
 

 
平成 27年度 

一般社団法人大阪府臨床工学技士会 

定時社員総会議案書 
 

 

 
日 時； 平成 27 年 6 月 7日(日) 午後 4 時 00 分より 

 

会 場； CIVI新大阪研修センター 

 

式次第 

１． 開会の辞 

２． 議長団選出 

３． 議事録署名人選出 

４． 総会成立宣言 

５． 審議事項 

    第 1号議案 平成 26年度事業活動報告 

    第 2号議案 平成 26年度収支決算報告 

    第 3号議案 監査報告 

６． 議長団解任 

７． 閉会の辞 
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審議事項 
 

第１号議案 平成２６年度事業活動報告 

①平成 26年度一般社団法人大阪府臨床工学技士会定時社員総会 
  会期；平成 26年 6月 1 日 
 
 平成 26年度一般社団法人大阪府臨床工学技士会臨時社員総会 
  会期；平成 27年 3月 15 日 

 

②理事会開催 10回 
・ 平成 26年 4月 19日   平成 26年度第 1回理事会 

・ 平成 26年 5月 17日   平成 26年度第 2回理事会 

・ 平成 26年 6月 1日   平成 26年度第 3回理事会 

・ 平成 26年 7月 12日    平成 26年度第 4回理事会 

・ 平成 26年 9月 20日    平成 26年度第 5回理事会 

・ 平成 26年 10月 25日  平成 26年度第 6回理事会 

・ 平成 26年 11月 22日  平成 26年度第 7回理事会 

・ 平成 27年 1月 17日   平成 26年度第 8回理事会 

・ 平成 27年 2月 21日   平成 26年度第 9回理事会 

・ 平成 27年 3月 28日   平成 26年度第 10回理事会 

 

③委員会活動 
 (1)編集委員会 

・ 定期郵送物発送（15回） 

・ 「たより第 25号」の編集、発行（平成 26年 6月） 

・ 「たより第 26号」の編集、発行（平成 26年 11月） 

・ 「たより第 27号」の編集、発行（平成 27年 3月） 

 

 (2)情報委員会 

  ・情報委員会の開催 

 ・パソコンおよび携帯向けのホームページによる情報提供 

 ・オンライン入会・会員情報変更フォーム、会員向けメールマガジン登録フォームの公開 

 ・一般社団法人大阪府臨床工学技士会の情報開示 

 ・学術勉強会、セミナー、講習会等の案内 

 ・求人情報の提供  

 ・会員向けメールマガジンの配信 

 ・Facebookの開設 

 

(3)学術委員会（企画運営、教育、事務局） 

・ 学術委員会の開催 

・ 企画運営、教育 

 

Ⅰ.第 3回一般社団法人大阪府臨床工学技士会医療機器安全管理セミナー 

 開催日時 ：平成26年6月1日（日）11:00～15:40 

 開催場所 ：大阪市社会福祉研修・情報センター 5階大会議室 

 テ ー マ ：「医療安全とシステム」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会ME部門 
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 参加人数 ：110名（正会員37名、賛助会員0名、学生1名、非会員72名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：2,000円 

学生：2,000円、非会員：4,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「患者安全に寄与する医療情報システム 

～当院における取り組みと新たな展開～」 

講師：京都第二赤十字病院 田中 聖人 先生 

 ②講義Ⅱ：「院内医療安全管理と医療機器安全管理の連携と協働」 

講師：大阪医療センター 高田 幸千子 先生 

 ③講義Ⅲ：「医療機器安全管理責任者としての臨床工学技士の役割に期待する」 

講師：滋慶医療科学大学院大学 小野 哲章 先生 

 ④メーカープレゼンテーション 

講師：テルモ株式会社 中野 淳也 先生 

 

Ⅱ.第 8回一般社団法人大阪府臨床工学技士会血液浄化セミナー 

 開催日時 ：平成26年8月10日（日）10:00～16:30 

 開催場所 ：エル・おおさか 南館 5F南ホール 

 テ ー マ ：「血液浄化のネクストステージ ～これからの透析を学ぼう～」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会代謝部門 

