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１．事務局報告
１）会員数

正会員数

２）年会費納入について
一般社団法人

２０９名・賛助会員

３８社（平成２４年３月３１日）

内訳

群馬県臨床工学技士会

入会金

３，０００円

年会費

５，０００

円(UFJ ニコスより指定口座から引き落としを行っている)
一般社団法人 群馬県臨床工学技士会と（社）日本臨床工学技士会の年会費が別々に徴
収される。
一般社団法人

群馬県臨床工学技士会

入会金３，０００円, 年会費５，０００円

３）会員名簿記載変更などについて
正会員・賛助会員の方々で勤務場所,住所,電話番号,担当者などの変更があった場合には
事務局まで連絡、
もしくはホームページのお問い合わせ欄を利用。
４）個人情報保護法について
会誌への掲載について会員は氏名のみ、賛助会員は社名のみとする。
ホームページの会員名簿については個人の意思で掲載を承諾された会員のみ氏名と施
設名を掲載。
５）メーリングリストの登録について
技士会からの情報を受けることの出来る配信サービスに同意して頂き、メールアドレ
スを技士会事務局に登録頂ければ、技士会からの活動情報を中心に配信しております。
技士会活動を活発にするためにも会員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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６）理事会報告
「第１２回理事会」
日時：平成２３年４月７日（木）
会場：済生会前橋病院

１９時～２１時

A 棟３階会議室

[議題]
（１）震災への対応、計画停電について
（２）義援金および支援物資について
（３）日本臨床工学技士会役員選挙について
「第１３回理事会」
日時：平成２３年５月２６（木）

１９時～２１時

会場：登利平

南部店

[議題]
（１）勉強会関係の ML の統合について
（２）災害時の運用を目的とした理事会関係者の携帯電話メールアドレス登録について
（３）第 6 回全国臨床工学技士会代表者意見交換会の参加報告
（４）関東臨床工学技士協議会の会議参加報告
（５）納税について
（６）大会の準備報告
（７）たよりについて
「第１４回理事会」
日時：平成２３年７月６日(水) １９時～２０時３０分
会場：済生会前橋病院 A 棟３階会議室
[議題]
（１）来年度の学術大会の大会長について
（２）第２回関東臨床工学会の負担金について
（３）「不整脈領域における EPS,ABL 業務指定講習会(仮称)の書名について
（４）第 2 回関東臨床工学会による MDIC ポイント付与について
（５）予算・決算報告のたより掲載について
（６）たよりの発行ナンバーについて
（７）大会誌発行および送付について
（８）HP に賛助会員の HP のリンクを張ることについて
（９）大会の準備報告
（１０）第 1 回合同勉強会について
（１１）文化厚生事業、納涼祭について
（１２）Y・ボード。仙台での会議及び東日本大震災の被災地の現地視察について
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「第１５回理事会」
日時：平成２３年９月１５日（水）１９時より 会場：済生会前橋病院 A 棟３階会議室
[議題]
（１）血液浄化技術学会後援について
（２）第 2 回関東臨床工学技士会について
（３）たよりでの理事紹介について
（４）大会準備報告
（５）1 市民講座開催について
（６）第１回合同勉強会報告
（７）文化厚生事業、納涼祭開催報告
（８）循環器部会シリーズ勉強会について
（９）開催の Y-Board 担当者研修会報告
「第１６回理事会」
日時：平成２３年１１月１６日（水）１９時より
会場：済生会前橋病院 A 棟３階会議室
[議題]
（１） 第１１回学術大会報告
（２） 第２回関東臨床工学会参加報告
（３） 日本臨床工学会代議員選挙について
（４） 医療マネジメント学会開催のお知らせ
（５） 年会費の引き落としについて
（６） 年度の途中で入会された方の当該年度分の会費の引き落としについて
（７） 第１２回学術大会について
（８） 広報委員会会議報告
（９） 第２回市民公開講座について
（１０）安全対策委員会勉強会について
（１１）循環器部会シリーズ勉強会について
（１２）保守部会勉強会について
（１３）関東ハチドリネットワーク会議報告
「第１７回理事会」
日時：平成２４年１月１２日（木）１９時から２１時
会場：済生会前橋病院 A 棟３階会議室
[議題]
（１）第 2 期代議員選出選挙について
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（２）当会ホームページのリニューアルについて
（３）石川県小松短大より専任教員募集の案内が来た旨報告
（４）日本臨床工学技士会より会員名簿調査の依頼について
（５）会費引き落としについて、および、未納・滞納について
（６）セミナー等の領収書について
（７）第１２回学十大会準備報告
（８）たより 10 月号休刊について
（９）市民公開講座開催報告
（１０）部会シリーズ勉強会について（呼吸部会、代謝部会、保守部会）
（１１）Y・ボード、３月３日に会議予定
「第１８回理事会」
日時：平成２４年２月１日（水）１９時～２１時まで
会場：済生会前橋病院 A 棟３階会議室
[議題]
（１）理事改定により法務局へ登記変更した件について
（２）日臨工の代議員選挙について
（３）平成２４年度の年間予定案について
（４）平成２４年度、HP のリニューアルについて
（５）第１２回学術大会準備報告
（６）平成２３年度市民公開講座開催について
（７）平成２４年度の市民公開講座について
（８）第２回合同勉強会について
（９）文化厚生事業、新年会企画について
（１０）部会シリーズ勉強会について（循環器・呼吸・代謝）
「第１９回理事会」
日時：平成２４年３月１日（木）１９時～２１時
会場：済生会前橋病院 A 棟３階会議室
[議題]
（１）第１２回学術大会準備報告
（２）会誌原稿締め切りについて
（３）市民公開講座の新聞掲載について
（４）平成２４年度市民公開講座開催について
（５）合同勉強会について
（６）シリーズ勉強会開催報告（循環器・呼吸）
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（７）保守部会勉強会について
（８）賛助会員が開催する県内でセミナー、研究会等の開催案内をたよりに掲載するこ
とについて
（９）第２２回日本臨床工学会一般演題の座長選出について
２．広報委員会報告
たより、学術大会誌の発行を行った。
たよりは年３回の発行予定であったが、学術大会が１０月となったため、１０月に発行す
る予定であったものを休刊とし、たよりは２回の発行となった。
１）平成２３年８月１日
２）平成２３年１０月 1 日
３）平成２４年１月１日

