
 

 
平成 28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 28 年 6 月 5日(日) 午後 4 時 00 分より 

 

会 場； 大阪市社会福祉研修・情報センター 

（ウェルおおさか）４階 会議室 

 

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 27年度事業活動報告 

    第 2号議案 平成 27年度収支決算報告 

    第 3号議案 監査報告 

    第 4号議案 第 5期役員選出選挙報告 

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２７年度事業活動報告 

①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 
  会期；平成 27年 6月 7 日 
 
 平成 27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 28年 3月 20 日 

 

②第 22回近畿臨床工学会開催 
  開催日時 ：平成 27年 11月 7日（土）、8日（日） 

  開催場所 ：ホテルコスモスクエア国際交流センター 

  テ ー マ ：『 原点回帰。 』 

  学 会 長 ：村中 秀樹（ベルランド総合病院 診療技術部） 

  事 務 局 ：国立大学法人大阪大学医学部附属病院 MEサービス部内 

        一般社団法人大阪府臨床工学技士会事務局 

  参加人数 ：846名（正会員 467名、学生 104名、一般 94名、講師・企業 181 名） 

        懇親会参加人数：54名 

参 加 費 ：会員：7,000 円、非会員：10,000円、学生：2,000円 

主  催 ：近畿臨床工学技士会連絡協議会 

共  催 ：一般社団法人大阪府臨床工学技士会・一般社団法人京都府臨床工学技士会・一 

般社団法人滋賀県臨床工学技士会・一般社団法人兵庫県臨床工学技士会・一般 

社団法人和歌山県臨床工学技士会・一般社団法人奈良県臨床工学技士会・公益 

社団法人日本臨床工学技士会〔順不同〕 

    後  援 ：大阪府・大阪市・一般社団法人大阪府医師会・一般社団法人大阪府歯科医師会・

社団法人大阪府病院協会・公益社団法人大阪府看護協会・一般社団法人大阪府

薬剤師会・公益社団法人大阪府放射線技師会・公益社団法人大阪府臨床検査技

師会・公益社団法人大阪府理学療法士会・一般社団法人大阪府作業療法士会・

公益社団法人大阪府栄養士会・一般社団法人大阪府病院薬剤師会・一般社団法

人大阪府私立病院協会〔順不同〕 

  実施内容 ：一般演題、教育講演、特別講演、一般演題、ポスター、シンポジウム、 

ワークショップ、ランチョンセミナー、ハンズオンセミナー 

①基調講演 

『原点に帰る ～心と心の交流～』 

   演 者：衛藤 信之 先生（日本メンタルヘルス協会 代表）  

司 会：村中 秀樹 先生（ベルランド総合病院・ 

                 一般社団法人大阪府臨床工学技士会 会長） 

 

②教育講演１ 

『急性血液浄化におけるparadigm shift ～急性と慢性の接点を探る～』 

   演 者：倭 成史 先生（国立病院機構大阪医療センター 腎臓内科）  

司 会：峰松 佑輔 先生（国立病院機構大阪医療センター） 

 

③教育講演２ 

  『医療器機メーカにおける医療研修施設の試み』 

   演 者：廣浦 学 先生（ニプロ株式会社社会医療教育研修施設 iMEP） 

司 会：橘 克典 先生（大阪電気通信大学）  
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④特別講演 

  『臨床工学技士を支える団体活動について』 

  演 者：井福 武志 先生（公益社団法人日本臨床工学技士会 副会長） 

  司 会：三井 友成 先生（姫路赤十字病院） 

 

⑤シンポジウム 

○シンポジウム１ 

『CE手術室業務の展望と課題』 

司 会：二谷 たか枝 先生（三菱京都病院）、 

古田 朋之 先生（近畿大学医学部附属病院） 

SYN1-1 「当院臨床工学技士による手術室業務の評価と課題」 

洛和会ヘルスケアシステム 音羽病院 CE 部 大澤 一幸 先生 

SYN1-2 「当院における中央材料室業務について」  

奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター 横山 剛司 先生 

SYN1-3 「当院での臨床工学技士による外科手術 Physicians Assistant 業務 

の現状について －4500 例の経験からの検討－」  

済生会熊本病院 臨床工学部門 荒木 康幸 先生 

SYN1-4 「ハイブリッド手術室における臨床工学技士の清潔補助業務」 

松原徳洲会病院 ME科 松浪 可織 先生 

SYN1-5 「当院手術室業務の現状と課題」 

公立那賀病院 臨床工学科 山崎 将哉 先生 

○シンポジウム２ 

『いる？いらない？あなたはどっち派？認定・学位・Ｗライセンス』 

司 会：宇座 英慈 先生(大阪府立成人病ｾﾝﾀｰ)、 

赤松 伸朗 先生(大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ) 

