
 

 
平成 30 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 30 年 6 月 24 日(日) 午後 4時 00 分より 

 

会 場； 大阪ハイテクノロジー専門学校 

     本館 5階大教室 

 

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 29 年度事業活動報告 

    第 2 号議案 平成 29 年度収支決算報告 

    第 3 号議案 監査報告 

    第 4 号議案 第 6期役員改選の件 

６． 報告事項 

    ①第 1期代議員選出の件 

７． 議長団解任 

８． 閉会の辞 
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審議事項 
 

第１号議案 平成２９年度事業活動報告 

① 平成 29 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 29 年 6 月 4 日 
 
  平成 29 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 30 年 3 月 18 日 

 

② 理事会開催 10 回 
・ 平成 29 年 4 月 8日   平成 29 年度第 1回理事会 

・ 平成 29 年 5 月 13 日  平成 29 年度第 2回理事会 

・ 平成 29 年 6 月 10 日  平成 29 年度第 3回理事会 

・ 平成 29 年 7 月 8日    平成 29 年度第 4回理事会 

・ 平成 29 年 9 月 9日    平成 29 年度第 5回理事会 

・ 平成 29 年 10 月 14 日  平成 29 年度第 6回理事会 

・ 平成 29 年 11 月 11 日  平成 29 年度第 7回理事会 

・ 平成 30 年 1 月 20 日   平成 29 年度第 8回理事会 

・ 平成 30 年 2 月 10 日  平成 29 年度第 9回理事会 

・ 平成 30 年 3 月 17 日  平成 29 年度第 10 回理事会 

 

③ 委員会活動 
 (1)広報（編集） 

・ 定期郵送物発送（19 回） 

・ 「たより第 33 号」の編集、発行（平成 29 年 5 月） 

・ 「たより第 34 号」の編集、発行（平成 29 年 9 月） 

・ 「たより第 35 号」の編集、発行（平成 30 年 1 月） 

 

 (2)広報（情報） 

  ・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 の公開 

 ・WEB サーバー管理およびホームページ脆弱性対応 

 

(3)学術（呼吸、代謝、循環、ME、教育（若手・ｼﾆｱ・研究開発）広報、統括、事務局） 

・ 学術委員会の開催 

・ 企画運営、教育 

 

Ⅰ.一般社団法人大阪府臨床工学技士会代謝部門ハンズオンセミナー 

 開催日時 ：平成29年4月2日（日）13:30～16:30 

 開催場所 ：大阪市立住まい情報センター 

 テ ー マ ：「プライミングから特殊血液浄化療法を学ぶ」 
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 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 ：32名（正会員16名、学生0名、非会員16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実習：「プライミングから特殊血液浄化療法を学ぶ」 

         共催：宮野医療器株式会社、旭化成メディカル株式会社 

東レ・メディカル株式会社、株式会社カネカメディックス 

川澄化学工業株式会社 

対象機器： 血液浄化装置（MA-03、ACH-Σ、TR-55Ⅱ、KM-9000） 

 

Ⅱ. 平成 29 年度一般社団法人大阪府臨床工学技士会基礎教育セミナー 

 開催日時 ：平成29年4月23日（日）13:00～17:00 

 開催場所 ：神戸マッケアカデミー 三宮グランドビル 3号会議室 

 テ ー マ ：「ER機器に触れてみよう」 

 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教育部門 

 参加人数 ：54名（正会員1名、学生4名、非会員49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 

新規入会者：無料、非会員：3,000円 

 実施内容 ：①講演Ⅰ：「大阪府臨床工学技士会の役割」 

講師：りんくう総合医療センター 奥田 重之 先生 

②講演Ⅱ：「臨床工学技士として勤務する心構え」 

講師：阪南市民病院 村中 秀樹 先生  

③講演Ⅲ：「新卒者臨床工学技士のための職業倫理」 

講師：仁真会 白鷺病院 小北 克也 先生 

④実習：「ER機器に触れてみよう」 

  共催：ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 

対象機器：補助循環（ｶﾙﾃﾞｨｵﾍﾙﾌﾟ）、IABP（CS100）、 

人工呼吸器（SERVO-U）、麻酔器（FLOW-i） 

⑤ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ：「HYBRID-OR 真のTotal Solution Providerとして」 

