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主  催 

中部臨床工学技士会連絡協議会  一般社団法人富山県臨床工学技士会 

 

後援団体 

富山市 公益社団法人日本臨床工学技士会 

三重県臨床工学技士会 一般社団法人静岡県臨床工学技士会 

一般社団法人福井県臨床工学技士会 一般社団法人岐阜県臨床工学技士会 

一般社団法人愛知県臨床工学技士会 一般社団法人石川県臨床工学技士会 



ご挨拶並びに 
ご支援・ご協力のお願い 

 
謹啓 立春の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 
平素より中部地区各県臨床工学技士会の活動に、格別のご協力を賜り心より感謝申し上

げます。 
 
さて、この度一般社団法人富山県臨床工学技士会では、平成27年11月7日（土）～8日（日）、

富山市民プラザ（富山県富山市）におきまして、「第 16 回中部臨床工学会」を開催させていただく
ことになりました。 
 
「中部臨床工学会」は、中部７県の臨床工学技士会からなる「中部臨床工学技士会連絡協議

会」と持ち回りによる開催県臨床工学技士会が主催となり、平成 12年から臨床工学領域における
技術の研鑚と学術レベルの向上を目指して開催して参りました。富山県臨床工学技士会として

は今回が 3回目の開催になり､多くの方々をおもてなしして参りましたが、今般も中部各県よ

り多数の臨床工学技士の参加が見込まれております。 
 
今学会では、臨床工学技士法が施行されてから 27 年が経過した今、改めて臨床工学技士

が将来に向かって有望かつ魅力的に輝き続ける医療国家資格である為に何をしなければな

らないのかを考える機会にしたいと思い、大会テーマを「輝き続ける臨床工学技士」とい

たしました。輝き続ける臨床工学技士を後世へ確実に送り出すために、そして今後さらに

国民の皆さまに貢献できるようにして参りたいと存じます。 
また、平成 24 年に富山県で開催しました全国大会である「第 22 回日本臨床工学会」で

初めて取り入れて好評を博し、今では全国で開催されるようになった「臨床工学技士体験

コーナー」を、元祖として改めて開催することにしております。市民、県民の皆さまに臨

床工学技士と医療機器の魅力、有益性をお伝えしたいと考えております。 
 
本学術大会の開催にあたり、その運営はできるだけ簡素、質素を旨とし、かかる経費は参加者か

らの参加費を主とする所存でおりますが、それでもなお必要経費を賄えるまでになく、本学術大会

の内容を充実させ、その成果をより大きなものとするためには、各方面からのご支援ご協力を仰が

ざるを得ないのが実情です。 
 本来ならばご拝眉のうえ直接お願い申し上げるべきところ、何分日頃から生命維持に関する臨床

業務さらには医療機器管理に追われておりますことから叶わず、誠に恐縮ではございますが書面

にてお願い申し上げる次第です。 
 
 本学術大会の趣旨にご賛同いただき、なにとぞ格段のご配慮を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。末筆ながら、貴社の今後益々のご繁栄を祈念申し上げます。                    
謹白 

 
平成 27 年 2 月吉日 

第 16回 中部臨床工学会 
  学会長   宮 野  勝 利 
  （一般社団法人 富山県臨床工学技士会会長） 



学会開催概要 

１．学会名称   

 第 16回中部臨床工学会  
    

２．開催テーマ   

  『 輝き続ける臨床工学技士 』 
    

３．会 期   

  平成 ２７年 １１月 ７日（土） ～ ８日（日） 
    

４．会 場   

 富山市民プラザ 

  〒930-0084 富山市大手町 6番 14号 

  Tel 076-493-1313    URL http://www.siminplaza.co.jp/ 
    

５．学会参加者 

 230名予定 

６．収支予算 

別紙に記載 
    

７．学会の概要（予定） 

特別講演 

一般演題 

学生演題 

BPA演題 

共催学術セミナー 

ポスターセッション 

ワークショップ 

企業展示 

臨床工学技士体験コーナー 

その他

 

 
    

８．主催機関等の名称及び代表者   

 主 催  中部臨床工学技士会連絡協議会、 一般社団法人富山県臨床工学技士会 

 代表者 学 会 長 一般社団法人富山県臨床工学技士会 会長 宮野 勝利 

  副学会長 １三重県臨床工学技士会 会長 辻本 一登 

    一般社団法人静岡県臨床工学技士会 会長 五条 敏和 

    一般社団法人福井県臨床工学技士会 会長 増野谷 一男 

    一般社団法人岐阜県臨床工学技士会 会長 野倉 正敏 

    一般社団法人愛知県臨床工学技士会 理事長 神戸 幸司 

    一般社団法人石川県臨床工学技士会 会長 前田 智美 

 

 学会事務局 〒930-0033 富山県富山市元町 1-2-17  

 医療法人社団 清省会 元町内科医院 透析室内 

         TEL 050-3349-9891  E-mail chubu16toyama@yahoo.co.jp 
URL  http://www.toyama-ce.gr.jp/ 

 

９．後援団体 

富山市 公益社団法人日本臨床工学技士会 

三重県臨床工学技士会 一般社団法人静岡県臨床工学技士会 

一般社団法人福井県臨床工学技士会 一般社団法人岐阜県臨床工学技士会 

一般社団法人愛知県臨床工学技士会 一般社団法人石川県臨床工学技士会 



第 16回中部臨床工学会 収支予算書 

収入

大項目 適用 単価（円） 数量 小項目合計（円） 大項目合計（円）

参加登録費（会員） 2,000 200 400,000

参加登録費（非会員） 3,000 10 30,000

参加登録費（学生） 500 20 10,000

意見交換会参加費 意見交換会参加費 5,000 100 500,000 500,000

富山県コンベンション開催助成制度（100～199） 100,000 1 100,000

富山市コンベンション開催補助金（100～199） 150,000 1 150,000

協賛金 協賛金 10,000 5 50,000 50,000

プログラム広告（1/2頁） 10,000 10 100,000

プログラム広告（1頁） 20,000 5 100,000

プログラム広告（綴込：両面） 20,000 2 40,000

共催セミナー 学術セミナー共催 30,000 2 60,000 60,000

出展料 企業展示 50,000 15 750,000 750,000

準備金 富山県臨床工学技士会準備金 300,000 1 300,000 300,000

合　　　計 2,590,000 2,590,000

支出

項　目

事前準備費 150,000

制作・印刷費 440,000

会場費 882,790

意見交換会費 500,000

当日運営費 130,000

講師費 68,000

託児費 50,000

雑費 69,210

準備金返済費 300,000

合　　　　計 2,590,000

収入

項目 適用

準備金 富山県臨床工学技士会　CE拡大プロジェクトより

支出

項目

体験コーナー開催費

金額（円）

200,000

臨床工学技士体験コーナーとして

金額（円）

200,000

プログラム・抄録集広告

金額（円）

240,000

参加費 440,000

助成金・補助金 250,000


