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平成 26 年度 会務報告 
 

１．総会 

   定時会員総会 

        平成 26年６月 22日（日）、秋田県総合保健センター第一研修室で開催された。執行部より議長の推薦

があり、全員の拍手で承認された。続いて、総会役員が任命され、定款第 4章第 17条により総会成立

が宣言された。引き続き議案審議・質疑応答が行われ、第１号議案平成 25年度会務・事業・収支決算・

監査報告について、第２号議案定款および細則の一部変更について、それぞれ承認された。引き続き報

告事項について、①平成 26年度事業計画および予算書について、②第 19回北海道・東北臨床工学技士

会連絡協議会報告、③第９回全国都道府県臨床工学技士会代表者会議報告、④平成 26年度日本臨床工

学技士会総会報告が行われ質疑応答がされた。新規入会者の報告がされ、総会役員ならびに議長の解任

となり総会は終了した。 

 

２．理事会 

  １）第１回理事会 

    平成 26年５月 25日（日）15 時 30分 協和発酵キリン 秋田オフィス会議室 

    議題 （１）第 19回北海道・東北臨床工学技士会連絡協議会報告 

       （２）平成 26年度日本臨床工学技士会総会報告 

       （３）第６回血液浄化 Step Upセミナーを終えて 

       （４）会員総会・勉強会について 

       （５）各種委員会活動について 

       （６）第１回北海道東北臨床工学会準備状況について 

（７）理事長職務執行状況について 

       （８）その他 

 

  ２）第２回理事会 

    平成 26年６月 22日（日）９時 秋田県総合保健センター 第一研修室 

    議題 （１）会員総会・勉強会について 

       （２）第 11回秋田県心電図セミナーについて 

（３）第５回テルモ MEメンテナンス講習会について 

（４）第５回秋田県ペースメーカカンファレンスについて 

（５）第 10回秋田県透析セミナーについて 

（６）第１回北海道東北臨床工学会準備状況について 

（７）理事長職務執行状況について 

       （８）その他 

 

  ３）第３回理事会 

    平成 26年７月 13日（日）12時 秋田県総合保健センター 第二研修室 

    議題 （１）第 11回秋田県心電図セミナーを終えて 

       （２）第５回テルモ MEメンテナンス講習会について 

（３）第５回秋田県ペースメーカカンファレンスについて 

（４）第 10回秋田県透析セミナーについて 

（５）県腎協依頼「腎臓病学習会」について 

（６）CE志望者拡大に関わる事業について 

（７）第１回北海道東北臨床工学会準備状況について 

（８）理事長職務執行状況について 

（９）その他 

 

４）第４回理事会 

    平成 26年９月 28日（日）15時 秋田県総合保健センター 小会議室 

    議題 （１）第５回秋田県ペースメーカカンファレンスを終えて 

       （２）第 10回秋田県透析セミナーを終えて 

       （３）平成 27年度事業計画について 

（４）第１回北海道東北臨床工学会準備状況について 

（５）理事長職務執行状況について 

（６）その他 
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５）第５回理事会 

    平成 26年 11月２日（日）16時 秋田県総合保健センター 小会議室 

    議題 （１）第１回北海道東北臨床工学会を終えて 

（２）第 20回北海道・東北臨床工学技士会連絡協議会を終えて 

（３）第３期理事・監事選挙について 

       （４）理事長職務執行状況について 

（５）その他 

 

  ６）第６回理事会 

    平成 27年３月 19日（木）18時 旧秋田県成人病医療センター会議室 

    議題 （１）第９回秋田県人工呼吸器安全対策セミナーを終えて 

（２）病院見学会を終えて 

（３）CE志望者拡大に関わる事業について 

       （４）技士連盟秋田県担当者、東北ブロック理事について 

（５）第３期理事、監事選挙結果について 

（６）平成 27年度事業計画（案）、予算（案）について 

（７）渉外費規程について 

（８）理事長職務執行状況について 

（９）その他 

 

  ７）第７回理事会 

    平成 27年６月 14日（日）９時 30分 秋田県総合保健センター小会議室 

    議題 （１）第６回ペースメーカ勉強会を終えて 

（２）第７回血液浄化 step upセミナー（後援）を終えて 

（３）東北アフェレシス研究会技術部会について 

       （４）平成 26年度事業・決算について 

（５）総会・勉強会について 

（６）理事長職務執行状況について 

（７）その他 

 

３．平成 26年度公益社団法人日本臨床工学技士会総会 

   開催日 平成 26年５月 11日（日） 

   会 場 仙台国際センター２F 大ホール 

   内 容 平成 25年度事業および収支決算・監査報告承認の件 

       公益社団法人日本臨床工学技士会定款・諸規程一部修正の件 

       報告事項（平成 26年度事業計画および収支予算の件） 

   出席者 佐藤賢行 理事（代議員）、守澤隆仁 理事（代議員） 

 