Introduction 大阪大学附属病院 MEサービス部 奥田 朋也 先生 

SYN2-1 大阪市立総合医療センター中央臨床工学部 土居 新宗 先生 

SYN2-2 東神戸病院安全管理推進室 島田 尚哉 先生 

SYN2-3 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 木田 奈々美 先生 

SYN2-4 豊中若葉会病院 石田 幸広 先生 

○シンポジウム３ 

『透析通信システムを考える』 

司 会：石田 幸広 先生（豊中若葉会病院）、堀井 亮 先生（JCHO 滋賀病院） 

SYN3-1 守山いつき病院 加藤 智行 先生 

SYN3-2 玄々堂君津 藤平 雅紀 先生 

SYN3-3 明石市立市民病院 中村 拓生 先生 

SYN3-4 泉南新家クリニック 田代 庸平 先生 

○シンポジウム４ 

『臨床工学技士の夜勤/当直体制 ～現状と課題～』 

司 会：宮本 哲豪 先生（淀川キリスト教病院）、  

楠本 繁崇 先生（大阪大学医学部附属病院） 

SYN4-1 「当院の夜勤体制の現状と課題」 

大阪大学医学部附属病院 MEサービス部 加藤 貴充 先生 

SYN4-2 「兵庫医科大学病院における当直体制の現状と課題」 

兵庫医科大学病院 臨床工学室 木村 政義 先生 

SYN4-3 「当院における臨床工学技士の当直体制の現状」 

姫路赤十字病院 臨床工学技術課 三井 友成 先生 

SYN4-4 「臨床工学技士の夜勤/当直体制 ～現状と課題～」 

社会医療法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 安見 衛 先生 
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○Ｙボードシンポジウム 

『「学生→臨床工学技士」をもう一度考えてみる ～取り巻く環境ができること～』 

司 会：三宅 康裕 先生(京都民医連中央病院)、 

奥田 重之 先生(りんくう総合医療センター) 

SYNY-1 「新人臨床工学技士の目線」 

湖東記念病院 濵田 明日香 先生 

SYNY-2 「先輩臨床工学技士の目線」 

市立奈良病院 岩下 裕一 先生 

SYNY-3 「養成校先生の目線」  

大阪ハイテクノロジー専門学校 渕脇 栄治 先生 

SYNY-4 「職能団体の目線」 

姫路聖マリア病院 正木 昭次 先生 

 

⑥ワークショップ 

  ○ワークショップ１ 

『学生実習の現状と今後を考えよう（教育施設側と臨床施設側より語る）』 

司 会：河村 誠司 先生（岸和田徳洲会病院）、 

山崎 康祥 先生（藍野大学） 

WS1-1 「シミュレータを使用した学内実習の取り組み」 

近畿大学 生物理工学部 医用工学科 徳嶺 朝子 先生 

WS1-2 「学生実習の現状と今後を考えよう （教育施設側と臨床施設側より語る）」 

大阪電気通信大学 医療福祉工学部 医療福祉工学科 橘 克典 先生 

WS1-3 「学生実習の現状と今後を考えよう（教育施設側より語る）」 

京都保健衛生専門学校 臨床工学技士専攻科 泉田 洋志 先生 

WS1-4 「当院における実習生受け入れの現状と今後の課題」 

奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター 黒川 宗雄 先生 

WS1-5 「学生実習の現状と今後を考えよう」 

兵庫医科大学病院 臨床工学室 大平 順之 先生 

WS1-6 「当院での人工心肺分野の臨床実習」 

滋賀医科大学医学部附属病院 臨床工学部 竹内 斉 先生 

○ワークショップ２ 

『呼吸療法業務への関わりと今後の展望』 

司 会：藤江 建朗 先生（大阪暁明舘病院）、 

山本 桂 先生（ベルランド総合病院） 

WS2-1 「非侵襲的呼吸療法（NPPV・酸素療法）への関わり」 

兵庫医科大学病院 臨床工学室 木村 政義 先生 

WS2-2 「小児呼吸療法業務への関わり」 

滋賀県立小児保健医療ｾﾝﾀｰ、滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ 臨床工学部 大野 進 先生 

