
平成 29 年度 一般社団法人長野県臨床工学技士会   

第 4 回理事会議事録 

   

議事録：岩崎瞬  議事録署名人：竹田博行 

  

日時：平成 29 年  12 月 3 日（日） 9：45～11：15  場所：ヤマサ 1Ｆホール  

  

出席理事：宮川会長 矢ヶ崎副会長 大久保副会長 竹田事務局長  

北信地区理事：阿藤理事   

東信地区理事：  

中信地区理事： 大倉理事 百瀬理事  

諏訪･岡谷地区理事：小口理事 丸山理事 森本理事  

南信地区理事：伊藤理事 岩崎理事 佐々木理事 

 

欠席理事：有賀理事  山浦理事 柳澤理事 小村理事 笠原理事 宮坂理事   

  

事業部議案  

1. 平成 30 年事業計画案（矢ヶ崎） 

2. 平成 30 年度長野県臨床工学会及び総会での審議事項（伊藤理事） 

1) 第 8 回長野県臨床工学技士会について 

(1) 特別講演の内容について 

 長野県下の臨床工学技士長、関東の臨床工学技士長から今後の臨床工学技士につい

てディスカッション経過形式で「過去→未来へ ～今、臨床工学技士に求められる

開進戦略～」と関連付けた講演が行えるか検討を行う。 

(2) 広報を早い段階で行えるように準備を行う。 

(3) ランチョンセミナーは I-HDF をテーマに検討中。多色で集客を見込むのであれば、

感染、チーム医療、安全等の内容が集客を見込めるか。 

2) 今後の長野県臨床工学技士会について 

 開催地など、次回理事会にて検討予定。 

3. 平成 30 年甲信越臨床工学会（矢ヶ崎副会長）  

1) ポスター 、タイムフロー、趣意書、招聘講演の内容、講師検討が立案された。 

4.  ＨＰの外部業者委託について（森本理事） 

1) 2 者見積もり済み。どちらも 30 万円。委託内容について明細なサービス内容等の確

認を行い、来年度予算の計上する。 

5. N.C.E.NEWS の発行時期（大倉理事） 

1) 一回目の発行を行った。web 閲覧数は思いのほか伸びなかった。 



2) 二回目の発行に向けて作成中。企画内容を検討し、記事の依頼等を行う。3 月中旬に

発送予定。 

3) 寄稿料について 

 記事の内容、職種等を考慮し、今後検討予定。 

6. 交流イベント開催日時・場所審議（岩崎理事） 

3/9 にテルモ甲府工場を見学する。工場見学 2 時間、講習会 1 時間で計画中。 

7. 日臨工誘致について （矢ヶ崎副会長） 

プレゼン資料 が提示され、テーマ及び目的の内容検討、JTB 他プレゼン資料により構

成の変更検討を行った。 

8. 来年度の甲信越臨床工学技士会では体験イベントは実施しない。（矢ヶ崎副会長） 

 

学術部議案   

報告・協議事項 

1.地区勉強会について 

北信地区：主催：ジョンソン・エンド・ジョンソン 

11/18（土）NAGANO Ablation Symposium 2017 

東信地区：共催：中外製薬・扶桑薬品工業・ウインターナショナル 

9/30（土）18:00～19:30 佐久ホテル 2F会議室  

中信地区： 

諏訪岡谷地区：主催：大塚製薬 

5/25（水）18:20～19:30 RAKO華乃井ホテル本館 2F「パルケ」 

飯田地区：主催：ニプロ 

12/7（木）18：30～21：00 飯田シルクホテル 

 

2.セミナーについて 

第 17回甲信急性血液浄化療法研究会学術セミナー（後援）：12/2（土）信州大学旭総合

研究棟 

第 2回 CV-NET信州研修会（後援）：12/10（日）若里市民文化ホール 

第 3回信州 HDFカンファレンス（後援）：1/21（日）信州大学旭総合研究棟 

 

3.医療機器セミナーについて 

12/3（日）JA松本会館 

 

4.第 15回人工呼吸器安全対策セミナーについて(小口理事より) 

1) 日程：3/4（日）松本大学５号館 2階 



2) 参加費：今年度は前年度と同じ。次年度以降は会場費等の問題もあり、増額するこ

とが理事会にて可決された。 

3) 参加費の振り込み確認等の手続が煩雑であり、外部委託を行いたい。HPの委託業者

等への依頼も可能。今後委託業者も含めて検討を行う。 

講義内容 

 

5.平成 30年度学術部事業計画案について 

事業 開催時期 形式 分野 専門臨床工学技

士 

単位 

人工呼吸器安全対策セミナー 3 月 主催 呼吸器 呼吸治療 8 単位 

医療機器セミナー 11 月 主催 機器管理   

地区別勉強会  主催・共催    

南信 HDF フォーラム 8 月 後援 代謝 血液浄化 3 単位 

信州 CRM Device Meeting 9 月 共催 循環 不整脈治療 8 単位 

長野県透析研究会学術集会 11 月 後援 代謝 血液浄化 3 単位 

Nagano Ablation Symposium 7 月 後援 循環 不整脈治療 3 単位 

甲信急性血液浄化療法研究会 12 月 後援 代謝 血液浄化 3 単位 

CV-NET 信州研修会 6月 12月 後援 循環 不整脈治療 3 単位 

信州 HDF カンファレンス 1 月 後援 代謝 血液浄化 3 単位 

 

検討依頼事項 

6.学習会について 

1) 学習会の分野が偏ってしまうため、今後は今までなかった分野の学習会の開催を検討。 

2) 実技セミナーを企画 

 高気圧酸素療法、人工呼吸器関連の実技セミナーを企画する。分野によっては参加人

数が十分でない可能性があるため、検討を行う。 

7.講演、共催するセミナーについて 

申請があれば協議なしに後援共催することとする 

 

 

 

 

 

 

 

 



総務部議案   

1.当会リーフレットおよび DVD の購入について 

※日臨工作成中のリーフレットは本間理事長が就任されたことに伴う記載内容の変更版。 

2.電波利用推進協議会について 

1) 11 月 10 日（金）長野県会合が開催された。 

2) 病院における電波利用の状況及び電波環境に関するアンケート結果報告。 

3) 今後は電波利用に伴う不具合事例、病院独自の取り組み、グッドプラクティス（優良

事例）を情報収集していく。 

 

3.平成 29 年度年会費徴収について 

1) 継続会員 年会費；3000 円 

2) 今年度入会会員；入会金 1000 円+年会費 3000 円 計 4000 円 

3) 前年度より滞納会員；滞納年数分の年会費 

4) 2017 年 12 月 5 日に引き落としされなかった場合は 2018 年 1 月 5 日に引き落とす。 

5) 次年度から年会費を 5000 円へ増額を行う。次回の総会へ立案を行う。 

4.平成 29 年度入会手続き完了会 

 今年度入会状況の報告を行った。 

 

組織委員会議案  

1. 関東臨床工学技士連絡協議会との連携について 

甲信越連絡協議会にて関東ブロックとの合併条件等が認証された。組織強化委員会にて

提案を行う。 

 

2. 日本臨床工学技士会誘致について 

招致に向けて現在の進行状況の報告が行われた。 

 

次回日程について 2 月 4 日(日) web 会議 9:00～ 