 参加人数 ：120名（正会員85名、賛助会員0名、学生3名、非会員32名） 

参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：2,000円 

学生：1,000円、非会員：4,000円  

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「血液透析におけるモニタリング」 

 講師：服部病院 宮田 賢宏 先生 

 ②講義Ⅱ：「在宅透析の実践とこれから」 

          講師：三康病院 武田 裕治 先生 

 ③講義Ⅲ：「血液浄化における感染管理の最近の話題」 

 講師：株式会社BML 霜島 正浩 先生 

 ④講義Ⅳ：「臨床経験から考えるアフェレーシス療法」 

講師：東京女子医科大学病院 相馬 泉 先生 

 ⑤ランチョンシンポジウム 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ-1：「新しい安全針について」 

講師：メディキット株式会社 中山 勝弘 先生 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ-2：「理学的所見と超音波エコーでのVA管理」 

講師：桃仁会病院 人見 泰正 先生 

 

 

Ⅲ.第 1回一般社団法人大阪府臨床工学技士会卒後教育セミナー 

 開催日時 ：平成26年9月21日（日）13:00～17:00 

 開催場所 ：滋慶医療科学大学院大学 視聴覚講義室 

 テ ー マ ：「新たな臨床工学分野の取り組み」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会教育部門 

 参加人数 ：24名（正会員14名、賛助会員0名、学生6名、非会員4名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員・学生：2,000円 

非会員：4,000円 

 実施内容 ：①講演Ⅰ：「診療報酬改定にともなう集中治療分野での臨床工学技士の将来」 

  講師：大阪医療センター 峰松 佑輔 先生         

②講演Ⅱ：「臨床研究のための生体工学 ～血液流体力学の基礎～」 

  講師：藍野大学 桜井 篤 先生 

③講演Ⅲ：「循環器診療分野の臨床工学業務とマネージメント」 
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  講師：大浜第一病院 前川 正樹 先生 

              ④講義Ⅳ：「臨床研究の基礎と研究倫理」 

         講師：藍野大学 水谷 陽一 先生 

 

Ⅳ.第 4回一般社団法人大阪府臨床工学技士会実践呼吸療法セミナー 

 開催日時 ：平成26年11月24日（日）9:55～15:45 

 開催場所 ：エル・おおさか 南館 5F南ホール 

 テ ー マ ：「呼吸管理のチームアプローチ」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会呼吸部門 

 参加人数 ：191名（先行事前登録（会員のみ）39名、一般事前登録・当日登録152名） 

 参 加 費 ：先行事前登録：2,000円、一般事前登録：4,000円、当日手数料1,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「臨床工学技士の立場から」 

講師：兵庫医科大学病院 木村 政義 先生 

 ②講義Ⅱ：「理学療法士の立場から」 

講師：神戸市立医療センター中央市民病院 岩田 健太郎 先生 

 ③講義Ⅲ：「看護師の立場から」 

講師：大阪警察病院 大江 理英 先生 

 ④講義Ⅳ：「医師の立場から」 

講師：神戸市立医療センター中央市民病院 瀬尾 龍太郎 先生 

 

Ⅴ.一般社団法人大阪府臨床工学技士会循環器セミナー 

 開催日時 ：平成26年12月7日（日）9:55～15:10 

 開催場所 ：大阪ハイテクノロジー専門学校 本館 5階大教室 

 テ ー マ ：「チーム医療における補助循環 ～PCPSを中心として～」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会循環部門 

 参加人数 ：67名（正会員43名、賛助会員0名、学生2名、非会員22名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：2,000円 

学生：1,000円、非会員：4,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「院外心停止に対するPCPSプロトコール作成の歩み」 

講師：関西医科大学附属病院滝井病院 早川 航一 先生 

②講義Ⅱ：「PCPS装着患者における看護」 

講師：岸和田徳洲会病院 新福留 理恵 先生 

③講義Ⅲ：「PCPSの臨床と基礎」 

講師：国立循環器病センター 吉田 幸太郎 先生 

④講義Ⅳ：「周術期の心臓リハビリテーションの意義と実際」 

講師：大阪労災病院 西村 真人 先生 

⑤ランチョンセミナー：「エマゼブの変遷と今後」 

講師：テルモ株式会社 紺瀬 拓己 先生 

 

