
平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    第第第第 1111 回回回回    一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人山梨県臨床工学技士会山梨県臨床工学技士会山梨県臨床工学技士会山梨県臨床工学技士会理事会理事会理事会理事会議事録議事録議事録議事録    

            平成 24 年 4月 19 日（木） 17：00～18：30 

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）、藤巻（市立甲府病院）、飯窪（甲府共立病院）、高橋（原口内 

科クリニック）、成田（東甲府医院）、長田（鈴木ネフロクリニック）、加賀美（都留

市立病院）、細川（甲陽病院）、佐野（飯富病院）、真田（原口内科クリニック）、横

森（東甲府医院）、白石（市立甲府病院）、竹川（県立中央病院）、植松（塩川病院） 

欠席者 小林（身延山病院）岩間（国立甲府病院）、長嶺（山梨大学病院）、内田（三井クリ 

ニック） 

 

１．１．１．１．平成平成平成平成 24242424・・・・25252525 年度役員選出年度役員選出年度役員選出年度役員選出についてについてについてについて        

無投票当選となった理事の中から役員選出を行いました。 

会長：石井 仁士 副会長：藤巻 一美 飯窪 護 事務局長（会計兼任）：高橋 満彦 

書記：白石 隆興 広報：細川 哲志 真田 恒文 佐野 卓 災害対策：長田 一元 長嶺 博文 

竹川 英史 Y・ボード：竹川 英史 内田 隆央  

また、監事と選挙管理委員については次の会員に対して委嘱し、承諾を得ました。 

監事：星野 輝夫 植松 祐也 

選挙管理：名取 絵里 

 

２．２．２．２．平成平成平成平成 24242424 年度総会について年度総会について年度総会について年度総会について    

事務局より平成 23 年度活動報告、決算報告、平成 24 年度活動報告（案）、予算計画（案）の

報告がありました。いくつか追記・削除の部分がありましたが、内容については承認されま

した。詳細については当日配布された資料を参照して下さい。日程は以下の通りです。 

日時：平成 24年 5 月 27 日（日）受付：9：30～ 総会：10：00～ 記念講演：11：00～ 

場所：市立甲府病院 2階 第一会議室 

記念講演：「東日本大震災における対応」 

      石巻赤十字病院 臨床工学室 魚住 拓也 先生 

 

３．第４回山梨呼吸療法セミナー３．第４回山梨呼吸療法セミナー３．第４回山梨呼吸療法セミナー３．第４回山梨呼吸療法セミナー 

呼吸療法セミナーの講師依頼も終わりプログラムが完成しました。昨年は開催時期が 10 月で

しかも 3 学会認定呼吸療法認定士更新ポイント付加予定となっていたため大幅な定員割れと

なり赤字となってしまいました。今年は看護師・理学療法士の方々にも広報していただき、

定員を達成できるよう、早めの勧誘をお願いします。技士会ホームページに案内を掲載しま

すので活用して下さい。日程は以下の通りです。 

 日時：平成 24年 7月 22 日（日） 9：30～16：30 

 場所：山梨県男女共同参画推進センター ぴゅあ総合 

    〒400－0862 甲府市朝気 1－2－2 ☎055－235－4171 

４．日臨工代議員選挙について４．日臨工代議員選挙について４．日臨工代議員選挙について４．日臨工代議員選挙について    



地方区では当会会長の石井 仁士 氏が無投票当選となりましたが、全国区では高橋 満彦 氏

が惜しくも落選となってしまいました。甲信越（新潟・長野・山梨）と神奈川で票獲得に向

けて協力しましたが当選ラインの得票数には及びませんでした。 

 

５５５５．．．．会費徴収の件について会費徴収の件について会費徴収の件について会費徴収の件について    

前回の理事会で承認された会費納入期限の 3 月 31 日時点で 2 年間会費未納者は木下（韮崎相

互）、阿部（巨摩共立）、鰻池（巨摩共立）、田中（県立中央）、樋口（甲府共立）の 5 名とな

り、この会員については定款第 2 章第 9 条第 2 項に基づき退会手続きを進めていくことが確

認されました。今後は新規入会者ならびに振込納入会員に対して会費の口座引落の手続きを

行ってもらえるよう案内していきます。また全会員に対し、施行細則第 3 章第 8 条に記載さ

れている 12 月 31 日の支払期限を順守してもらえるよう勧告します。 

 

４４４４．．．．甲信越連絡協議会・第甲信越連絡協議会・第甲信越連絡協議会・第甲信越連絡協議会・第 3333 回甲信越臨床工学技士会学術大会について回甲信越臨床工学技士会学術大会について回甲信越臨床工学技士会学術大会について回甲信越臨床工学技士会学術大会について    