  共催：ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 

 

Ⅲ.第 6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29年6月4日（日）10:00～15:40 

 開催場所 ：ウェルおおさか 4F 会議室 

 テ ー マ ：「医療機器の感染対策」 

 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 ：56名（正会員45名、学生0名、非会員11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：「感染対策の基礎知識（概論）」 

講師：日本看護協会 池上 美保 先生 

 ②講義Ⅱ：「「医療機器を介した感染予防のための指針」について」 

講師：天理よろず相談所病院 吉田 秀人 先生 

 ③講義Ⅲ：「消化器内視鏡業務への臨床工学技士の関わりと感染対策」 

講師：神戸大学医学部附属病院 野田 有希 先生 

④ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：「臨床工学技士における医療機器感染対策について」 

1)「MEセンター・一般病棟」 

講師：ベルランド総合病院 山本 桂 先生 

2)「透析室」 
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講師：白鷺病院 川村 瑞己 先生 

3)「集中治療室・手術室」 

講師：近畿大学医学部奈良病院 植田 隆介 先生 

4)「心・血管カテーテル室」 

講師：東宝塚さとう病院 徳永 政敬 先生 

5)「消化器内視鏡室」 

講師：神戸大学病院 野田 有希 先生 

⑤ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ：「透析剤の製造工程と品質管理」 

講師：扶桑薬品工業株式会社 置田 康典 先生 

 

Ⅳ.第 12 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29年9月3日（日）10:00～16:00 

 開催場所 ：大阪市立住まい情報センター 3F 

 テ ー マ ：「技士が求める血液浄化」 

 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 ：141名（正会員102名、学生3名、非会員36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：「血液データを捉える」 

講師：関西医科大学香里病院 熊山 義久 先生 

②講義Ⅱ：「各種血液浄化療法における選択すべき 

ダイアライザ・ヘモダイアフィルタ」 

講師：明石市立市民病院 中村 拓生 先生 

③講義Ⅲ：「Monitoring deviceを用いた安定透析療法のスキルセット」 

講師：メディカルサテライト岩倉 長尾 尋智 先生 

④講義Ⅳ：「特殊血液浄化のテクニカルスキル」 

講師：国立病院機構大阪医療センター 峰松 佑輔 先生 

⑤ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ：「透析医療における検査値の読み方 

  ～CKD-MBD、腎性貧血治療ガイドライン～」 

講師：滋慶医療科学大学院大学 椿原 美治 先生 

共催：鳥居薬品株式会社 

 

Ⅴ.第 1回一般社団法人大阪府臨床工学技士会学術教育セミナー 

 開催日時 ：平成29年9月10日（日）10:00～12:50 

 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 ：「臨床×研究」 

 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 ：43名（正会員30名、学生2名、非会員11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講演Ⅰ：「臨床研究を行う上で必要な基礎知識： 

研究デザインや倫理指針について」 

講師：大阪国際がんセンター 伊藤 ゆり 先生 

②講演Ⅱ：「論文を書く上で必要な医療統計の基礎知識」 

講師：大阪国際がんセンター 福井 敬祐 先生 

③講演Ⅲ：「勉強会・学会発表の作り方」 

講師：東神戸病院 島田 尚哉 先生 

 

Ⅵ.第 7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 
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 開催日時 ：平成29年10月15日（日）10:25～15:50 

 開催場所 ：堺市立東文化会館 メインホール 

 テ ー マ ：「急性期から慢性期・在宅へ繋ぐ呼吸療法」 

 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 ：112名（先行事前登録（会員のみ）32名、一般事前登録・当日登録80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：「慢性期・在宅へ繋ぐための社会資源」 