Ⅵ.第 9回一般社団法人大阪府臨床工学技士会清浄化セミナー 

 開催日時 ：平成27年2月8日（日）10:00～16:30 

 開催場所 ：大阪市社会福祉研修・情報センター 5階 大会議室 

 テ ー マ ：「温故知新から学ぶ」  

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会代謝部門 

 参加人数 ：116名（正会員64名、賛助会員0名、学生0名、非会員52名） 

参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：2,000円 

学生：1,000円、非会員：4,000円  

  実施内容 ：①講義Ⅰ「透析液清浄化 ～我が 30 年の軌跡～」 

          講師：三軒医院 牧尾 健司 先生 
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 ②講義Ⅱ「微生物制御の３原則 ～空気清浄化のすすめ～」 

    講師：ひがしだクリニック 松尾 賢三 先生 

③シンポジウム「温故知新水処理装置・多用途透析装置」 

講師：株式会社JMS 前田 成臣 先生 

講師：ニプロ株式会社 三橋 真 先生 

講師：東レメディカル株式会社 板垣 徹 先生 

講師：日機装株式会社 中川 宋太 先生 

講師：日本ウォーターシステム株式会社 岩崎 博 先生 

 

Ⅶ.一般社団法人大阪府臨床工学技士会循環器部門ハンズオンセミナー 

 開催日時 ：平成27年3月8日（日）10:00～14:00 

 開催場所 ：藍野大学 茨木キャンパス D棟 D106 実習室 

 テ ー マ ：「経皮的心肺補助法（PCPS）について」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会循環部門 

 参加人数 ：27名（正会員11名、賛助会員0名、学生2名、非会員14名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：1,000円 

学生：1,000円、非会員：2,000円 

 実施内容 ：①講義、実習：「経皮的心肺補助法（PCPS）について」 

         講師：テルモ株式会社 坂本 明 先生 

         講師：平和物産株式会社 岡本 健太郎 先生 

         講師：泉工医科工業株式会社 山川 貴司 先生 

         講師：コスモテック株式会社 宮本 和樹 先生 

 

Ⅷ.一般社団法人大阪府臨床工学技士会 ME部門ハンズオンセミナー 

 開催日時 ：平成27年3月8日（日）9:30～12:30 

 開催場所 ：大阪ハイテクノロジー専門学校 メディカル棟 

 テ ー マ ：「フットポンプの正しい知識と使用方法 ～静脈血栓塞栓症予防の考え方～」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会ME部門 

 参加人数 ：16名（正会員16名、賛助会員0名、学生0名、非会員0名） 

 参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員：1,000円 

学生：1,000円、非会員：2,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「静脈血栓症予防について ～なぜ静脈血栓症予防が大事なのか～」 

         講師：日本ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ株式会社ｸﾘﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 湯沢 千穂 先生 

              ②講習会：「SCD700シリーズメンテナンス講習会」 

         講師：日本ｺｳﾞｨﾃﾞｨｴﾝ株式会社ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ SS/MED ﾒﾃﾞｨｶﾙ技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

             勝田 俊晴 先生、伊藤 宏徳 先生、西野 巴 先生 

 

Ⅸ.第 6回一般社団法人大阪府臨床工学技士会呼吸療法セミナー 

 開催日時 ：平成27年3月15日（日）9:55～16:15 

 開催場所 ：エル・おおさか エル・シアター 

 テ ー マ ：「安全な呼吸管理を提供する」 

 開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会呼吸部門 

 参加人数 ：371名（先行事前登録（会員のみ）56名、一般事前登録・当日登録315名） 

 参 加 費 ：先行事前登録：2,000円、一般事前登録：4,000円、当日手数料1,000円 

 実施内容 ：①講義Ⅰ：「人工呼吸関連の医療安全」 

講師：ベルランド総合病院 楠本 茂雅 先生 

 ②講義Ⅱ：「呼吸生理」 

講師：神戸協同病院 山本 昌司 先生 

 ③講義Ⅲ：「胸部レントゲンの読み方」 
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講師：藤田保健衛生大学 大屋 富彦 先生 

 ④講義Ⅳ：「酸素療法」 

講師：神戸大学医学部附属病院 三住 拓誉 先生 

 