第６回甲信越臨床工学技士連絡協議会 

日時 2012 年 4月 7 日（土） ＰＭ5：00～ＰＭ6：00 

場所 東急イン新潟 会議室 

１） 第３回甲信越臨床工学技士学術集会 in Nagano について 

日時 平成 24 年 9 月 30 日（日） 

会場 長野県松本文化会館 国際会議場 

大会内容、演題募集は別紙参照 

テーマや開催内容について話し合った。 

山梨からは、ワークショップ「震災から学ぶ大規模災害時における危機管理」に１名、座長

２名、演題各県最低４演題、Y・ボードブースの依頼があった。また、若手の発表の機会を多

くしてほしいと依頼した。今後の予定は、長野県以降も各県持ち回りで行う事を確認した。

開催間隔や次期については、長野開催時に検討する事となった。 

２） 第２回甲信越臨床工学技士学術集会 in Ｙａｍａｎａｓｈｉ会計報告について 

第２回甲信越臨床工学技士学術集会 in Ｙａｍａｎａｓｈｉ会計報告について承認された。

今後繰越が増える様であれば各県の補助金の減額も検討する事となった。 

３） その他 

次回の連絡協議会は平成 24 年 9月 29 日（土） 場所は長野県松本市開催となった。 

 

５５５５．．．．    会誌について会誌について会誌について会誌について    

会誌第 5号の掲載原稿が揃ったので 5 月末日までには発刊できるよう準備を進めています。 

 

５．５．５．５．    その他その他その他その他    

①山梨県臨床工学技士会入会案内について 

技士会ホームページに入会案内と申込書が掲載されているので周知をお願いいたします。 

②山梨県臨床工学技士会会員連絡網について 

会員名簿とメーリングリストを作成していくことが確認されました。 

 



③第 2 回関東甲信越ハチドリ会議 

第 3 回関東臨床工学会では Y・ボードのシンポジウムを計画しています。 

シンポテーマ「わたしたちに出来るはじめの一歩（仮）」 

司会 田中和彦 山根正樹 

１．ハチドリ Net について（仮） 熊切 こず恵 

２．千葉県の活動（仮） 関根 広介 

３．茨城県の活動（仮） 柳澤 智美 

４．甲信越地区の活動（仮） 武田 真龍 

５．組織/Ｙ・ボード委員会について（仮） 守澤 隆仁 

６．関臨協とハチドリ Net の展望（仮） 中山 裕一（大会長） 

第 3 回甲信越臨床工学技士会学術大会では新潟、長野、山梨のＹ・ボード担当者で話合った

結果、Ｙボード憲章、『輝ける未来の臨床工学技士像を目指して』の小冊子、ＹＧからＳＧへ

の質問用紙を封筒に入れて参加受付時に配布、同時に新規メルマガ会員申込への勧誘を行う。

受付に質問用紙回収箱を用意して投函してもらい、各県にて集計後Ｑ＆ＡブックとしてＰＤ

Ｆ形式にて編集し、メーリングリストを利用して会員に配布することで意見集約されました。 

その他でＣＥ志望者拡大プロジェクトの一環として各都県技士会単位で地元高校の進路説明

会に出向いて臨床工学技士とはどのような資格でどんな仕事を行う職種なのかプレゼンテー

ションを行い、社会的知名度を向上させ、養成校へ一人でも多くの入学希望者を創出してい

ただきたいとのことでした。次回開催は平成 24 年 11 月 4 日(日)第 3 回関東臨床工学会つく

ば国際会議場内会議室の予定です。 

また、今後は当技士会内にも Y・ボード委員会を設置し、若手会員向けのイベントを実施し

ていくことが了承されました。 

 

④山梨 CEHCC 

 心電図基礎セミナー 

 日時：平成 24年 8月 5 日（日）受付：8：30～ 開始：9：00～ 

 場所：山梨県立中央病院 多目的ホール 

 内容：Ⅰ心電図の基礎（講師：県立中央病院 循環器内科医師 梅谷 健 先生） 

    Ⅱ不整脈の治療（講師：県立中央病院 循環器内科医師 梅谷 健 先生） 

    Ⅲモニターの安全管理（講師：県立中央病院 臨床工学技士 深澤 智幸 先生） 

 

⑤CE 志望者拡大プロジェクト活動 

優秀な人材を創出し、県内施設での人材確保を目的に県下の公立高校を所管する山梨県教育

委員会にメールにて進路説明会の依頼を行ったところ、各高校の進路指導の先生方を対象に

一度説明してほしいと返答がありました。6 月に会議の予定があるので石井会長と飯窪副会

長が参加し、プレゼンテーションを行う予定です。 

 

               次回理事会 2012 年 6 月 14 日（木） 

                場所 小瀬スポーツ公園武道館第 2会議室 PM17：00～  

議事録書記 市立甲府病院 白石 隆興 



理事会役員 

石井 仁士   藤巻 一美   飯窪 護   高橋 満彦   横森 智也   

 

長田 一元   小林 洋一   岩間 信夫   佐野 卓    成田 雅央   

 

細川 哲志   真田 恒文   長嶺 博文   白石 隆興   竹川 英史    

 

加賀美 由香  内田 隆央   

 

監事 

星野 輝夫   植松 祐也   


