはとの意見がある。
審議の結果、現在は人工呼吸器のみではないため、名称変更には全員賛成であっ
た。
2)参議院選挙：日本臨床工学技士連盟からの依頼（活動）
例）自見はなこ議員を推薦、ビデオメッセージ等の利用について
当技士会としては、近畿臨床工学技士会連絡協議会にて他県と歩調を合わす方針
となった。
3．その他
・次回、総会までのスケジュール
総会は例年通り 6 月末、Web を用いて行う方針となった。
・Google Drive の運用
事業報告や事業計画を Google

Drive を利用して作成しますので協力お願いします。

・告示研修
コロナ禍で県外での研修が難しい現状もある。

