
(一社) 和歌山県臨床工学技士会 平成 29 年度 第５回定例理事会議事録 

                                                  

◇開催日時    平成 30 年 1 月 30 日 （木） 18:00～18：32                               

◇場所      skype                               

◇出席理事    土井、山崎、田嶋、西手 

◇委任理事    稲垣、田村、中村、米田、前田、坂本、植木、玉置、須崎 

◇議長      土井 

◇書記      土井 

 

【報告事項】 

◆理事長◆ 土井 

 ・11 月 19-20 日 2017 年近畿臨床工学会盛会に終わる 

 ・1 月 29 日 病院協会会議 （山崎副理事長出席） 

  次回テーマ「チーム医療」、シンポジウム「本当の意味でのチーム医療」に決定 

 ・平成 29 年度医療従事者功労者賞 西岡病院 池田拓洋技士に決定 

・2 月 14 日 授賞式（山崎副理事長 来賓出席） 

 ・2 月 22 日 メディカルジャパン 2018 への労務提供（西手理事） 

 ・2 月 24 日 災害時透析支援検討会参加予定（参加者：植木、前田） 

 ・各種勉強会が開催されますので参加可能な方はよろしくお願いいたします 

・近畿臨床工学技士会連絡協議会の日程調整 3 月 24 日（土）大阪ハイテクにて開催予定 

 

◆事務局◆ 坂本 

 ・近畿臨床工学会でのお礼状の配信対応、優秀演題への論文依頼対応 

 ・個人年会費引き落とし用ハガキ作成、タックシール作成後会計部への発送対応 

◆渉外部◆ 植木 

・有田市保健所センターの坂部さんから勉強会の案内があり各理事にはメールで案内対応 

 

◆会計部◆ 米田 

・平成 29 年 11月 27 日（月）個人会員年会費の引き落としをワイドネット登録口座より実施 

未納者に対しては、再請求対応予定 

・平成 29 年度個人会員年会費の領収書の発送を二月中に予定 

・第 24 回近畿臨床工学会の会計監査の手続きに向けて準備中 

 

◆学術部◆ 前田・稲垣 

 ・３月４日（日）市民公開講座 腎臓病との付き合い方（仮題）開催 ＊別紙案内あり 

 

 

 



◆組織部◆ 田嶋 

・1 月 14 日 大阪ハイテクノロジー専門学校にて第 4 回近畿地区 Y・ボード担当者会議参加予定 

・3 月 10 日 近畿大学生物理工学部アリーナにて Y・ボード養成校訪問・技士会案内活動 

としてねごろ医用実学研究会講演会参加予定 

 

◆広報部◆ 西手・須崎 

・ホームページの随時更新しております。 

 

◆編集部◆ 田村・玉置 

・たよりの件 

広告は現在、賛助会員 15 社の内、3 社より申込用紙とデータを受理。 

2 月 16 日（金）を締切日として、申込用紙を手渡ししている状況。 

掲載内容としては、 

「近畿臨床工学会を終えて」（記事） 

「近畿臨床工学会の写真」（写真） 

「第 2 回近畿情報コーディネーター意見交換会と県内の今後について」（記事） 

「第 22 回病院協会 学術大会演題 最優秀賞受賞」（写真） 

「難病等の患者・家族のための研修会」（写真） 

「広告一覧」 

「HP の案内」 

  

◆法規部◆  米田 

 ・平成 29 年度役員改選による新体制の変更届を法務局に提出します。 

 

その他 

・近畿臨床工学会の論文査読状況について（近畿査読委員 前田理事） 

   座長推薦 16 題中 投稿可否確認 1 題辞退、２題連絡なし（１/5 期限,1/12 最終期限） 

13 題が論文対象論文提出期限は 2 月 28 日（水） 

論文が集まり次第、各府県査読委員に査読を依頼する。 

 

専門部会 

◆医療機器安全管理部会◆ 大上  

 ・報告等無し 

◆循環器部会◆ 橋本 

 ・勉強会開催予定 

日時    2 月 17 日（土） 10：00～16：00 

場所    和歌山県立医科大学附属病院 人材育成センター5F 中研修室 1 

開催概要  日本メドトロニック共催にてペースメーカ Basic の勉強会を開催予定 



 

詳細については近日中にホームページ掲載予定 

◆血液浄化部会◆ 松本 

 ・報告等無し 

◆人工呼吸器部会◆  山下 

 ・勉強会開催案内 

日時    2017 年 9 月 21 日（木）  

場所    湯浅保健所 

開催概要  和歌山県市町村保健師協議会有田支部研修会 

臨床工学技士業務・在宅人工呼吸療法・災害対策についての講演 

講師：植木理事、山下技士、 

小林氏（フィリップス・レスピロニクス合同会社） 

・勉強会開催案内 

日時    2018 年 1 月 27 日（土） 

場所    和歌山県立医科大学 

開催概要  和歌山県難病のこども家族会学習会 「NICU から在宅へ」 

講師：東京女子医科大学教授 長谷川 久弥先生 

参加（予定者）：植木理事、山下理事 

 ・勉強会開催案内 

日時    2018 年 2 月 24 日（土） 

場所    日本赤十字社和歌山医療センター 

開催概要  NPO 法人和歌山人工呼吸安全推進機構 第 10 回 呼吸ケアセミナー 

「在宅酸素療法・在宅陽圧療法患者のケア」 

        講師：坂本事務局長（ハンズオン進行 山下） 

備考    今回より３学会合同呼吸療法認定士更新・認定講習会受講に必要な単位 

（今回は 12.5 点）が付与。年２回・毎年開催予定。 

・その他 

以下の新入部会員を加え、委嘱状を予定しており。ご承認頂けますようお願い申し上げます。 

候補者   玉置理事（はまゆう病院）※副代表に推薦 

         土生川様（公立那賀病院） 

         芝﨑様（和歌山県立医科大学附属病院） 

         若野様（和歌山つくし医療・福祉センター） 

         現部会員 米田理事（副代表）、山下 

         ※候補者ご本人または上司からのご承諾は頂いております。 

   今年度中に上記新部会員の顔合わせを兼ねた勉強会或いはミーティングを予定。（詳細は検討中） 

♦災害対策部会♦  植木 

  ・報告等無し 

 



【審議事項】 

・総会および学術集会の件 

案として日程 6 月 24 日（日）で承認され、西手理事に会場確保を依頼 

内容 担当者の決定については理事長はじめ三役に一任とすることで承認 

 ・紀南地区勉強会の件 

日程 内容 担当者の決定については紀南理事に一任ということで承認 

・日臨工代議員選挙 

和歌山県としては土井理事長、近畿として中村副理事長が当選 

 ・平成 30 年度公立大学法人和歌山県立医科大学振興会記念助成事業の募集について 

   各種勉強会事業に対して助成金を活用するなど検討を依頼 

 ・たより和臨工丸（進捗状況について） 

   編集部での上記内容の承認 

・次回理事会開催は 3 月末頃を予定 

 

 

 

議事録署名  

                      理事長   土井照雄 

                         副理事長  中村一貴 

                               山崎将哉 

                         事務局長  坂本亮輔 

                         会計部長  米田裕一 

                         理事    植木隼人 

                               前田充徳 

                               稲垣伸光 

                               西手芳明 

                               田村泰輝 

                               須崎隆博 

                               玉置光里  

                               田嶋勇介 

                         監事    宮本征士 

                               濱田和也 

 