講師：近畿中央胸部疾患センター 小出 志保 先生 

 ②講義Ⅱ：「在宅医療への臨床工学技士の役割」 

講師：公立陶生病院 春田 良雄 先生 

 ③講義Ⅲ：「急性期から慢性期・在宅へ繋ぐ呼吸療法」 

講師：岸和田徳州会病院 永井 佑典 先生 

 ④講義Ⅳ：「急性期と在宅を繋ぐ看護」 

講師：大阪はびきの医療センター 竹川 幸恵 先生 

 

Ⅶ.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29年12月3日（日）12:00～17:00 

 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 ：「不整脈デバイスについて ～最近の動向～」 

 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 ：65名（正会員45名、学生2名、非会員18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：「ILR・LifeVest」 

講師：北野病院 片山 亜希子先生 

②講義Ⅱ：「リードレスペースメーカー」 

講師：国立循環器病研究センター 小川 浩司 先生 

③講義Ⅲ：「不整脈デバイスの現状と今後の展望」 

講師：桜橋渡辺病院 田中 耕史 先生 

④講義Ⅲ：「S-ICD」 

講師：近畿大学医学部附属病院 上西 大輔 先生 

⑤講義Ⅳ：「MRI対応デバイスに対する各施設の対応」 

講師：岸和田徳洲会病院 原光 祐一 先生 

講師：大阪市立大学医学部附属病院 新垣 清貴 先生 

講師：JCHO 大阪病院 松本 景史 先生  

講師：国立病院機構大阪医療センター 藤井 順也 先生 

⑥講義Ⅴ：「放射線技師の立場から見たMRI対応デバイス」 

講師：大阪市立大学医学部附属病院 木村 大輔 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30年2月18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 ：「漏れ電流測定器「MD:Measure Device」作成と検証」 

 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 ：14名（正会員11名、学生0名、非会員3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：5,000円 

学生：5,000円、その他：6,000円 

 実施内容 ：①講義：「漏れ電流に関するJIS規格について」 

         講師：大正医科器械株式会社 橋本 敏仁 先生 
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              ②講義：「漏れ電流測定「MD」作成の説明」 

         講師：大正医科器械株式会社 岩田 稔 先生 

              ③実習：「漏れ電流測定「MD」作成」 

         講師：大正医科器械株式会社 岩田 稔 先生 

              ④実習：「テスターによる検証」、「漏れ電流測定実践」 

         講師：大正医科器械株式会社 岩田 稔 先生 

 

Ⅸ.第 13 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30年2月25日（日）10:00～16:00 

 開催場所 ：エルおおさか 南館５F南ホール 

 テ ー マ ：「透析困難症へのアプローチ ～ 問題！改善！を追求する ～」  

 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代謝部門 

 参加人数 ：170名（正会員115名、賛助会員0名、学生7名、非会員48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「VA 困難へのアプローチ」 

講師：生野愛和病院 南 伸治 先生 

②講義Ⅱ「透析困難症に関する栄養管理からのアプローチ」 

講師：医療法人好輝会 梶本クリニック 池田 真弓 先生 

        ③講義Ⅲ「透析困難症に関する透析療法からのアプローチ」 

          講師：さかいクリニック 岩尾 昌之 先生 

        ④講義Ⅳ「透析困難症に関する清浄化管理からのアプローチ」 

          講師：東亜大学 楢村 友隆 先生 

⑤ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰⅠ「患者からのメッセージ～困難症を経験して～」 

講師：関西医科大学香里病院 熊山 義久 先生 

共催：扶桑薬品工業株式会社 

 

Ⅹ. 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30年3月3日（土）14:30～16:30 

 開催場所 ：藍野大学 茨木キャンパス D 棟 1 階 D106 実習室 

 テ ー マ ：「心臓の解剖を理解しよう」 

 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循環部門 

参加人数 ：17名（正会員14名、学生0名、非会員3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、その他：2,000円 

 実施内容 ：①講義、実習：「心臓解剖」 

         共催：日本光電関西株式会社 

 

Ⅺ.第９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30年3月18日（日）9:55～16:05 

 開催場所 ：国際障害者交流センター ビッグ・アイ 

 テ ー マ ：「自発呼吸を診る、看る、見る」 

 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 ：277名（先行事前登録（会員のみ）67名、一般事前登録・当日登録210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：「在宅人工呼吸器患者の災害の備えについて  

