
 

 

 

平成22年度（社）北海道臨床工学技士会 

総会議案書 

 

日 時 ： 平成22年5月16日（日） 13:00 ～ 

会 場 ： 北海道大学医学部 臨床大講堂 

所在地 ： 札幌市北区北14条6西丁目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任状返信のお願い 

総会の出席又は欠席に関わらず必ず全員が署名捺印し、同封しましたハガキを５月１１日迄（必着）に返送し

て下さい。また、欠席の場合は、代理人表決の欄にチェックと書面表決に賛否欄にチェックをお願いします。 

※ 本会の規約上、委任状を含めて１/２以上の出席がなければ総会が成立せず、事業執行が不能となりますの

でご協力をお願いいたします。 

※ 当日は総会議案書を持参してください。 



平成22年度（社）北海道臨床工学技士会総会議案書 

総会式次第 

1.開会の辞 

2.会長挨拶 

3.議長団選任（議長および書記、議事録署名人選出） 

4.資格審査報告 

5.総会成立宣言 

6.審議事頄 

第1号議案 平成21年度事業および収支決算報告承認の件  

第2号議案 平成21年度監査報告  

第3号議案 平成22年度事業計画案承認の件  

第4号議案 平成22年度収支予算案承認の件  

7.第 5期理事・監事選挙結果、および外部理事・監事選出報告 

8.その他報告事頄 

9.議長団解任  

10.閉会の挨拶  

 

審議事頄 

第 1 号議案 平成 21年度事業および収支決算報告承認の件 

1.学術委員会報告  

・平成21年11月1日（日）第4回血液浄化セミナー開催（西野学園講堂） 

参加人数 正会員53名、学生112名 計165名 

・平成21年11月28日（土）～29日（日）第20回北海道臨床工学会開催（札幌コンベンションセンター） 

参加人数 正会員242名、非会員36名、賛助会員49名、学生86名、 計413名 

                懇親会89名、機器展示19社 

・平成22年1月24日（日）第4回体外循環セミナー開催（西野学園講堂） 

参加人数 正会員29名、非会員23名、学生23名、Jasect会員31名 計106名 

2.広報委員会報告 

・技士会ニュース（5・7・9・11・1・3月）発行 

・会誌の発行（6月発行） 

・ホームページ更新（求人募集、学会・セミナー、医療機器関連、メーリングリスト、委員会活動報 

告、技士会リーフレット・パンフレット掲載、会員専用欄） 

・パンフレット、リーフレットの配布（北海道医療技術者連絡協議会パネル展） 

・マスメディア関連（北海道医療新聞、ＨＢＣ） 

3.安全委員会報告 

・平成 21年 7月 25日（土）北海道手術室安全セミナーin旭川（大雪クリスタルホール） 

参加人数 90名 

・平成 21年 9月 20目（日）第 4回医療安全セミナー（北大学術交流会館） 

参加人数 240名 

・平成 22年 2月 27日（土）北海道手術室安全セミナーin函館（ホテル法華クラブ函館） 

参加人数 100名 



・メーリングリストからの安全情報発信 

4.臨床実習卒後教育委員会報告  

・平成 21年 7月 臨床実習指導指針の改定版をホームページ上で配布（平成 22年 1月末 15施設） 

・平成 20年 3月 平成 22 年度に向け臨床実習学生評価表（養成校統一様式）の評価・検討 

5.渉外委員会報告  

・平成21年5月8日 日本臨床工学会 代表者意見交換会 

・平成21年5月15日 北海道医療技術者団体連絡協議会 理事会 

・平成21年5月31日 北海道腎臓病患者連絡協議会 総会 

・平成21年7月23日、24日 道庁パネル展（北海道腎臓病患者連絡協議会） 

・平成22年1月6日 北海道医師会新年交礼会 

・平成22年1月16日 北海道理学療法士会新年交礼会 

・平成22年2月27日 北海道東北臨床工学技士連絡協議会 

6.事務局報告 

 ・平成 21 年 5月 31日（日）（社）北海道臨床工学技士会 総会準備対応（北大学術交流会館） 

出席 449名（うち委任状 412 名） 

・北海道臨床工学技士会会員登録・受付完了通知書の発行 

・北海道臨床工学会、各セミナー受付業務、受験票の発行 

・ホームページからの技士会問合わせ対応（約80件） 

・臨床工学技士養成校への入会案内 

・北海道・東北臨床工学技士連絡協議会対応 

・北海道臨床工学技士会 技士会表彰（4養成学校の卒業生に対して） 

・日本臨床工学技士会より依頼の会員突合せ調査 

・臨床工学技士責任賠償保険に向けての活動 

7.財務委員会報告 平成21年度収支決算報告 

・平成21年度収支計算書（近日中に、道臨工ホームページに掲載致します） 

・会費状況（近日中に、道臨工ホームページに掲載致します） 

・貸借対照表（近日中に、道臨工ホームページに掲載致します） 

 

第2号議案 平成21年度監査報告 

  近日中に、道臨工ホームページに掲載致します 

 