WS2-3 「在宅人工呼吸療法（HMV）における臨床工学技士の関わりについて」 

公益社団法人信和会 川端診療所 臨床工学部 藤井 耕 先生 

WS2-4 「チーム活動への関わり」 

奈良県総合医療センター 診療部 臨床工学室 中村 充輝 先生 

WS2-5 「呼吸療法業務への関わりと今後の展望 ～急性期呼吸療法への関わり～」 

日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ 医療技術部 臨床工学技術課 山下 繁 先生 

WS2-6 「ECMO 管理における臨床工学技士の関わり」 

国立研究開発法人国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ 臨床工学部 吉田 幸太郎 先生 

 

⑦一般演題 １１９演題 

一般演題（口演発表 代謝）    ２１題 
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一般演題（口演発表 循環）    １２題 

一般演題（口演発表 呼吸）     ９題 

一般演題（口演発表 手術）     ６題 

  一般演題（口演発表 ＭＥ）    １１題 

  一般演題（口演発表 その他）    ６題 

  一般演題（口演発表 学生）     ４題 

一般演題（ポスター発表 代謝）   ８題 

一般演題（ポスター発表 循環）  １６題 

一般演題（ポスター発表 呼吸）   ８題 

  一般演題（ポスター発表 ＭＥ）   ７題 

一般演題（ポスター発表 その他） １１題 

 

⑧ランチョンセミナー 

  ○ランチョンセミナー１ 

     『在宅血液透析 ～現在・過去・未来～』 

 講 師：畠山 岳士 先生（第二富田クリニック） 

      司 会：榎本 拓 先生（蒼龍会井上病院） 

      共 催：ニプロ株式会社 

  ○ランチョンセミナー２ 

     『心筋保護法について』 

      講 師：桂田 金也 先生（コスモテック株式会社 CV事業部） 

      司 会：定 亮志 先生（大阪市立大学医学部附属病院） 

      共 催：コスモテック株式会社 

  ○ランチョンセミナー３ 

 『Critical Care 領域における血液浄化療法 ～DAMPSとその制御～』 

      講 師：三木 隆弘 先生（日本大学病院 臨床工学室） 

      司 会：藤堂 敦 先生（近畿大学医学部附属病院） 

      共 催：東レ・メディカル株式会社 

 

⑨ハンズオンセミナー 

○ハンズオンセミナー１ 

『排痰機器 いろんなデバイスを体験しよう』 

共 催：株式会社東機貿、株式会社パオンメディカル、 

フィリップス・レスピロニクス合同会社、アイ・エム・アイ株式会社 

○ハンズオンセミナー２ 

『消化器内視鏡業務における CEの役割』 

共 催：オリンパス株式会社、株式会社アムコ 

○ハンズオンセミナー３ 

『ⅤＡ管理における超音波エコーの必要性を学ぼう』                                

共 催：日本コヴィディエン株式会社、ＧＥヘルスケアジャパン株式会社 

○ハンズオンセミナー４ 

『事例から学ぶ人工心肺安全装置の有用性』 

共 催：泉工医科工業株式会社 

○ハンズオンセミナー５ 

『テスターの原理と JIS規格』 

共 催：大正医科器械株式会社 

○ハンズオンセミナー６ 

『ネーザルハイフローの基礎と体験』 

共 催：フィッシャー＆パイケルヘルスケア株式会社 
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○ハンズオンセミナー７ 

『３Ｄマッピング エンサイトシステムについて』 

共 催：日本光電工業株式会社 

  

⑩企業広告（予稿集掲載） 35社 

 

⑪企業展示 38社 

 

⑫第 22回近畿臨床工学会発表論文集の発行予定 

 