～できることからはじめよう～」 

講師：刀根山病院 藤嵜 孝次 先生 

 ②講義Ⅱ：「呼吸を見る ～各種モニターから呼吸を見る～」 
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講師：神戸市立西神戸医療センター 石橋 一馬 先生 

 ③講義Ⅲ：「自発呼吸を看る ～呼吸器疾患患者のケアで看るポイント～」 

講師：大阪大学医学部附属病院 中西 美貴 先生 

 ④講義Ⅳ：「自発呼吸を診る」 

講師：神戸百年記念病院 尾﨑 孝平 先生 

 

Ⅻ.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・学生：無料、非会員：500円 

①開催日時 ：平成29年8月26日（土）15:00～16:00 

  開催場所 ：JCHO 大阪病院 6F 講堂 1・2 

  テ ー マ ：「血管内超音波検査機器（IVUS)」 

  参加人数 ：34名（正会員21名、学生2名、非会員11名） 

 

②開催日時 ：平成30年3月9日（金）19:30～20:30 

  開催場所 ：なにわ生野病院 8F 会議室 

  テ ー マ ：「神経刺激装置(MEP)を知ろう！」 

  参加人数 ：32名（正会員19名、学生0名、非会員13名） 

 

XIII.教育 NEWS（学会・勉強会の案内）の編集・発行 

 

 (4)総務（財務・税務） 

 ・定款、細則、内規の改訂 

・代議員制導入 

・平成 29 年度定時社員総会、平成 29 年度臨時社員総会運営 

・公益社団法人化にむけての取り組み（衣目公認会計士事務所 顧問契約） 

・選挙管理委員会設置  

・第 6期一般社団法人大阪府臨床工学技士会役員選挙運営 

・第 1期一般社団法人大阪府臨床工学技士会代議員選挙運営 

 

 (5)連携推進部（志望者拡大・男女共同参画・ブロック制度準備・災害対策推進） 

○志望者拡大 

・志望者拡大委員会の開催（5 回） 

・サイエンス・メイトフェスティバル 2017 へのブース出展 

（平成 29 年 4 月 23 日 大阪科学技術館） 

・第 2回臨床工学技士体験セミナーの開催 

（平成 29 年 7 月 30 日 岸和田カンカンベイサイドモール） 

・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（3 校） 

 

○男女共同参画 

・男女共同参画会議の開催（1 回） 

・マザーズルームの開設（2回） 

（平成 29 年 10 月 15 日 第７回実践呼吸療法セミナー、平成 30 年 3 月 18 日 第 9 回呼吸療 

 法セミナーにて開設） 

   ・近畿臨床工学技士連絡協議会主催の企画運営 

（平成 29 年 11 月 18 日 第 24 回近畿臨床工学会特別企画「みんなに聞きたい！ワーク・ 

ライフ・バランス」） 

・近畿臨床工学技士連絡協議会男女共同参画会議への参加 
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○ブロック制度準備 

・堺ブロック勉強会準備会議の開催 

・第１回堺ブロック勉強会・交流会 

    開催日時 ：平成29年9月16日（土）18:30～19:30 

    開催場所 ：ベルランド総合病院 AIF ホール 

    テ ー マ ：「透析療法の過去を知り未来を語る」 

     実施内容 ：①講義「透析医療の過去を知り未来を語る」 

講師：医療法人紀陽会 田仲北野田病院 荒川 昌洋 先生 

②情報交換会 

 参加人数 ：45名（正会員36名、学生0名、非会員9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：無料 

学生：無料、非会員：500円 

・第 1回泉州ブロック勉強会・交流会の開催 

    開催日時 ：平成30年3月3日（土）18:30～19:30 

    開催場所 ：りんくう総合医療センター ３F大会議室 

    テ ー マ ：「泉州ブロック施設紹介」 

     実施内容 ：①講義「透析医療の過去を知り未来を語る」 

講師：大阪府母子総合医療センター 井上 晃仁 先生 

講師：府中病院 千川 浩明 先生 
講師：岸和田徳洲会病院 河村 誠司 先生 

講師：りんくう総合医療センター 奥田 重之 先生 

②情報交換会 

 参加人数 ：16名（正会員16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：無料 

学生：無料、非会員：500円 

 

