
平成 28年度 第 4回 一般社団法人山梨県臨床工学技士会理事会議事録 

 

日時：平成 28年 10月 13日（木）17：00～18：15 

 

場所：小瀬スポーツ公園 武道館第 2会議室 

 

出席者：石井（甲府城南病院）、高橋（原口内科・腎クリニック）、飯窪（甲府共立病院）、

藤巻（市立甲府病院）、竹川（山梨県立中央病院）、植松（北杜市立塩川病院）、内田（三井

クリニック）、星野（まつした腎クリニック）、眞田（原口内科・腎クリニック）、長嶺（山

梨大学医学部付属病院）、深澤（山梨県立中央病院）、長田（すずきネフロクリニック）、白

石（市立甲府病院）、長田（富士吉田市立病院）、尾前（都留市立病院） 

 

欠席者：佐野（組合立飯富病院）、清水（山梨大学医学部付属病院） 

 

１.  H27年度会誌企画について 

   A4 サイズ 3 枚 6 面で作成しました。原稿を印刷し、勉強会や総会のときに配付する

予定です。 

 

２． 第 7回甲信越臨床工学会 in niigata  テーマ「探求」報告 

   平成 28 年 9月 4日（日）新潟日報メディアシップにて行われました。参加者は 210

名でした。前日に平成 28年度第 2回甲信越臨床工学技士会連絡協議会が開催され、

第 7回甲信越臨床工学会 in niigataについての学術大会の進行予定、CE体験イベン

トの企画概要の説明がありました。また、第 8回甲信越臨床工学会 in Yamanashiが

平成 29年 9月 10日（日）に開催予定との報告がありました。 

   来年度の大会参加費については、年々関連企業の協力が厳しくなり値上げすることに

しました。 

   現状は、会員 1000円 非会員 3000円 学生無料 

   来年より、会員 2000円 非会員 4000円 学生 500円とします。 

 

    

３． 甲信越臨床工学技士会 in山梨について 

   平成 29 年 9 月 10 日（日）県立図書館多目的ホールにて開催予定です。テーマは   

「可能性」とし、当日の流れや役割分担、体験イベントスペースでなにを行うかは今

後検討していきます。 

 

 

 



４． 第 8回 Yボード施設見学となりの機械室 

   平成 28年 11月 6日（日）10:00～山梨大学医学部付属病院にて行われます。参加人

数は 15名～20名程度とし定員になり次第締め切りとします。 

 

５． 日本血液浄化技術学会ビデオセミナーについて 

   日時：平成 28年 12月 18日（日）9:30～15:45(受付 9:00) 

場所：ぴゅあ総合 中研修室 

   参加費：日本血液浄化技術学会会員養成校学生：1000円 

       山梨臨床工学技士会会員：3000円 

       非会員：4000円 

  ＜プログラム＞ 

   テーマ：ここがポイント！！ 患者さんのこのサインを見逃すな 

   1.ここがポイント： 心疾患           常喜 信彦 先生 

東邦大学医療センター大橋病院 腎臓内科 准教授        

   2.ここがポイント： 適正体重と血圧管理     田部井 薫 先生 

                        南魚沼市民病院 

   3.ここがポイント： 除水量の設定        安藤 勝信 先生 

     自治医科大学付属さいたま医療センター 臨床工学部 副技士長 

   4.ここがポイント： 透析条件の設定        村上 淳 先生 

東京女子医科大学 臨床工学部 副技士長 

   5.ここがポイント： 生体適合性          芝本 隆 先生 

埼玉医科大学大学院 医学研究科 

   6.ここがポイント： 透析困難症          花房 規男先生 

東京大学医学部付属病院 腎疾患総合医療学講座 特任准教授 

 

６． ボウリング大会について 

   日時：平成 28年 11月 26日（土） 受付 17：00～ 

   場所：大統スターレーン 双葉 

   参加費：1000円 

   なお、ゲーム代については実費負担でお願いします。 

 

７． ゴルフコンペについて 

   日時：平成 28年 10月 23日（日） 

   場所：富士川カントリークラブ 

   参加費：2000円 

   なお、プレー代は各自での精算をお願いします。 

 