第3号議案 平成22年度事業計画案承認の件 

1.学術委員会 

・日時未定 第5回血液浄化セミナー 

・日時未定 人工呼吸器関連セミナー 

・日時未定 第20回北海道臨床工学会（1日開催） 

・日時未定 アフェレーシス技術講習会2010 

2.広報委員会 

・技士会ニュース（6回発行） 

会員への発送、ホームページ上へ掲載 

・会誌 1回発行（6月予定、投稿原稿の ISSN 登録検討） 

・ホームページ更新 



技士会及び会員にとって有益な情報発信に努める 

会員専用欄の充実 

・パンフレット、リーフレットの配布 

北海道医療技術者団体連絡協議会パネル展、高等学校等予定 

・メーリングリストメンバー登録者数増への啓蒙 

・北海道臨床工学技士会に関してのマスメディアヘの宣伝 

3.安全委員会 

・平成 22年 9月 19日（日）第 5回医療安全セミナーの開催（北大学術交流会館） 

・日時、開催地未定 北海道手術室安全セミナーを開催予定 

4.危機管理委員会 

・4月 委員会開催（委員は道北、道单、道東、道央圏より各1～2名選出） 

・5～8月 北海道透析医会か北海道透析療法学会危機管理担当者との面談 

・9月 委員会開催 

5.臨床実習卒後教育委員会（旧 臨床実習指導者委員会） 

・臨床実習指導ガイドライン Ver1 の見直し 

・卒後 3年目までを対象とした研修会を企画 

6.渉外委員会 

･ 従来通り各種関連団体との関係構築 

7.事務局 

 ・（社）北海道臨床工学技士会 総会準備対応 

          平成22年5月16日（日）（北大学術会館） 

・北海道臨床工学技士会会員登録・受付完了通知書の発行 

・ホームページからの技士会問合わせ対応 

・北海道臨床工学会、各セミナー受付業務、受験票の発行 

・臨床工学技士養成校への入会案内 

・北海道・東北臨床工学技士連絡協議会対応 

・北海道臨床工学技士会 技士会表彰（4養成学校の卒業生に対して） 

・臨床工学技士責任賠償保険の実現に向けて活動 

・道内臨床工学技士養成校学生へ技士会ニュースの無料メール配信 

・北海道内の臨床工学技士実態調査 

 8．職能・公益事業推進委員会（新設） 

日頃から医療機器を管理している臨床工学技士及び北海道臨床工学技士会の公益事業の一環として 

行う 

・一般施設に設置されているＡＥＤ管理方法についての啓蒙活動の実施 

・各養成校と連携し市民公開講座等の開催 

 

第4号議案 平成22年度収支予算案承認の件  

平成22年度収支予算書 （近日中に、道臨工ホームページに掲載致します） 

 

 

 

 



第 5 期理事・監事選挙結果、および外部理事・監事選出報告 

第5期内部役員（内部理事） 

 選挙管理委員会によって第5期役員選挙が行われ、当選者が決定したので報告する。 

理事 石川 幸広 （北彩都病院） 

加藤 伸彦 （北海道大学病院） 

佐藤 利勝 （石狩病院） 

寺島 斉  （北海道社会保険病院） 

土濃塚 広樹（札幌北楡病院） 

室橋 高男 （札幌厚生病院） 

山本 浩幸 （札幌中央病院） 

脇田 邦彦 （旭川赤十字病院）  あいうえお項 

監事 井関 竹男 （北彩都病院） 

 

第5期外部役員（外部理事） 

 外部役員推薦委員会により外部役員が選出されたので報告する。 

理事 佐藤 陽介 （佐藤太勝法律事務所 弁護士） 

佐野 文男 （札幌社会保険総合病院 名誉院長） 

鈴木 保道 （有限会社そうわ 会社役員） 

千葉 卓  （北海学園大学 法学部 法律学科教授） 

三田村 好矩（東海大学 生物理工学部生体機能科学科 特任教授） 

和田 龍彦 （北海道情報大学 経営情報学部 医療情報学科教授）  あいうえお項 

監事 川端 忠範 （札幌経営センター代表社員） 

 

その他報告事頄 

 

《お詫び》 

会員の皆様、今回の議案書に、会計処理が遅延しており下記議案の資料が掲載されておりません。 

近日中に、道臨工ホームページ（http://plaza.umin.ac.jp/~HCEA/）に掲載いたしますので、ご

確認の上、同封した委任状へ記入し、投函頂きますようお願い致します。 

 

第 1 号議案 平成 21年度事業および収支決算報告承認の件 

7.財務委員会報告 平成21年度収支決算報告 

・平成21年度収支計算書 ・会費状況 ・貸借対照表 

第2号議案 平成21年度監査報告 

第4号議案 平成22年度収支予算案承認の件  

平成22年度収支予算書  

 

お手数をかけることになってしまい申し訳ありません。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 

社団法人北海道臨床工学技士会   

会長 室橋高男      

以上 

http://plaza.umin.ac.jp/~HCEA/