○災害対策推進 

・災害対策推進委員会の開催（7回） 

・第 1回災害対策セミナー開催 

    開催日時 ：平成29年9月10日（日） 

    開催場所 ：大阪国際会議場 

    共  催 ：第 89 回大阪透析研究会 

    テ ー マ ：「-災- 抗うことなく受け入れる」 

     実施内容 ：①講演「災害対策推進委員の活動と今後について」 

講師：大臨工災害対策委員会 山本 和輝 先生 

②講演「東日本大震災、あの時そして今から ～何を備えるべきか～」 

講師：星陵あすか病院 槇 昭弘 先生 

・第 2回災害対策セミナー開催 

    開催日時 ：平成30年3月4日（日） 

    開催場所 ：大阪国際会議場 

    共  催 ：第 90 回大阪透析研究会 

    テ ー マ ：「組織で築く術を知る」 

     実施内容 ：①講演「災害対策推進委員会より活動報告と今後の予定」 

講師：大臨工災害対策委員会 東下 裕保 先生 

②講演「大災害の教訓から築いた組織的災害支援体制」 

講師：元町 HD クリニック 森上 辰哉 先生 

・大阪府訪問看護ステーション協会主催の災害対策研修会支援 

 

⑤渉外活動報告 
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・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 

・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 31 回臨床工学技士国家試験監督員派遣（平成 30 年 3 月 4日） 

・大阪府赤十字血液センター献血事業協力（平成 29 年 8 月 27 日、平成 30 年 1 月 28 日） 

 

⑥会員数の報告（平成 30 年 3 月 31 日現在） 
 ・正 会 員 1,296 名 

 ・賛助会員   61 社 
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第２号議案 平成２９年度収支決算報告 

 

一般社団法人大阪府臨床工学技士会
一般会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部
(1) 経常収益

受取会費 6,378,000 5,984,000 394,000
受取入会金 178,000 148,000 30,000
受取年会費 4,940,000 4,596,000 344,000
受取賛助会費 1,260,000 1,240,000 20,000

事業収益 3,041,780 3,605,666 △ 563,886
事業収益 2,744,500 3,605,666 △ 861,166
広告収益 297,280 0 297,280

雑収益 11,103 11,173 △ 70
受取利息 103 173 △ 70
雑収益 11,000 11,000 0

日本臨床工学技士会還付金収益 11,000 11,000 0
経常収益計 9,430,883 9,600,839 △ 169,956

(2) 経常費用
事業費 6,131,039 5,194,026 937,013

普及啓発に関する事業 374,071 0 374,071
職業体験セミナー開催費 365,547 0 365,547
技士会説明会開催費 8,524 0 8,524

安全対策事業に関する事業 291,975 194,427 97,548
機器安全関連セミナー開催費 202,706 194,427 8,279
災害対策勉強会開催費 89,269 0 89,269

刊行物及び調査研究に関する事業 2,812,505 1,830,933 981,572
会誌等刊行物発行費 2,812,505 1,830,933 981,572

助成及び顕彰に関する事業 100,000 100,000 0
拠出金 100,000 100,000 0

職業倫理の高揚に関する事業 0 127,620 △ 127,620
関連セミナー開催費 0 127,620 △ 127,620

学術技能の研鑽及び資質の向上に関する事業 2,033,588 2,447,948 △ 414,360
学術部門別セミナー・勉強会開催費 2,033,588 2,447,948 △ 414,360

地域保健事業への協力に関する事業 84,000 59,600 24,400
日本赤十字献血事業協力費 84,000 59,600 24,400

その他法人の目的を達成するため必要な事業 434,900 433,498 1,402
総会運営費 185,096 406,498 △ 221,402
インターネット環境整備費 22,464 27,000 △ 4,536
代議員制度導入費用 227,340 0 227,340