③理事会開催 12回 
・ 平成 27年 4月 11日   平成 27年度第 1回理事会 

・ 平成 27年 5月 9日    平成 27年度第 2回理事会 

・ 平成 27年 6月 13日   平成 27年度第 3回理事会 

・ 平成 27年 7月 4日     平成 27年度第 4回理事会 

・ 平成 27年 8月 8日     平成 27年度第 5回理事会 

・ 平成 27年 9月 6日    平成 27年度第 6回理事会 

・ 平成 27年 10月 10日  平成 27年度第 7回理事会 

・ 平成 27年 11月 21日   平成 27年度第 8回理事会 

・ 平成 27年 12月 19日  平成 27年度第 9回理事会 

・ 平成 28年 1月 16日   平成 27年度第 10回理事会 

・ 平成 28年 2月 13日   平成 27年度第 11回理事会 

・ 平成 28年 3月 13日   平成 27年度第 12回理事会 

 

④委員会活動 
 (1)編集委員会 

・ 定期郵送物発送（17回） 

・ 「たより第 28号」の編集、発行（平成 27年 7月） 

・ 「たより第 29号」の編集、発行（平成 27年 12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. 平成 27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27年5月10日（日）11:00～17:00 

 開催場所 ：藍野大学 中央図書館 

 テ ー マ ：「平成27年度基礎教育セミナー」 
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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教育部門 

 参加人数 ：95名（正会員32名、賛助会員0名、学生11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：1,000円 

学生：1,000円、非会員：3,000円 

 実施内容 ：①紹介：「関連団体の活動内容紹介」 

           大阪府臨床工学技士会、日本臨床工学技士会、日本臨床工学技士連盟 

講師：りんくう総合医療センター 奥田 重之 先生 

②講演Ⅰ：「現場で使える至適透析量Kt/Vの評価」 

講師：桃仁会 桃仁会病院 鈴木 尚紀 先生 

③講演Ⅱ：「プロが教える接遇マナースキルアップ講座」 

講師：有限会社カナルプランニング 太田 久美子 先生 

④講演Ⅲ：「下学上達」ガイドラインに基づいた透析治療の基本 

講師：宝持会 池田病院 南 伸治 先生 

⑤ランチョンセミナー：「ここでしか聞けないCHDFの話」 

            ～CHDFの理論と実際、そして未来～ 

講師：山梨大学医学部救急集中治療医学講座 松田 兼一 先生 

共催：東レ・メディカル株式会社 

 

Ⅱ.第 4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27年6月7日（日）10:30～15:30 

 開催場所 ：CIVI新大阪研修センター 

 テ ー マ ：「管理すべきものの認識と果たすべき責任」 

 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 ：61名（正会員29名、賛助会員0名、学生1名、非会員31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：「医療機器安全管理責任者について」 

講師：生長会 阪南市民病院 永島 信浩 先生 

 ②講義Ⅱ：「院内医療機器安全管理の実際」 

講師：西宮市立中央病院 山元 秀紀 先生 

 ③講義Ⅲ：「在宅医療の現状と医療機器安全管理者に求めるもの」 

講師：弘道会 訪問看護ステーション 藤田 勲 先生 

 ④メーカープレゼンテーション 

講師：大正医科器械株式会社 橋本 敏仁 先生 

 

Ⅲ.第 9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27年8月9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 ：「IPW（Inter-Professional Work）から考える血液浄化療法」 

 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代謝部門 

 参加人数 ：105名（正会員77名、賛助会員0名、学生1名、非会員27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 ：①Overview：「IPW（Inter-Professional Work）について」 

 講師：関西医科大学香里病院 熊山 義久 先生 

 ②New TopicsⅠ：「ファインフラックス」 

          講師：ニプロ株式会社 中村 公彦 先生 

 ③New TopicsⅡ：「セプザイリス」 

 講師：バクスター株式会社 網島 英人 先生 
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 ④講義Ⅰ：「透析患者への薬物投与の注意点と実際」 

