
(一社)和歌山県臨床工学技士会 令和 3 年度第 2 回定例理事会次第 

                                                  

開催日時  令和 3年 9月 8 日（水） 19：00～20:30 

場  所  Zoom                               

出  席  山崎、坂本、中村、山下、西手、米田、土井、土生川、稲垣、松本、橋本、原口、芝﨑、 

山口、近重 

欠  席  西村、徳嶺 

議  長  山崎 

書  記  芝﨑 

 

敬称略 以下同様 

 

1． 報告事項 

 

1）理事長  山崎 

(1)補助の対象となる経費について 

3 役会議の結果報告及び会計に関することを審議事項にて検討 

(2)9/25、9/26 第 27 回近畿臨床工学技士会の開催方法が変更 

現地開催の中止に伴いWEB 開催へ変更することになり、一般演題を血浄（松本）、 

循環（橋本）、教育（山下）で登録していたが、取りやめとなった。  ※敬称略 

(3)11/23 和歌山県病院協会の学会への労務提供について 

8/6 に会議が行われ、座長（松本、山口）、各係（西手、山下、日野、山崎）で労務提供する 

ことに決定した。   ※敬称略 

(4)和歌山臨床工学技士会ホームページの部会紹介文、氏名について 

  部会紹介文、担当者氏名が変更になっていない場合は変更をお願いします。 

(5)組織職能強化委員会、三井さんよりお願い 

日本臨床工学技士会の女性活躍実現社会推進（目標2026年度、日臨工理事の女性割合26%） 

を目的とした活動のため第 6 期組織強化職能委員会のワーキンググループ内に近畿ブロック 

から女性を 1 名推薦してほしいとのこと。土生川理事を推薦した。 

  

2）事務局  西手 

 (1) 和歌山県知事表彰について 

7/1 に和歌山県知事表彰（感謝状）推薦依頼が届き、7/20 締め切りに伴い 3 役にて会議後、

山下副理事長を推薦することに決定。 

 (2)新規入会者について 

前回理事会以降の新規入会者手続き 6 名(今年度計 8 名)、3 名は入会に関して未承認に伴い 

審議事項にて検討。 

 (3)山口県、鳥取県、東京都、各臨床工学技士会より会誌が事務局へ届く。 



 (4)第 27 回近畿臨床工学会案内及びプログラム集について 

 大阪府臨床工学技士会事務局より第 27回近畿臨床工学会案内及びプログラム集(1 部)が事務局 

へ届く。9/1 に第 27回近畿臨床工学会プログラム集が 200 部届き、和歌山県臨床工学技士会 

会員に向け発送し、9/8に発送終了。 

 (5)8/10 に和歌山県理学療法士会より新役員体制案内状が届く。 

(6)8/24 に和歌山県内関連医療団体へ新役員体制案内を発送している。 

  下記の送付先以外で送付が必要な所があれば理事より意見を頂きたい。特に意見は無し。 

   送付先 和歌山県 福祉保健部 健康局 医務課、福祉健康部 部長、健康局 医務課 課長、 

       和歌山県病院協会、和歌山看護協会、和歌山県臨床検査技師会、 

和歌山県放射線技師会、和歌山県理学療法士会、和歌山県病院薬剤師会、 

和歌山県作業療法士会 

 

3) ホームページ担当  橋本 

(1)和歌山県臨床工学技士会のホームページを随時更新。 

 

4）会計部  米田 

(1)令和 3 年度賛助会員年会費納入について 

令和 3年度賛助会員年会費納入に関する書面の発送を事務局に依頼している。 

(2)補助の対象となる経費について 

3 役会議の結果報告及び会計に関することを審議事項にて検討 

 

5）法規部  米田 

  (1)新役員に関して 

   必要書類に改めて押印をお願いします。 

 

6）渉外  山下 

(1)ZOOM の運用の件 

●担当を山崎理事長より山下副理事長に変更、アカウント（メールアドレス、パスワード）を 

山下副理事長に変更し、アカウント情報を山崎理事長、西手事務局長と共有した。 

●会議、打ち合わせ、部会、セミナー等の予約はそれぞれの開催手順を踏んで（セミナー等は 

学術部との調整・共有）から山下副理事長までメールで依頼。 

依頼時は、開始-終了日時（時間は前後の余裕をもって）、会議、勉強会、セミナー名を連絡。 

山下副理事長より、予約内容（ミーティング ID、パスワード等）QR コード、短縮 URL 情報を

返信。 

●会議、セミナー等の記録（動画および音声ファイル）は zoom の和歌山臨床工学技士会 

アカウントに紐付けられたサーバーに保存されますが、容量に限りがあるため、現状は都度、 

山下副理事長が別途保存しております。保存データの運用に関して、『必要時開催担当者に 

提供し、年度内は保存しそれ以後は消去する』ことに決定。会議内容などのデータ閲覧時は 



山下副理事長にデータを承認・送付いただく。 

(2)近畿地域の医療機関における電波利用推進協議会の構成員の件 

以前から構成員を務めていた土井理事より山下副理事長へ担当を交代。山崎理事長より事 

務局へメール連絡し、8/16 令和３年度第１回地域協議会（メーリング審議）の書面決議を 

実施した。問題なく承認された。 

 