管理費 3,083,237 1,461,703 1,621,534
通信・郵送費 413,083 256,972 156,111
事務費 681,261 422,071 259,190

事務用品・消耗品費 212,171 173,417 38,754
支払手数料 469,090 248,654 220,436

業務委託費 537,763 0 537,763
会議費 854,340 435,060 419,280

理事会費 592,570 275,150 317,420
委員会会議費 261,770 159,910 101,860

出張費 526,790 231,810 294,980
交際費 0 13,960 △ 13,960
法人費 70,000 101,830 △ 31,830

経常費用計 9,214,276 6,655,729 2,558,547
評価損益等調整前当期経常増減額 216,607 2,945,110 △ 2,728,503
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 216,607 2,945,110 △ 2,728,503

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
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一般社団法人大阪府臨床工学技士会
一般会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ  資産の部

１．流動資産
現金預金合計 14,865,415 14,257,890 607,525

小口現金合計 265,449 577,185 △ 311,736
小口現金（事務局長） 1,310 36,879 △ 35,569
小口現金（財務） 264,139 327,335 △ 63,196
小口現金（学術） 0 133,072 △ 133,072
小口現金（情報） 0 11,615 △ 11,615
小口現金（編集） 0 68,284 △ 68,284

普通預金合計 14,599,966 13,680,705 919,261
関西アーバン平野財務0941728 47,648 1,877,503 △ 1,829,855
関西アーバン天王寺総務0555986 109,990 0 109,990
関西アーバン天王寺学術0534532 2,672,405 2,623,314 49,091
関西アーバン天王寺会長0555997 0 0 0
関西アーバン天王寺副会長0556003 0 0 0
関西アーバン天王寺事務局長0556014 0 0 0
関西アーバン天王寺情報0556025 0 0 0
関西アーバン天王寺編集055036 0 0 0
関西アーバン天王寺志望者拡大0556047 0 0 0
関西アーバン天王寺男女共同0556058 0 0 0
関西アーバン天王寺ブロック0556069 19,352 0 19,352
関西アーバン天王寺災害対策0556070 0 0 0
関西アーバン天王寺総務0556081 0 0 0
関西アーバン天王寺教育（学術）0556092 0 0 0
関西アーバン天王寺ME(学術）0556105 0 0 0
関西アーバン天王寺循環(学術）0556116 0 0 0
関西アーバン天王寺代謝(学術）0556127 1 0 1
関西アーバン天王寺呼吸(学術）0556149 737,374 0 737,374
関西アーバン天王寺若手教育(学術）0556150 0 0 0
関西アーバン天王寺企画(学術）0556161 0 0 0
関西アーバン天王寺入金用0556172 65,348 0 65,348
関西アーバン天王寺学術統括0556183 0 0 0
ゆうちょ銀行 2,006,278 260,500 1,745,778
ゆうちょ銀行振替口座 1,491,720 2,836,200 △ 1,344,480
ゆうちょ銀行振替口座（任意団体） 0 33,400 △ 33,400
紀陽銀行 7,449,850 6,049,788 1,400,062

財産増減計算書
平成30年3月31日現在
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第３号議案 監査報告 
 

 第２号議案のごとく平成２９年度収支決算報告を致します。 

 

   平成  年  月  日 

 

               財務担当                   印 

 

 

 

 監査の結果、平成２９年度の会計収支に誤りなきことを認めます。 

 

 監査の結果、平成２９年度の会計収支に誤りなきことを認めます。 

 

 

                監 事                   印 
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第４号議案 第６期役員改選の件 

任期満了に伴う第６期一般社団法人大阪府臨床工学技士会役員選挙の告示に対して、

理事 20 名、監事 2名の方々が立候補されました。 

なお、第６期理事選出に関しては定款第 6章第 27 条第 1項により理事定数 20 名を超

えないため、役員選出規則第 5章第 17 条により無投票にて理事候補者 20 名全員を当選

といたします。 

また、同様に第６期監事選出に関しても定款第 6 章第 27 条第 1 項により監事定数 2

名を超えないため、役員選出規則第 5章第 17 条により無投票にて監事候補者 2名全員を

当選といたします。 

 