講師：仁真会 白鷺病院 吉田 拓弥 先生 

⑤講義Ⅱ：「現場で役立つアフェレーシス」 

講師：国立病院機構 大阪医療センター 峰松 佑輔 先生 

⑥講義Ⅲ：「急性期におけるVA管理」 

講師：東京女子医科大学 相馬 泉 先生 

⑦ランチョンセミナー：「透析患者へのアプローチ ～心不全と糖尿病の管理～」 

講師：関西医科大学香里病院 高橋 延行 先生 

共催：中外製薬株式会社 

 

Ⅳ.第 5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27年11月29日（日）10:00～16:05 

 開催場所 ：国際障害者交流センター ビッグ・アイ 

 テ ー マ ：「非侵襲的呼吸療法」 

 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 ：201名（先行事前登録（会員のみ）60名、一般事前登録・当日登録141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：「マスクフィッティングとトラブル」 

講師：霧ヶ丘つだ病院 井本 久紀 先生 

 ②講義Ⅱ：「慢性期の非侵襲的呼吸療法とリハビリテーション」 

講師：貴志川リハビリテーション病院 幸田 剣 先生 

 ③講義Ⅲ：「急性期の非侵襲的呼吸療法と治療限界」 

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 

 ④講義Ⅳ：「ネーザルハイフロー」 

講師：神戸大学医学部附属病院 三住 拓誉 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27年12月6日（日）9:55～15:05 

 開催場所 ：藍野大学 中央図書館 合同教室 

 テ ー マ ：「カテーテル治療 ～現状から展望～」 

 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 ：69名（正会員38名、賛助会員0名、学生7名、非会員24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：「特殊なカテーテル治療について」 

講師：桜橋渡辺病院 松尾 幸顧 先生 

②講義Ⅱ：「カテーテル治療室 施設紹介」 

講師：国立循環器病研究センター 小川 浩司 先生 

講師：堺市立総合医療センター 高畠 裕也 先生 

講師：JCHO大阪病院 三沼 英彦 先生 

講師：大阪大学医学部附属病院 磯村 健二 先生 

講師：岸和田徳洲会病院 原光 祐一 先生 

③講義Ⅲ：「EVT治療の現状と今後」 

講師：関西医科大学附属滝井病院 野田 哲平 先生 

④講義Ⅳ：「PCI治療における最近の動向と展望」 

講師：桜橋渡辺病院 永井 宏幸 先生 

⑤ランチョンセミナー：「冷凍焼灼術（クライオアブレーション）について」 

講師：国立循環器病センター 小川 浩司 先生 

共催：日本メドトロニック株式会社 
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Ⅵ.第 10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28年2月7日（日）9:30～16:30 

 開催場所 ：エル・おおさか 南館 5階南ホール 

 テ ー マ ：「清浄化への執念 ～これまでとこれから～」  

 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 ：131名（正会員83名、賛助会員0名、学生0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オーバービュー「大阪の透析液の清浄化（これまでとこれから）」 

          講師：なにわ生野病院 南 伸治 先生 

 ②講義Ⅰ「データを取り扱うために必要な統計的スキル」 

    講師：一陽会 服部病院 宮田 賢宏 先生 

③講義Ⅱ「水処理装置と清浄化対策」 

講師：明理会 中央総合病院 星野 武俊 先生 

④メーカー共催ランチョンセミナー「洗浄剤の工夫による清浄化管理」 

講師：純真学園大学 楢村 友隆 先生 

⑤メーカー共催シンポジウム 

「清浄化の変遷 ～メーカーが考える清浄化 これまでとこれから～」 

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 會田 伸彦 先生 

講師：ニプロ株式会社 中村 将太 先生 

講師：株式会社JMS 前田 成臣 先生 

共催：株式会社JMS、旭化成メディカル株式会社、 

東レ・メディカル株式会社、日機装株式会社、ニプロ株式会社 

 

Ⅶ.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28年2月21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 ：「漏れ電流測定とJIS規格 ～漏れ電流測定の治具作成と検証～」 

 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 ：13名（正会員8名、賛助会員0名、学生0名、非会員5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：4,000円 

学生：4,000円、その他：5,000円 

 実施内容 ：①講義：「JIS規格と漏れ電流の基礎」 

         講師：大正医科器械株式会社 橋本 敏仁 先生 

              ②実習：「接触電流測定治具の作成・検証」 

         講師：大正医科器械株式会社 橋本 敏仁 先生 

 

