
 

 

 

平成25年度 公益社団法人 北海道臨床工学技士会 

総会議案書 

 

 

日 時 ： 平成25年5月26日（日） 11：00～ 

会 場 ： KKR札幌医療センター 3階会議室 

所在地 ： 札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40 

 

 

 

 

 

 

重要な連絡 

この総会議案書発行後において訂正等あった場合は、公益社団法人北海道臨床工学技士会ホーム

ページ（http://hcea.umin.ac.jp/）に掲載しますのでご確認頂きますようお願い致します。 

 

 

 

委任状返信のお願い 

総会の出席又は欠席に関わらず全員が署名捺印し、同封しましたハガキを5月20日迄（必着）に返

送していただきますようお願いします。 

また、欠席の場合は、委任状へ署名・捺印をお願いします。 

※ 当日は総会議案書を持参してください。 

 



平成25年度 公益社団法人 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.書記、議事録署名人選出 

4.資格審査報告、総会成立宣言 

5.審議事項 

第1号議案 平成24年度事業および収支決算報告  

第2号議案 平成24年度監査報告 

 6.報告事項 

・平成25年度事業計画報告 

・平成25年度収支予算報告 

・会費規定変更について 

7.その他報告事項 

8.閉会の挨拶  

審議事項 

第１号議案 平成 24 年度事業および収支決算報告 

1.学術委員会 

・平成 24年 7月 22日(日) 第 6回血液浄化セミナー（西野学園 札幌医療歯科専門学校） 

参加者数 84名（一般 38名、学生 46名） 

・平成 24年 8月 12日(日) 第 3回北海道呼吸療法セミナー（北海道大学 学術交流会館） 

参加者数 145名（一般 135名、学生 10名） 

・平成 24年 10月 20日(土) アフェレーシス技術セミナー2012（札幌北楡病院） 

参加者数 79 名（一般 15名、学生 64名） 

・平成 24年 11月 25日(日) 第 23回北海道臨床工学会（北海道大学 学術交流会館） 

参加者数 461 名（会員 193 名、非会員 31 名、学生 193 名、賛助 55 名） 

・平成 25年 3月 9日（土）、10日（日）第 24回人工呼吸セミナー（札幌医科大学 講堂） 

北海道臨床工学技士会協賛 スタッフ派遣 

2.広報委員会 

・技士会ニュース発行（5,7,9,11，1，3月）＊広告掲載企業 18社 

各委員会委員長からの活動報告掲載。各医療機関技士からの施設・業務紹介。 

・会誌  平成 24年 6月発行。ISSN登録 

・ホームページ更新 

その都度（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、会員専用欄等） 

・新パンフレット、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、AED点検指導時（公益事業推進委員会） 

・マスメディア関連 

北海道新聞掲載等 



3.安全委員会 

・平成 24年 9月 22日（土）北海道手術室安全セミナーin函館（法華ホテル函館） 

参加者数 120名 

 ・平成 25年 3月 17日（日）第 7回医療安全セミナー（北大学術交流会館） 

参加者数 147名（一般 111名、学生 36名） 

・ホームページおよび、メーリングリストを用いた医療安全情報の発信、啓蒙 

4.教育委員会 

・平成 24年 7月 7日（土）北海道心カテセミナー vol.1（TKP札幌ビジネスセンターアネックス 6 

参加人数 40名 

・平成 24年 10月 27日（土）北海道心カテセミナー vol.2（ムトウ札幌本社 会議室 6F） 

参加人数 39名 

・平成 24年 11月 24日（土）北海道心カテセミナー vol.3（TKP札幌ビジネスセンターアネックス 6C）

参加人数 37名 

・平成 24年 12月 1日（土）北海道心カテセミナー vol.4（旭川医科大学病院 3F） 

参加人数 24名 

・平成 25年 2月 16日(土) 卒後教育セミナー「ペースメーカー関連業務セミナー」 

（ムトウ札幌本社 会議室 6F）  参加者数 22名 

5.公益事業推進委員会 

・ＡＥＤ日常点検講習 １７施設（参加延べ人数 237 人、旭川教育委員会団体講習 53 名含む） 

・北海道庁へ講演内容報告 

・平成２５年３月 市民公開講座「ＡＥＤの管理方法、取扱いについて」2 回開催 

6.渉外委員会 

・平成 24年 7月 12、13日(木、金) 医療技術者団体連絡協議会 道庁パネル展 

・平成 25年 3月 6日 札幌医学技術福祉歯科専門学校 卒業式へ参加 

・平成 25年 3月 8日 吉田学園医療歯科専門学校 卒業式へ参加 

・平成 25年 3月 19日 北海道ハイテクノロジー専門学校 卒業式へ参加 

7.危機管理委員会 

・「計画停電の実施に備えた医療機関、社会福祉施設及び在宅患者等の対応について（人工呼吸器、

血液透析編）」を北海道庁へ報告。また北海道臨床工学技士会ホームページへ掲載 

・「室蘭・登別における大規模停電について」を技士会ニュースに掲載 

市立室蘭総合病院臨床工学係より発生時の状況・対応・今後の対策等の報告を受けた。 

8.法務委員会 

・会員専用相談窓口を設置。利用件数は平成 24年度 0件となる。 

9.事務局 

・平成 24年 5月 27日（公社）北海道臨床工学技士会 総会準備対応（KKR札幌医療センター） 

会員数 820名 出席 518名（うち委任状 501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、受講票の発行 