選出理事及び監事一覧表 
理事 20 名    

氏名 会員番号 勤務先 自他薦 

泉 暢英 22 公益財団法人 浅香山病院 透析センター 自薦 

井上 晃仁 2 
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子

医療センター ME センター 
自薦 

榎本 拓 16 医療法人蒼龍会 井上病院 医療安全管理室 自薦 

小北 克也 220 特定医療法人仁真会 白鷺病院 臨床工学科 自薦 

奥田 重之 464 
地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 

臨床工学科 
自薦 

恩地 隆 470 大阪府済生会 富田林病院 医療機器管理室 自薦 

河村 誠司 887 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 臨床工学室 自薦 

楠本 繁崇 191 大阪大学医学部附属病院 臨床工学部 自薦 

児玉 健一郎 506 医療法人 宝生会 PL 病院 自薦 

永島 信浩 547 阪南市民病院 臨床工学室 自薦 

南部 由喜江 536 
学校法人 大阪滋慶学園 大阪ハイテクノロジー

専門学校 臨床工学技士科 
自薦 

福田 将誉 287 箕面市立病院 自薦 

藤江 建朗 679 
社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院 臨床

工学科 
自薦 

前川 正樹 176 おもと会大浜第一病院 診療技術部 臨床工学科 自薦 

峰松 佑輔 486 大阪大学医学部附属病院 臨床工学部 自薦 

宮本 哲豪 51 淀川キリスト教病院 臨床工学課 自薦 

村中 秀樹 106 阪南市民病院 管理部 自薦 

山﨑 康祥 654 藍野大学 医療保健学部 臨床工学科 自薦 

山本 桂 255 ベルランド総合病院 診療技術部 臨床工学室 自薦 

吉見 隆司 291 松原徳洲会病院 臨床工学科 自薦 

  （五十音順・敬称略） 

監事 2 名    

氏名 会員番号 施設名 自他薦 

藤井 宏一 297 堺市立総合医療センター 臨床工学科 自薦 

吉田 靖 18 大阪大学医学部附属病院 臨床工学部 自薦 

  （五十音順・敬称略） 
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報告事項 
 

① 第 1 期代議員選出の件 

一般社団法人大阪府臨床工学技士会第１期代議員選挙の告示に対して、78 名の方々

が立候補されました。 

なお、第１期代議員選出に関しては、代議員の員数 70 名を超えたため、代議員選

出規則第 2 章第 2 条ならびに第 5 章第 13 条により正会員による無記名投票を行った

ところ、当選人が確定しましたので、ここに当選人氏名を報告いたします。 

 