 



８． ＣＥＨＣＣについて 

    循環器セミナーを平成 29年 1月 29日（日）、ぴゅあ総合にて開催の予定をしてい

ます。プログラムなどの詳細は、11月中旬頃にお知らせします。 

 

９． 山梨ＣＥ懇話会について 

    日時：平成 28年 11月 19日（土） 受付 18：00～ 

    場所：ぴゅあ総合 

    参加費：1000円(お弁当込み) 

    ＜特別講演＞ 

     『透析施設の災害対策』 

       医療法人社団 赤塚クリニック 理事長 赤塚 東司雄 先生 

 

１１． その他 

   ・災害ＷＧについて 

今後インターネットでの掲示板を使ってグループを作り伝達訓練を行っていく予定

です。まず試しで、今後の理事会などの連絡は掲示板を使っていく予定です。 

 

   ・県下ＲＯ装置水質異常に伴う上水場視察の件 

    日時：平成 28年 10月 5日（水） 13:30～16:30 

    場所：甲府市上下水道局平瀬上水場 

    参加：山梨県臨床工学会：石井仁士 飯窪譲 内田隆央 藤巻一美 

       甲府共立病院：河野副事務長 

       甲府市議会議員：木内直子議員 

視察の結果、平瀬上水上からの上水は、51 項目の水質基準を満たしており問題

なく、また水質結果においても、濁度、pH、アルミニウム、鉄等の測定値から

も異常を示す値はなかった。しかし、甲府市内における透析 7 施設の逆浸透装

置のフィルター目詰まりが発生していることから、日本臨床工学会へ報告を行

い、そこから厚生労働省へも連絡をしてもらう事となった。 

今後も、当技士会と甲府上下水道局との情報共有や連携などをし、原因の究明

を行っていく。 

 

   ・血液浄化研究会寄付金の件について 

    血液浄化研究会より 123,161円の寄付金を当会へ頂きました。 

 

   ・定款変更の件について 

    すでに提出はしており、問題なければそのまま通るとのことです。 

 

 



   ・第 7回関東臨床工学会の件について 

    日時：平成 28年 11月 6日（日） 

    会場：箱根湯本富士屋ホテル 2Ｆグランドコンベンションホール 

    

    なお、石井会長が会議 WSへ参加します。 

  

   ・印刷会社未払いの件について 

    確認をしたところ、問題ないとのことでした。 

 

   ・甲信急性血液浄化研究会後援の件について 

    平成 28年 12月 3日（土）に開催予定です。プログラムは出来次第発表します。 

 

   ・山梨県呼吸ケア・リハビリテーション研究会について 

    この研究会の目的として、「山梨県内のチーム医療人を育てる」になります。 

    平成 28年 9月 30日に会議が行われ、今後の日程が決まりました。 

     

    2016年 11月 12日（土） 県立大学 池田キャンパス  14時～17時 

「誤嚥性肺炎」   （共催 フィリップスレスピロニクス） 

 

    2016年 12月 10日（土） 県立大学 池田キャンパス  14時～17時 

「ＣＯＰＤ」   （共催 ベーリンガーインゲルハイム） 

 

    2017 年 3 月 11 日（土）  昭和大学 富士吉田キャンパス  14 時～17 時    

「災害時対策システム」          （共催 帝人在宅医療） 

 

    2017年 6月 17日（土） 県立大学 池田キャンパス  14時～17時 

「新人教育」              （共催 星医療機器） 

 

    2017年 7月 15日（土） 県立大学 池田キャンパス  14時～17時 

「他職種連携」         （共催 アストラゼネカ） 

各回 参加費 500円   参加者 100名 

 

    2017年 9月 17日（日） 昭和大学 富士吉田キャンパス 

     「日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 甲信越支部 第 3回学術集会」 

 

次回理事会 12月 8日（木）17:00～ 

小瀬スポーツ公園武道館第 2会議室 

議事録書記：都留市立病院 尾前 桂樹 