４．第９回全国都道府県臨床工学技士会代表者会議 

開催日 平成 26年５月９日（金）15時 00分～17時 00分 

   会 場 ホテルメトロポリタン仙台４F 千代 

   内 容 日本臨床工学技士連盟について、他 

   出席者 佐藤賢行 理事、小林浩悦 理事 

傍聴者 守澤隆仁 理事 

 

５．第 19 回北海道・東北臨床工学技士連絡協議会 

   開催日 平成 26年５月９日（金）12時 30分～14 時 30分 

   会 場 （仙台市）ＡＥＲ21階 カンファレンスルーム B 

   内 容 １）日本臨床工学技士連盟について 

２）日本臨床工学技士会代議員選挙について 

         ○第３期代議員選出選挙の結果について 

         ○代議員選出規定検討委員会（仮）への当ブロックからの要望について 

３）第１回北海道東北臨床工学会について 

   出席者 佐藤賢行 理事、小林浩悦 理事、守澤隆仁 理事 
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６．第 20 回北海道・東北臨床工学技士連絡協議会 

   開催日 平成 26年 11月１日（土）13時 10 分～16時 10分 

   会 場 秋田県総合保健センター小会議室 

   内 容 １）各道県活動報告 

       ２）北海道東北臨床工学会の運営について 

       ３）第１回代議員選出規定検討委員会について  

       ４）日本臨床工学技士連盟理事推薦について 

   出席者 佐藤賢行 理事、森屋勝己 理事、守澤隆仁 理事 

 

７．その他 

  １）第３回災害時における人工透析について三者懇談会への参加 

 開催日 平成 26年９月９日（火）15：30～17：00 

 会 場 秋田地方総合庁舎５階 第８会議室 

 出席者 小林浩悦 理事、平塚広樹 理事、佐藤慎吾 理事、熊谷 誠会員、千葉一幸会員、駒ヶ嶺健会員、 

秋田県５名、秋田市２名、患者会５名 

 

 

２）21世紀の医療を守る会との連携 

  （１）21世紀の医療を守る会総会 

       開催日 平成 26年７月３日（木）19 時 00分 

会 場 秋田県医師会 会議室 

       出席者 佐藤賢行 理事 

    （２）21世紀の医療を守る会県民の集い 

開催日 平成 26年 11月 16日（水）13時 00分～16時 

会 場 湯沢市文化会館中ホール 

 
 

 

 

 

 

平成 26 年度 事業報告 
 

１．学術技能の研鑽及び資質の向上に関する事業 

  １）第１回北海道東北臨床工学会の開催協力 

    開催日 平成 26年 11月１日（土）～２日（日） 

    会 場 秋田県総合保健センター 

    内 容 学会テーマ「臨床工学をつなぐ～世代の融合～」 

        一般演題 50題、 シンポジウム ２題、 ワークショップ ２題、 教育講演 １題 

        企業共催講演 １題、 共催学術セミナー ３題、 市民公開講座、 企業・機器展示 28社 

    参加者 362名 

 

２．臨床工学領域における安全対策事業 

１）平成 26年度勉強会 

    開催日 平成 26年６月 22日（日）10時～11時 

    会 場 秋田県総合保健センター 第一研修室 

    内 容 １．「輸液ポンプの安全使用について」 

（株）ジェイ・エム・エス 東京本社薬事・品質保証室 金藤史雄 先生 

２．「医療機器向け環境クロス Torayseeについて」 

東レ・メディカル（株） 救急・集中治療製品事業部門北日本営業部 上野太一 先生 

    参加者 27名 

 

２）第 11回秋田県心電図セミナーの開催 

    開催日 平成 26年７月 13日（日）９時 30分～16時 

    会 場 秋田県総合保健センター２階 大会議室 

    内 容 「実践！モニター心電図」 

    講 師 秋田県成人病医療センター副センター長 阿部芳久 先生 

    参加者 142名 
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３）第５回テルモ MEメンテナンス講習会の開催 

    開催日 平成 26年７月 26日（土）12時～17時 

    会 場 秋田県総合保健センター 第三研修室 

    共 催 テルモ（株） 

内 容 対象機種：TE35型 

・メンテナンスマニュアルに沿った動作原理説明(内部機構・電子回路) 

・研修機を使用した修理実習（故障診断、分解・組立、機器調整、点検実施） 

    参加者 ８名 

 