選出代議員一覧表 
 

代議員 70 名 

届出

番号 
氏 名 

会員

番号 
勤務先 

1 吉見 隆司 291 松原徳洲会病院 臨床工学科 

2 石田 幸広 1088 大正くすのきクリニック 人工透析室 

3 峰松 佑輔 486 大阪大学医学部附属病院 臨床工学部 

4 井本 隆之 451 大阪大学医学部附属病院 臨床工学部 

5 松井 智博 541 阪和記念病院 臨床工学部 

6 宇座 英慈 686 大阪国際がんセンター 麻酔科 ＣＥ室 

7 村中 秀樹 106 阪南市民病院 管理部 

8 藤田 和睦 1133 八尾徳洲会総合病院 臨床工学科 

9 小北 克也 220 白鷺病院 医療技術部 臨床工学科 

10 樋口 香里 1132 阪和記念病院 臨床工学部 

11 今川 恵吾 1461 阪和記念病院 臨床工学部 

12 児玉 健一郎 506 ＰＬ病院 臨床工学技士室 

13 恩地 隆 470 大阪府済生会富田林病院 医療機器管理室 

14 小川 新太郎 661 牧病院 診療支援部 臨床工学科 

15 福田 将誉 287 箕面市立病院 臨床工学部 

16 奥田 重之 464 りんくう総合医療センター 臨床工学科 

17 楠本 繁崇 191 大阪大学医学部附属病院 臨床工学部 

18 南 茂 1721 大阪大学医学部附属病院 医療技術部臨床工学部門 

19 吉田 靖 18 
大阪大学大学院医学研究科 保健学専攻先進臨床工学共同

研究講座 

20 西垣 孝行 646 森ノ宮医療大学 保健医療学部 臨床工学科 

21 熊山 義久 546 関西医科大学香里病院 血液浄化療法部 医用工学室 

22 井上 晃仁 2 大阪母子医療センター ＭＥセンター 

23 今村 雅一 626 柏友千代田クリニック 臨床工学技士部 

24 安田 英也 730 城山病院 ＭＥセンター 
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25 北田 裕子 263 淀川キリスト教病院 臨床工学課 

26 山本 和輝 1581 淀川キリスト教病院 臨床工学課 

30 平井 圭 1089 ベルランド総合病院 臨床工学室 

31 窪田 史子 460 ベルランド総合病院 臨床工学室 

32 山本 桂 255 ベルランド総合病院 診療技術部 臨床工学室 

33 茨田 友香 431 ベルランド総合病院 診療技術部 臨床工学室 

34 畑中 由佳 750 藍野大学 医療保健学部 臨床工学科 

35 山﨑 康祥 654 藍野大学 医療保健学部 臨床工学科 

36 杉浦 正人 519 関西医科大学香里病院 血液浄化療法部 医用工学室 

37 石田 祥子 1018 東大阪徳洲会病院 副診療部 

38 小猿 雅美 509 高橋計行クリニック 臨床工学科 

41 櫻井 剛 477 府中病院 臨床工学室 

42 山本 健一 724 府中病院 臨床工学室 

44 塩竈 和也 512 府中病院 臨床工学室 

45 千川 浩明 648 府中病院 臨床工学室 

47 安田 栄吉 1573 南大阪病院 臨床工学科 

48 野口 浩一 346 南大阪病院 臨床工学科 

49 南部 由喜江 536 大阪ハイテクノロジー専門学校 臨床工学技士科 

50 泉 暢英 22 浅香山病院 透析センター 

51 藤井 宏一 297 堺市立総合医療センター 臨床工学科 

52 近藤 由佳 1520 松原徳洲会病院 臨床工学科 

53 新見 浩也 998 松原徳洲会病院 臨床工学科 

54 西尾 光司 814 松原徳洲会病院 臨床工学科 

55 松本 拓也 1080 松原徳洲会病院 臨床工学科 

56 谷 健太郎 1093 松原徳洲会病院 臨床工学科 

57 堀内 智美 1524 松原徳洲会病院 臨床工学科 

58 石川 由希野 847 大阪市立大学医学部附属病院 医療機器部 

59 清水 真一 845 萱島生野病院 事務部 

60 石塚 雄介 1023 近江草津徳洲会病院 臨床工学科 

61 岩本 和也 990 岸和田徳洲会病院 臨床工学室 

62 河村 誠司 887 岸和田徳洲会病院 臨床工学室 

63 石橋 孝臣 72 北野病院 臨床工学部 

64 宮本 哲豪 51 淀川キリスト教病院 臨床工学課 

65 白井 勇希 1224 大阪赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課 

66 橋本 佳典 899 南大阪病院 臨床工学科 

67 角井 弘嗣 445 井上病院 臨床工学科 

68 北濃 幹人 114 井上病院 在宅透析ＣＡＰＤセンター 

69 榎本 拓 16 井上病院 医療安全管理室 

70 村田 哲平 448 井上病院 臨床工学科 

71 川村 瑞己 279 白鷺病院 医療技術部 臨床工学科 

73 森田 庸介 1349 りんくう総合医療センター 臨床工学科 
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74 田中 智之 857 三宝病院 臨床工学科 

75 植田 隆介 488 近畿大学医学部奈良病院 ＭＥ部 

76 湊 拓己 439 京都医療センター 臨床工学科 

77 前川 正樹 176 大浜第一病院 診療技術部 臨床工学科 

78 永島 信浩 547 ベルピアノ病院 総務課 

（届出順・敬称略）   
 