たより No.３５発行
学術大会誌発行
たより No.３６発行

3．組織検討委員会報告
平成２４年３月３１日
組織検討委員長

中西 秀雄

１）市民公開講座の開催
日時：平成２４年３月４日（日）
場所：群馬県

生涯学習センター

演題１：「東日本大震災支援報告」
講師

前橋赤十字病院 高度救命救急センター 副部長 中村 光伸 先生

演題２：「あなたの大切な人の命救えますか？
講演

蘇生法と AED の使用体験」

上武大学 看護学科准教授 千明 政好 先生

２）第１回群馬マネジメント学会の参加
日時：平成２３年１１月２７日（日）
場所：ニューサンピア
３）組織検討委員会開催
第１回組織検討委員会
日時：平成２３年７月６日（水）
場所：済生会前橋病院

臨床工学科

議題：①市民公開講座の開催について

②災害時の緊急連絡網
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第２回組織検討委員会
日時：平成２３年８月１０日（火）
場所：済生会前橋病院

臨床工学科

議題：①市民公開講座の開催について

②公益活動について

第３回組織検討委員会
日時：平成２３年９月２９日（木）
場所：済生会前橋病院

臨床工学科

議題：①市民公開講座の開催について
第４回組織検討委員会
日時：平成２４年１月１２日（木）
場所：済生会前橋病院

会議室

議題：①市民公開講座の開催について
第５回組織検討委員会
日時：平成２４年３月１日（木）
場所：済生会前橋病院

会議室

議題：①市民公開講座の開催について
4.学術委員会報告
平成２３年度は、合同勉強会を２回開催した
１）第１回合同勉強会
開催日：平成２３年８月２８日（日）
会場：太田医療技術専門学校
１３：００-１５：１０

４号館

講堂

「災害時の対応・計画停電対応・現地の状況報告」

講師：東レメディカル株式会社
株式会社ゆう建設設計

小林 紀一 先生
河津 孝治 先生

担当：保守部会・代謝部会
１５：３０～１６：３０

「各種換気モードと新しい機能」

講師：ＧＥヘルスケアジャパン株式会社

櫻井 夕起 先生

担当：呼吸部会
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2）第２回合同勉強会
開催日：平成２４年３月４日（日）
会場：生涯学習センター
１２：００～１２：５０

３Ｆ

視聴覚室

ランチョンセミナー「透析室における水質管理について」

講師：東レメディカル株式会社

大塚 卓也 先生

担当：学術委員会
１３：１０～１４：４０

「心臓エコー画像の見方と評価」

講師：前橋赤十字病院 臨床検査科部 主任

有馬 ひとみ 先生

担当：循環器部会
１５：００～１６：３０

「臨床工学技士が負う法的リスクと対策～民事・刑事・行政処

分～」
講師：井上法律事務所 弁護士・医師

山崎 祥光 先生

担当：安全対策委員会
５．文化厚生委員会報告
平成２４年３月３１日
文化厚生委員長

木内 聡子

１）納涼祭
日時：平成２３年８月２８日（日）
場所：群馬県邑楽郡大泉町アジアンカフェ
参加者１０名（４名当日キャンセル）（参加費一人

２，０００円）

２）第２回合同勉強会講師交流会
日時：平成２４年３月４日（日）
場所：群馬県前橋市南町一二三家
参加者７名（参加費自己負担、講師分のみ委員会負担）
３）ボウリング大会
平成 21 年度文化厚生委員会活動としてボウリング大会を開催しましたので,ここに報告致
します。
1) 開催日：平成 21 年 12 月 6(日)学術委員会主催合同勉強会後
2) 場 所：エメラルドボウル(前橋市国領町 2−13−38)
3) 参加者：15 名
4) 大会内容：4 レーン使用し 2 ゲーム合計点で順位を決定。上位 3 位まで賞品を授与。
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6.安全対策委員会報告
１）第２回合同勉強会
日時：平成２４年３月４日（日）
場所：群馬県