Ⅷ. 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28年3月13日（日）12:30～16:00 

 開催場所 ：あべのハルカス貸会議室 会議室 D（第 35回 JaSECT近畿地方大会 第 2会場） 

 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 ：21名（正会員13名、JaSECT正会員3名、賛助会員0名、学生0名、その他5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：「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 
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         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 

         講師：JWS株式会社 青口 耕治 先生 

         共催：一般社団法人日本体外循環技術医学会近畿地方会 

 

Ⅸ.第 7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28年3月20日（日）9:55～15:45 

 開催場所 ：国際障害者交流センター ビッグ・アイ 

 テ ー マ ：「COPD」 

 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 ：249名（先行事前登録（会員のみ）31名、一般事前登録・当日登録218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：「COPDとは」 

講師：ベルランド総合病院 眞本 卓司 先生 

 ②講義Ⅱ：「COPD患者に対するリハビリテーションの必要性」 

講師：北野病院 リハビリテーションセンター 本田 憲胤 先生 

 ③講義Ⅲ：「COPD患者への生活指導」 

講師：淀川キリスト教病院 海嶋 美也子 先生 

 ④講義Ⅳ：「COPD患者へ看護」 

講師：大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 竹川 幸恵 先生 

 

Ⅹ.教育 NEWS（学会・勉強会の案内）の編集・発行 

  

 (4)総務 

 ・平成 27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） 

・第１回職業体験セミナーの実施（平成 27年 7月 26 日 イオンモール大日にて） 

・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） 

・第２２回近畿臨床工学会においてマザーズルームへの取り組みを発表 

・マザーズルームの開設（平成 27年 11月 29日 第５回実践呼吸療法セミナー、 

平成 28年 3月 20日 第７回呼吸療法セミナーにて） 

・第２回近畿臨床工学技士会連絡協議会男女共同参画 情報交流会への運営参加 

 

⑤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 

・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 29回臨床工学技士国家試験監督員派遣（平成 28年 3月 6日） 

・大阪府赤十字血液センター献血事業協力（平成 27 年 8月 23日、平成 28年 1月 31日） 

 

⑥会員数の報告（平成 28 年 3月 31日現在） 
 ・正 会 員 1,131名 

 ・賛助会員   22社 
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第２号議案 平成２７年度収支決算報告 

 

収 支 計 算 書 
自 平成２７年 ４月 １日 

至 平成２８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 232,000 222,000 -10,000 111件 

       (2) 年会費収入 4,066,000 4,256,000 190,000 1,064 件 

       (3) 賛助会費収入 260,000 460,000 200,000 23 件 

  ② 事業収入  
     

       (1) 普及啓発に関する事業 

          職業体験セミナー参加費収入 

 

0 

 

330,000 

 

330,000 

 

展示ブース料など 

       (2) 安全対策事業に関する事業 

          関連セミナー参加費収入 

 

380,000 

 

184,000 

 

-196,000 

 

安全管理セミナー 

(3) 職業倫理の高揚に関する事業 

           関連セミナー参加費収入 

 

56,000 

 

199,000 

 

143,000 

 

CE 基礎セミナー 

       (4) 学術技能の研鑽及び資質の向上に関

する事業 

各セミナー参加費収入 

 

 

3,032,500 

 

 

2,571,000 

 

 

-461,500 

 

浄化、呼吸、循環な

ど 計 7セミナー 

  ③ 広告費収入 
 

 

 

 

 

 

 

 

           学術セミナー広告収入 200,000 220,000 20,000  

  ④ 雑収入       

 

       (1) 還付金 

 

28,794 

 

9,300 

 

-19,494 

 

日臨工 

 

       (2) 受取利息 

 

1,019 

 

1,354 

 

335 

 

計 5口座 

  事業活動収入計（A） 8,256,313 8,452,654 196,341   
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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         

     ・職業体験セミナー開催費 0 423,683 423,683 職業体験セミナー 

 

       (2) 安全対策事業に関する事業         

     ・関連セミナー開催費 

 

185,603 228,389 42,786 安全管理セミナー 

       (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 1,764,317 1,766,979 2,662 印刷、送付委託費用、