Ⅹ.一般社団法人大阪府臨床工学技士会ウィークエンドセミナー 

開催担当 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術委員会 

参 加 費 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会会員・賛助会員・学生・非会員：無料 

①開催日時 ：平成26年11月8日（土）15:00～16:00 

  開催場所 ：JCHO大阪病院看護学校 視聴覚室 

  テ ー マ ：「基礎から見直すIABP講座」 

  参加人数 ：36名（正会員26名、賛助会員0名、学生2名、非会員8名） 

   実施内容 ：MAQUE社 酒井 伸一 先生 

 

Ⅺ.教育 NEWS（学会・勉強会の案内）の編集・発行 

  

 (4)総務 

 ・平成 26年度定時社員総会、臨時社員総会運営 

 ・公益社団法人化にむけての活動 

 ・定款、細則、内規の見直しおよび追加 

 

 (5)組織委員会 

・組織委員会の開催（年 5回） 

・養成学校向けの一般社団法人大阪府臨床工学技士会説明会開催（2校） 

・会員施設訪問の実施（年 3回） 

・女性会員対象アンケートの結果報告（たより 25・26・27号に掲載） 

・マザーズルームの開設（平成 26年 11月 24日 第４回実践呼吸療法セミナーにて） 

・男女共同参画への取り組み 

 

④渉外活動報告 
・公益社団法人日本臨床工学技士会 

・近畿臨床工学技士会連絡協議会（第 21回近畿臨床工学会共催） 

・チーム医療 CE研究会 

・日本体外循環技術医学会近畿地方会 

・第 28回臨床工学技士国家試験監督員派遣（平成 27年 3月 1日） 

・大阪府赤十字血液センター献血事業協力（平成 26 年 8月 24日、平成 27年 1月 25日） 

 

⑤会員数の報告（平成 27 年 3月 31日現在） 
 ・正 会 員 1,024名 

 ・賛助会員   34社 
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第２号議案 平成２６年度収支決算報告 
 

収 支 計 算 書 
自 平成２６年 ４月 １日 

至 平成２７年 ３月３１日 

 

一般社団法人大阪府臨床工学技士会 

Ⅰ．収入の部    単位：円 

勘 定 科 目 
前年度  決算額  差 異  備 考 

大・中・小科目 

Ⅰ. 事業活動収支の部       

 1. 事業活動収入       

  ① 会費収入       

       (1) 入会金収入 158,000 232,000 74,000 116件 

       (2) 年会費収入 3,716,000 4,066,000 350,000 1017件 

       (3) 賛助会費収入 1,260,000 260,000 -1,000,000 13件 

  ② 事業収入  
     

       (1) 安全対策事業に関する事業 

          関連セミナー参加費収入 

 

288,000 

 

380,000 

 

92,000 

 

医療機器安全管理、 

MEハンズオン 

(2) 職業倫理の高揚に関する事業 

           関連セミナー参加費収入 

 

113,000 

 

56,000 

 

-57,000 

 

卒後教育 

       (3) 学術部門別セミナー・学術勉強会 

           各セミナー参加費収入 

 

2,105,000 

 

3,032,500 

 

927,500 

 

血液浄化、呼吸、循環

器など 計 6セミナー 

  ③ 広告費収入 
 

0 

 

200,000 

 

200,000 

 

計 10件 

  ④ 雑収入       

 

       (1) 還付金 

 

70,510 

 

28,794 

 

-41,716 

 

日臨工、近臨協 

 

       (2) 受取利息 

 

794 

 

1,019 

 

225 

 

計 5口座 

 

  ⑤ 預り金 

 

 

180,000 

 

0 

 

-180,000 

 

賛助会費過払金返金 

  事業活動収入計（A） 7,891,304 8,256,313 365,009   
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Ⅱ．支出の部（その１） 

勘 定 科 目 
前年度 決算額 差 異 備 考 

大・中・小科目 

 2. 事業活動支出         

  ① 事業費支出         

       (1) 普及啓発に関する事業         

     ・技士会活動説明会開催費 37,600 0 -37,600 養成校学生への説明会

活動、施設訪問 

       (2) 安全対策事業に関する事業         

     ・関連セミナー開催費 

 