生涯学習センター

演題：「臨床工学技士が負う法的リスクと対策～民事・刑事・行政処分～」
講演

井上法律事務所 山崎 祥光 先生

7.循環器部会報告
１）第１回シリーズ勉強会
日時：平成２３年１２月２日（金）
場所：群馬県生涯学習センター

１９：００～ ２０：００

４階第２研修室

内容：心臓カテーテル治療の実際
講師

ボストン・サイエンティフィック株式会社

参加人数：１３名（会員 １２名 非会員 １名）
２）第２回シリーズ勉強会
日時：平成２４年２月７日（火）
場所：群馬県生涯学習センター

１９：００ ～ ２０：００

４階第２研修室

内容：循環動態の評価とデバイスについて
講師

エドワーズ・ライフサイエンス株式会社

参加人数：４０名（会員 １９名 非会員 ２１名）
３）第２回合同勉強会
日時：平成２４年３月４日（日）
場所：群馬県生涯学習センター

４階視聴覚室

内容：心エコー画像の見方と評価
講師

前橋赤十字病院 臨床検査科部 主任 有馬 ひとみ 先生

8.代謝部会報告
１）第１回合同勉強会
日時：平成２３年８月２８日（日）

１３：００ ～ １５：１０

場所：太田医療技術専門学校
内容：①「災害時の対応・計画停電対応・現地の状況報告」
②「各社透析装置関連の製品紹介」
講師

日機装株式会社
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２）第 1 回シリーズ勉強会
日時：平成２４年２月９日（木）

１９：００ ～ ２０：３０

場所：太田医療技術専門学校
参加人数：１５名
内容：「MF 法体験
講師

操作の注意点と 37QM 体験培養～QM サーベイランス～」

日本ポール株式会社

9.呼吸部会報告
１）第１回合同勉強会
日時：平成２３年３月２８日（日）
演題：「最新の呼吸器モードについて」
講師

ＧＥヘルスケアージャパン株式会社

２）第１回シリーズ勉強会
日時：平成２４年１月２７日（金）

１８：３０ ～ １９：３０

場所：群馬大学医学部附属病院カンファレンス室３
演題：「呼吸リハビリについて」
講師

群馬大学医学部附属病院 理学療法士 主任 長谷川 先生

参加人数１２名（会員：９名、非会員３名）
10.保守部会報告
１）第１回シリーズ勉強会
内容：保育器の日常点検
場所：群馬県立小児医療センター
日時：平成２４年１月２７日(金) １９：００ ～ ２０：００
講師 アトムメディカル株式会社
参加者：会員８名、非会員５名
２）第２回シリーズ勉強会
内容：加温加湿器のメンテナンス
場所：平成２４年３月 1１３日(火) １９：００ ～ ２０：００
講師 F&P 株式会社様
参加者：会員９名、非会員０名
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３）第１回合同勉強会
平成２３年８月２８日(日)に開催した。
保守部会は代謝部会と内容を合わせ、テーマを「震災時の対応・計画停電・現地から
の報告」とした。
11.関東 Y･ボード報告
１）平成２３年度 第１回関東甲信越ハチドリネットワーク会議(Y･ボード会議)参加報告
日時：平成２３年１０月３０日（日）１２：００～１３：３０
場所：幕張メッセ国際会議場

会議室

会議出席者：各都道府県代表者
日本臨床工学会

組織委員会メンバーおよび人材活性化委員メンバー

（１）各都県の活動について
埼玉県では Y-ボードが腎移植キャンペーンに参加、千葉県では若手向けの勉強会兼
レ クリエーションなどの活動がおこなわれていた。Y-ボードのメンバーが理事会に
所属している県では比較的活動しやすい実態も感じられた。
（２）関東臨床工学技士協議会と甲信越臨床工学技士協議会の現状
関東臨床工学技士協議会では平成 24 年 11 月 4 日（日）につくば国際会議場におい
て第 3 回関東臨床工学会を開催予定、甲信越では平成 24 年 9 月 30 日に長野県松本
市で第 3 回甲信越学術大会を開催予定である。
（３）仙台 Y ボード研修会に参加して
我々の役目は東日本団震災の教訓を後世に伝え、今後の有事の際に備えてネットワ
ーク(連絡網)を生かして団結すること、つまり組織力の向上の必要性を感じた。
（４）メルマガ Y・ボードの登録者数を増やすには
現在の登録者数２２５６名、養成校の学生への働きかけ、県の HP より日臨工の Y
ボードにリンクを貼るなどの工夫が必要。
（５）Y ボード憲章について
大分での日臨工大会において承認された。今後この憲章が普及するよう各県での学
術大会や勉強会などで紹介する。
（６）日臨工 Y ボード委員会として
全国の Y ボード担当者にアンケートを実施し、Y ボードの活動状況を把握していく
予定、来年の富山県での大会ではワークショップを開催予定。
（７）次回会議は３月頃に日臨工事務局で開催予定
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