 7）教育  坂本 

  (1)今後の教育担当開催のセミナーなどに関して 

    審議事項にて報告・審議。 

 

 8）災害・安全  中村、土井、近重 

  (1)9/1 日本透析医会災害情報ネットワーク活動について 

   山崎理事長より各施設へ連絡し、各透析施設は災害訓練に参加。 

 

 9）学術  稲垣、原口 

  (1)コメディカル教育セミナーについて 

   今年度、心電図セミナー(WEB)を開催予定。 

 

 10）編集  芝﨑 

  (1)2021 年度の会誌について 

9 月末より会誌『Vol.14 No.1』にて、会員及び賛助会員へ発送予定。 

  

 11）血液浄化部門  松本 

  (1)アステラスおよび鳥居薬品からの勉強会案内について 

   現在開催を保留の状態で、メーカーと話し合いを進める。 

(2)次回の血液浄化部会勉強会の現状報告について 

 前回の血液浄化部会の話合い結果を理事メーリングリストにて報告予定。 

 

 12）人工呼吸器部門  芝﨑 

  (1)第 1 回人工呼吸器部会勉強会開催について 

    詳細は現在学術担当と協議中。開催予定日は 10月を予定。 

 

 13）循環器部門  徳嶺、西村 

   ●特になし 

 

 14）ME 機器部門・男女共同参画  土生川 

(1)ME 機器部会について 

●第１回 ME 機器部会 開催日：2021年 7月 9 日（金曜日） 21：00～22：00 



   ●第 2 回ME 機器部会  開催日：2021 年 9 月 6 日（月曜日） 20：00～21：00 

   ●第一回 ME機器部会勉強会   

題：教えて！隣の医療機器管理 

開催日：2021年 8月 31 日（火曜日） 19：00～ 

     参加人数：40 名 

   ●第二回 ME機器部会勉強会 

    詳細は現在、協議中。開催予定日は 11月 2 日を予定。 

      

  (2)男女共同参画について 

   ●2021年 5月 10 日に会議 

    第 27 回近畿臨床工学技士会におけるWLB セッションについて 

    題：コロナ禍での働き方～それぞれの立場から～ 

    ※開催方式が現地開催中止となったことで、ライブ配信となり、当日の手伝いなどは     

なしとの方向が決定した。 

 

   ●日臨工組織強化職能委員会 

    委員長：矢ケ崎様（長野県） 

    各ブロックの担当者が決定。（山形県、東京都、山梨県、三重県、香川県、沖縄県、和歌山県） 

9 月 27日(月)に顔合わせと日臨工組織強化職能委員会の目的、方向性についての第一回目のミ

ィーティング開催予定。 

 

 15）Y・ボード 山口 

(1)8 月 25 日（水）19：30～20：10 近畿地区 Y ボード担当者会議    

    参加者：近重・山口 

 

   (2)第２７回近畿臨床工学会での Y ボードシンポジウムについて 

 Y・ボードシンポジウム テーマ 

“新たなる業務への挑戦 ～先人はどのように業務を確立してきたのか～” 

  座長：杉浦担当（大阪 Y・ボード）、藤本担当（奈良 Y・ボード） 

演者：井口担当（京都 Y・ボード）・成熟期における新たなる業務への挑戦 ～気管支鏡業務の

確立～ 

  山口担当（和歌山 Y・ボード）・若手臨床工学技士の新しい挑戦～臨床工学技士のいない

病院での勤務を始めて～       

   加藤先生・業務立ち上げからさらなる挑戦  

  八木先生・黎明期の自身の葛藤、挑戦、そして期待  

 

   (3)全国 Y ボード担当者向け告示研修説明会（WEB）開催について 

     日程が決まり次第近畿 Y ボードも参加予定。 



  

(4)来年度より各ブロックでの活動を活性化 

    今年度開催の九州・沖縄地区開催のセミナーを参考に、来年度は近畿地区でも web セミナ

ーを開催計画中。近畿地区開催に向け 9月、2 月開催の九州・沖縄地区開催のセミナーに各

府県 Y・ボード担当も参加・聴講予定。 

 

2．審議事項 

 (1)新規入会者の承認について 

  新規入会者 3 名に関して、参加全理事が承認。 

 (2)補助の対象となる経費について 

  理事長より3役会議の結果報告後、審議時に内容に対して未承認となり、再度3役にて検討する。

次回理事会の審議事項とする。 

  

3．その他 

 特になし 

 

 

議事録署名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎将哉 印 

坂本亮輔 印 

中村一貴 印 

山下 繁 印 

西手芳明 印 

米田裕一 印 

土井照雄 印 

稲垣伸光 印 

芝﨑裕順 印 

松本真季 印 

土生川仁美 印 

橋本幹也 印 

山口倫也 印 

原口晃一 印 

近重裕樹 印 

  

近
重 