63,101 185,603 122,502 医療機器安全管理、 

MEハンズオン 

       (3) 刊行物の発行及び調査研究に 

           関する事業 
        

     ・会誌等刊行物発行費 2,030,108 1,764,317 -265,791 印刷、送付委託費用（年

15回）、原稿料など 

       (4) 助成及び顕彰に関する事業        

          ・拠出金 100,000 112,000 12,000 近畿臨床工学会 

       (5) 職業倫理の高揚に関する事業         

          ・関連セミナー開催費 135,485 145,986 10,501 卒後教育 

       (6) 学術技能の研鑽及び資質の向上に 

           関する事業 
        

          ・学術部門別セミナー、学術勉強会 

            開催費 

1,774,036 1,771,870 -2,166 血液浄化、呼吸、循環

器など 計 6セミナー 

      (7) 地域保健事業への協力に関する事業         

     ・日本赤十字献血事業協力費 73,360 47,040 -26,320 人件費および交通費 

       (8) その他法人の目的を達成するために 

           必要な事業 
        

          ・総会運営費 152,245 417,071 264,826 会場賃借代、委任状ハ

ガキ代 

          ・インターネット環境整備費 78,750 27,000 -51,750 ホームページ管理費、

サーバ使用料 

  事業費支出計（a） 4,444,685 4,470,887 26,202   
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Ⅱ．支出の部（その２）    単位：円 

勘 定 科 目 
前年度 決算額 差 異 備 考 

大・中・小科目 

  ② 管理費支出        

       (1) 通信運搬費 62,299 218,128 155,829 郵便、メール便など 

       (2) 事務費        

          ・事務運営費 281,104 179,126 -101,978 事務用品費、消耗品費、

印刷費など 

          ・支払手数料 202,764 312,644 109,880 

 

年会費振替、振込、ﾈｯ

ﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料など 

       (3) 会議費       

      ・理事会費および委員会会議費 35,800 341,051 305,251 会議室賃借料（年 10

回）、交通費など 

       (4) 出張費 419,703 374,240 -45,463 日臨工・近臨協会議 

       (5) 交際費 3,706 0 -3,706 冠婚葬祭、慶弔 

    (6) 法人税、住民税及び事業税 20,000 70,000 50,000 法人府民・市民税 

    (7) 年会費過払金清算 45,920 0 -45,920 年会費過払金返金 

    (8) 賛助会費過払金清算 180,000 0 -180,000 賛助会費過払金返金 

     

  管理費支出計（b） 1,251,296 1,495,189 243,893   

  事業活動支出計（B）＝（a）+（b） 5,695,981 5,966,076 270,095   

  事業活動収支差額（A）-（B） 2,195,323 2,290,237 94,914   
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平成２６年度 財産増減計算書 
自 平成２６年 ４月 １日 

至 平成２７年 ３月３１日 

 

一般社団法人大阪府臨床工学技士会 

    単位：円 

勘 定 科 目 
前期末残高 当期末残高 増 減 備 考 

大・中・小科目 

Ⅰ.資産の部        

 1．流動資産        

   （1）現金        

       事務局 35,821 24,316 -11,505   

       財務担当 217,487 327,234 109,747   

       学術委員会 288,534 0 -288,534   

       情報委員会 200,000 20,434 -179,566   

       編集委員会 85,605 84,216 -1,389   

現金合計（A） 827,447 456,200 -371,247   

   （2）普通預金         

     ゆうちょ銀行 総合口座① 92,893 136,787 43,894   

     ゆうちょ銀行 振替口座① 1,793,970 2,357,460 563,490   

     ゆうちょ銀行 総合口座② 109,078 109,106 28   

     ゆうちょ銀行 振替口座② 33,400 33400 0   

     関西アーバン銀行 平野支店 1,873,360 2,179,595 306,235   

     関西アーバン銀 天王寺支店 1,092,212 948,776 -143,436  

     紀陽銀行 平野支店 1,372,983 3,264,256 1,891,273   

預金合計（B） 6,367,896 9,029,380 2,661,484   

流動資産合計（A）+（B） 7,195,343 9,485,580 2,290,237   
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