・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） 

・臨床工学技士養成校への入会案内 



・日本臨床工学技士会より依頼の会員突合せ調査 

・北海道・東北臨床工学技士連絡協議会対応 

・道内臨床工学技士養成校の学生へ技士会ニュースの無料配信 

個人宛配信が困難になってきたために、学校クラス掲示に変更 

・賠償責任保険の入会受付窓口 

・北海道臨床工学技士会入会手続きのオンライン化 

・事務局担当直通電話の設置 

理事内部での運用として使用中。 

10.財務委員会  

・平成 24 年度正味財産増減計算書および平成 25 年度予算書の作成 

・各セミナー等の財務処理 

・会費自動振り込み者の勧誘 

・財務業務の分業化 

平成 24年度収支決算報告 

・平成24年度収支計算書 

・会費状況 

・貸借対照表 

第2号議案 平成24年度監査報告 

報告事項  

平成 25 年度事業計画報告 

1. 学術委員会 

・第 7回 血液浄化セミナー 平成 25年 7月 21 日 札幌医療歯科科学専門学校 開催予定 

・第 4回 北海道呼吸療法セミナー 平成 25年 9月 8日 札幌医科大学病院講堂 開催予定 

・アフェレシス技術セミナー 平成 25年 10月 26日 札幌北楡病院 開催予定 

・第 24回 北海道臨床工学会 平成 25年 12月 15日(日) 北海道大学学術交流会館 開催予定 

・第 25回 北海道人工呼吸セミナー手伝い 平成 26年 2月予定 会場 札幌医科大学病院 

2.広報委員会 

・技士会ニュース 

６回発行（５，７，９，１１，１，３月）＊広告掲載企業約１８社 

・会誌１回発行 

６月予定、医学中央雑誌への登録 

・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。 

・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、AED 点検指導時に配布、市民公開講座。 

・メーリングリストメンバー登録者数増への啓蒙 

・各開催行事の写真撮影 

・北海道臨床工学技士会に関してのマスメディアへの宣伝 

 

 

 



3.安全委員会 

・第 8回医療安全セミナー 日時未定、会場未定 

・北海道手術室安全セミナー2013 in北見 平成 25年 9月予定、会場 未定、会費 無料 

・ホームページおよび、メーリングリストを用いた医療安全情報の発信、啓蒙 

4.教育委員会 

・実習指導ガイドラインの改定（Ver.3） 

・卒後教育セミナーの開催 

論文、統計に関するセミナー 平成 25年 10月予定 

ペースメーカ関連に関するセミナー 平成 26年 2月予定 

・北海道心カテセミナー開催  

平成 25年 6月 1日予定 他 3回開催予定 

5.公益事業推進委員会 

・ＡＥＤ日常点検講習の実施を全道で展開。 

・第２３回日本臨床工学会でのＡＥＤ講習活動報告 

・身近な医療機器の安全使用等に関する市民公開フォーラムの開催。 

平成２５年９月予定 吉田学園 学園祭 

期日未定      北海道工業大学 学園祭 

     依頼時随時     町内会、近隣住民対象 

・委員会活動の広報活動 

技士会ニュースでのコラム化 

道臨工ホームページでのＡＥＤ講習会の活動報告掲載 

6.渉外委員会 

・各養成校 入学式への参加 

・従来通り各種関連団体との関係構築 

7．危機管理委員会 

・災害時、対策事例についての情報提供（ホームページ、技士会ニュース、メーリングリスト） 

・災害時における相談窓口の設置（人的・物流の確保と医療機器貸出等） 

・第 1 回災害対策セミナー 日時未定、会場未定 

8.法務委員会 

・会員専用相談窓口の有効利用の啓蒙を図る。 

9.倫理委員会 

・倫理規定の策定 

10.財務委員会 

・年会費自動振込登録者増への啓蒙活動 

登録者を増やすことにより、安定した財源確保に努める 

・データベース更新 

更新により操作性と作業効率の向上を目指す 

・財務業務マニュアルの作成 

財務業務が分業化されたのに合わせてマニュアルを作成し、委員の更新時にもスムーズに業務 

移行できるようにする 

 



11.事務局 

・公益社団法人 北海道臨床工学技士会 総会準備対応 平成 25年 5月 

・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、受講票の発行 

・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） 

・臨床工学技士養成校への入会案内  

・日本臨床工学技士会より依頼の会員突合せ調査 

・北海道・東北臨床工学技士連絡協議会対応 

・賠償責任保険の入会受付窓口 

 12.その他 

・支部制導入に向けた組織委員会の立ち上げ 

平成 25 年度収支予算報告 

・平成25年度収支予算書(資料参照) 

会費規定変更について 

・会費規程（資料参照） 

その他報告事項 

公益社団法人北海道臨床工学技士会   

   会長 室橋高男   

以上 

 