４）第５回ペースメーカカンファレンスの共催 

開催日 平成 26年９月 27日（土）13時～16時 

会 場 秋田県総合保健センター 第一研修室 

    共 催 日本ライフライン（株） 

    内 容 【 講義１ 】「ペースメーカの適応と入れたあと。何が違うの？」 

日本ライフライン（株） 

【 講義２ 】「デバイス業務を進めるには？～当院のこれまで～」 

仙台循環器病センター臨床工学科科長 早坂 啓  先生 

【 講義３ 】「看護師から見たデバイス治療 ～他職種や患者に思うこと～」 

JA秋田厚生連平鹿総合病院 看護師 鍛冶優子 先生 

        【 講義４ 】「家庭環境での EMI」 

日本ライフライン（株） 

    参加者 20名 

 

５）第 10回秋田県透析セミナーの共催 

開催日 平成 26年９月 28日（日）９時 30分～15 時 30分 

会 場 秋田県総合保健センター 大会議室 

    共 催 中外製薬（株）、旭化成メディカル（株）、ニプロ（株）、（株）ＪＭＳ 

内 容 ○透析レクチャー１「在宅血液透析(ＨＨＤ)の実際」 

立木医院 佐藤 智 先生 

「当院における透析患者のＶＡ管理」 

秋田赤十字病院 医療技術部臨床工学課 利部 悠 先生 

○指定講演 「透析医療におけるリスクマネジメント」   

  旭川赤十字病院 医療技術部技師長 脇田邦彦 先生 

○共催学術セミナー 「Ｉ‐ＨＤＦの臨床評価」 

                     常磐病院 臨床工学部副技士長 久保 司 先生               

○特別講演 「最新のオンラインＨＤＦ事情」 

                      腎内科クリニック世田谷 院長 菅沼信也 先生 

○透析レクチャー２ 「透析看護認定看護師の役割と活動」 

                中通総合病院 血液浄化療法部主任代理 小野絵美 先生 

「透析室の感染管理」 

        秋田厚生医療センター 腎臓病センター看護師長 齋藤愛子 先生 

「透析患者の治療と生活に関わる諸制度とその活用法」 

        秋田大学医学部附属病院 医事課医療サービス室ＭＳＷ 金子幸太 先生 

    参加者 77名 

 

６）第９回秋田県人工呼吸器安全対策セミナーの開催 

    開催日 平成 27年３月１日（日）９時 15 分～15時 30分 

    会 場 秋田県総合保健センター 会議室 

    内 容 ○教育講演 「気管吸引の基礎知識 ～気管吸引ガイドライン 2013に基づいて～」 

  市立秋田総合病院救急診療部部長 円山 啓司 先生 

○指定講演① 「使ってみよう閉鎖式吸引 ～使用方法と注意点～」 

                    日本医療機器工業会 小川 加奈絵 先生 

○ランチョンセミナー 「換気モードをイチから復習してみよう！」 

日本医療機器工業会 木下 亮雄 先生 

○指定講演② 「新しい排痰療法 〜排痰補助装置 MI－E〜」 

日本医療機器工業会 石川 有紀 先生 

○指定講演③ 「ちょっと教えて！呼吸器管理をどうしていますか？」 

    秋田県立脳血管研究センター臨床工学室 成田 恵太 先生 

   市立秋田総合病院臨床工学室 宇沼 響 先生 

○ウエットラボ 「見て・聞いて・触って、納得！ 呼吸療法に使われる機器や器具」 

    参加者 107名 
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３．臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業 

１）臨床工学の普及啓発に関する事業 

（１）秋田県腎臓病患者連絡協議会への協力 

①平成 26年度大館市腎臓病学習会における講師派遣 

開催日 平成 26年９月 21日（日）13 時 00分～14 時 30分 

        会 場 大館市立中央公民館 

講 演 検査データの見方 

   公益社団法人秋田県臨床工学技士会理事 丸山 広 

        参加者 患者 37名、家族６名、スタッフ２名 （計 45名） 

    （２）千秋心臓友の会への協力 

    （３）21世紀の医療を守る会への協力 

 

２）相互福祉に関する事業 

    （１）各種セミナー・研究会における託児所の開設 

・第 11回秋田県心電図セミナー 

・第 10回秋田県透析セミナー（希望者なし） 

・第９回秋田県人工呼吸器安全対策セミナー（希望者なし） 

（２）臨床工学技士賠償責任保険の加入促進 

（３）中学生・高校生を対象にした臨床工学技士業務の紹介 

       ①開催日 平成 26年 11月 14日（金） 

会 場 県立角館高等学校 

      出席者 守澤理事 

        参加者 １～２年生生徒 33名 

       ②開催日 平成 27年１月 21日（水） 

        会 場 村立東成瀬中学校 

        出 席 大山会員 

     参加者 １～２年生 40数名 

（４）市民公開講座の開催 

①開催日 平成26年11月１日（土）13：10～14：30   

会 場 秋田県総合保健センター大会議室 

講 演 「タニタの社員食堂健康セミナー」 

株式会社タニタ 管理栄養士 江上智子 先生 

 