原稿料など 

       (4) 助成及び顕彰に関する事業        

          ・拠出金 112,000 100,000 -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 145,986 81,524 -64,462 CE 基礎セミナー 

       (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 

1,771,870 2,018,075 246,205 浄化、呼吸、循環器

など 計７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 47,040 40,000 -7,040 人件費、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 417,071 299,884 -117,187 会場賃借代、委任状

ハガキ代 

          ・インターネット環境整備費 27,000 81,000 54,000 ホームページ管理

費、サーバ使用料 

  事業費支出計（a） 4,470,887 5,039,534 568,647   
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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 218,128 290,072 71,944 郵便、メール便など 

       (2) 事務費        

          ・事務運営費 179,126 642,894 463,768 事務用品費、消耗品費、

印刷費など 

          ・支払手数料 312,644 243,077 -69,567 

 

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 341,051 153,025 -188,026 会議室賃借料、交通費

など 

       (4) 出張費 374,240 349,230 -25,010 日臨工・近臨協会議 

       (5) 交際費 0 4,280 4,280 冠婚葬祭、慶弔 

    (6) 法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000 0 法人府民・市民税 

  管理費支出計（b） 1,495,189 1,752,578 257,389   

  事業活動支出計（B）＝（a）+（b） 5,966,076 6,792,112 826,036   

  事業活動収支差額（A）-（B） 2,290,237 1,660,542 -629,695   
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平成２７年度 財産増減計算書 
自 平成２７年 ４月 １日 

至 平成２８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 24,316 76,407 52,091   

       財務担当 327,234 344,508 17,274   

       学術委員会 0 99,456 99,456   

       情報委員会 20,434 19,786 -648   

       編集委員会 84,216 70,172 -14,044   

現金合計（A） 456,200 610,329 154,129   

   （2）普通預金       

     ゆうちょ銀行 総合口座① 136,787 155,229 18,442   

     ゆうちょ銀行 振替口座① 2,357,460 2,483,770 126,310   

     ゆうちょ銀行 総合口座② 109,106 9,220 -99,886   

     ゆうちょ銀行 振替口座② 33,400 33,400 0   

     関西アーバン銀行 平野支店 2,179,595 617,453 -1,562,142   

     関西アーバン銀 天王寺支店 948,776 1,674,884 726,108  

     紀陽銀行 平野支店 3,264,256 5,561,837 2,297,581   

預金合計（B） 9,029,380 10,535,793 1,506,413   

流動資産合計（A）+（B） 9,485,580 11,146,122 1,660,542   
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第３号議案 監査報告 
 

第２号議案のごとく平成２７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２７年度の会計収支に誤りなきことを認めます。 

 

 

平成  年  月  日 

 

監事                  印 

 

監事                  印 
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第４号議案 第５期役員選出選挙報告 

任期満了に伴う第５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 22

名、監事 2名の方々が立候補されました。 

候補者全員の方が被選挙権の規則を満たしておりましたが、第５期理事選出に関しては定款第

4 章第 24 条第 1 項により理事定数 20 名を超えたため、役員選出規則第 5 章第 15 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公示いた

します。 

なお、第５期監事選出に関しては第 4章第 24条第 1項により候補者人数が定数の 2名を超え

なかったため、役員選出規則第 5章第 17条により無投票にて当選といたします。 

 
 

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 大阪府立母子保健総合医療センター ＭＥセンター 自薦 

榎本 拓 16 医療法人蒼龍会 井上病院 臨床工学課 自薦 

小北 克也 220 医療法人仁真会 白鷺病院 臨床工学科 自薦 

奥田 重之 464 りんくう総合医療センター 臨床工学科 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 ＭＥサービス部 自薦 

児玉 健一郎 506 宝生会 ＰＬ病院 臨床工学技士室 自薦 

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 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 

西垣 孝行 646 
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター  

臨床工学部 
自薦 

野口 浩一 346 社会医療法人景岳会 南大阪病院 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 国立病院機構 大阪医療センター 臨床工学室 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 ＭＥ科 自薦 

  （五十音順・敬称略） 

監事 2名    

氏名 会員番号 勤務先 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 ＭＥサービス部 自薦 

  （五十音順・敬称略） 

 