４．臨床工学に関する刊行物の発行及び調査研究に関する事業 

  １）技士会通信 15号発行 

２）会誌 27号発行 

 ３）ホームページの更新・充実 

４）秋田県臨床工学技士会会員実態調査の協力・報告 

   「ストレス調整因子としての仕事の生きがい意識と職務レジリエンス」 

  日本大学大学院総合社会情報研究科 西坂美沙枝 

（秋田大学医学部附属病院臨床工学センター） 

 

５．臨床工学技士の職業倫理の高揚に関する事業 

 

  活動報告なし 

 

６．関連団体との連帯交流に関する事業 

１）公益社団法人日本臨床工学技士会との連携 

（１）第 24回日本臨床工学会への参加 

       開催日 平成 26年５月 10日（土）～11日（日） 

       会 場 仙台国際センター他 

       参加者 佐藤賢行 理事、小林浩悦 理事、守澤隆仁 理事 他 

 

（２）公益社団法人日本臨床工学技士会メーリングリストの活用 

       理事・監事７名を登録 
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 ２）北海道・東北臨床工学技士会との連携 

    （１）第 19回北海道・東北臨床工学技士会連絡協議会報告 

       開催日 平成 26年５月９日（金）12：30～14：30 

       会 場 仙台市 AER21F会議室 

       出 席 小林浩悦 理事、守澤隆仁 理事、佐藤賢行 理事 

       内 容 １）日本臨床工学技士連盟について・・・当ブロックから連盟理事 2名の推薦について 

           ２）日本臨床工学技士会代議員選挙について 

             ○第 3期代議員選出選挙結果について 

○代議員選出規定検討委員会（仮）への当ブロックからの要望について 

           ３）第１回北海道・東北臨床工学会について 

（２）第 20回北海道・東北臨床工学技士会連絡協議会報告 

       開催日 平成 26年 11月１日（土） 

       会 場 秋田県総合保健センター小会議室 

       出 席 守澤隆仁 理事、森屋勝己 理事、佐藤賢行 理事 

内 容 １）各道県の活動報告について 

２）日本臨床工学技士連盟について 

３）北海道東北臨床工学会について・・・第１回開催報告と来年度開催（案） 

４）代議員選出規定検討委員会について 

 

３）日本血液浄化技術学会との連携 

（１）第６回血液浄化 Step Upセミナーの開催 

       開催日 平成 26年５月 25日（日）10時～15時 30分 

       会 場 協和発酵キリン（株）秋田オフィス 会議室 

       内 容 「透析患者の栄養を科学する」 

       参加者 16名 

 

４）秋田県 PCI研究会との連携 

（１）カテーテル治療カンファレンスの後援 

（２）第 13回秋田 PCIライブの後援 

       開催日 平成 26年 10月 24日（金）～25日（土） 

       会 場 秋田県総合保健センター大会議室 他 

 

５）秋田腎不全研究会との連携 

（１）秋田腎不全研究会幹事として２名（他会員３名）参加 

（２）秋田腎不全研究会災害ネットワーク構築への協力 

（３）第 18回秋田腎不全研究会への協力 

開催日 平成 26年 11月 30日（日） 

       会 場 秋田市民交流プラザ ALVE 

一般演題 「秋田県における急性血液浄化療法の実施状況」 

公益社団法人秋田県臨床工学技士会理事 平塚広樹 

 

 ６）秋田県アフェレシス研究会との連携 

    （１）幹事として３名参加：小林浩悦 理事、丸山 広 理事、佐藤賢行 理事 

    （２）第７回秋田県アフェレシス研究会への協力 

開催日 平成 26年４月 19日（土）18：00～20：30 

会 場 ホテルメトロポリタン秋田３階 

 

７．その他本会の目的を達成するために必要な事業の実施に関する事業 

  １）病院見学会の開催 

     対象施設 秋田赤十字病院     平成 26年 10月７日（火）、10月 22日（水） 

          中通総合病院      平成 26年 10月 23日（木） 

          大曲厚生医療センター  平成 27年１月 21日（水） 

 

 ２）日本臨床工学技士会功労賞の推薦  

平成 26年度推薦（平成 22年 11月４日付） 

     ○秋田赤十字病院 熊谷 誠（秋臨工事務局長 7年、会長 11年） 

     

 ３）宮城県臨床工学技士会創立 20周年 記念式典・祝賀会への参加 

     開催日 平成 27年２月 11日（水）16時～20時 

     会 場 メトロポリタン仙台 

     出席者 佐藤賢行 理事 


