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第 21 回一般社団法人群馬県臨床工学技士会学術大会開催趣意 

 

謹啓 この度、令和 5 年 6 月 25 日（日）に開催致します「第 21 回一般社団法人群馬県臨床工学技士会

学術大会」にて大会長を務めることとなりました。この様な大変貴重な経験をさせていただけることに

感謝申し上げます。 

 
 近頃では新型コロナウィルス感染症に対し明るい兆しは見えてきたものの、未だ私たちの生活や仕事

に大きな影響を与えおります。これまで、幾度となく押し寄せた波の中、関係各所で知恵を出し合い、

立ち向かれてきたすべての方々に心から感謝と敬意を表します。 
 
さて、今回の開催テーマは「発展～広がる職域を考える～」とさせていただきました。昨今の医療は、

医療機器や情報技術の進歩により大きく発展しております。最近では遠隔医療が注目を集める中、患者

様と医療機器をつなぐ我々臨床工学技士の需要が増していることは、皆様も日々肌で感じている事と存

じます。また、令和 3 年に施行された医師の働き方改革の議論に基づく臨床工学技士法の一部改正によ

り、臨床工学技士に新たな業務が与えられ、多様化が加速しております。広がった職域で臨床工学技士

として特異性を発揮し活躍することで更なる発展が見込まれ、ひいては未来の臨床工学技士の雇用にも

つながると期待しております。日本臨床工学技士会も臨床工学技士専門・認定制度を推進することで、

各臨床現場における質の高い治療の普及と技術の向上・発展を図ろうとしております。しかしながら現

場の問題点として、人員的に各職場に専門技士を配置することは難しく、夜間の緊急対応など一人ひと

りに幅広い知識が求められる現状があります。今後は“浅く広く”ではなく、臨床工学技士として専門

性を確保しながら職域を広げることが肝要と考えます。現場の需要から職域拡大の必要性を感じながら

も、人員や教育の問題から足を踏み出せない施設も多くあると思います。今大会がそのような問題を抱

えている皆様の参考になれば嬉しく思います。 
 
新型コロナウィルス感染症への考え方は様々であり、職場の意向で現地参加が難しい方もいらっしゃ

るかと思います。そこで、全ての方が安心して参加できるよう今回は WEB 開催とさせていただきまし

た。最近では現地開催の大会も増えてきていますが、参加のしやすさ等、WEB 開催の需要も前回大会

のアンケートに頂いております。今回の大会は WEB による学術大会のあり方なども考えていただける

良い機会となれば幸いです。 
 
 最後となりますが、参加いただく皆様に実り多い大会となるよう、関係者一同準備を進めてまいりま

す。皆様のご参加心よりお待ちしております。 

謹白 

令和 4年 12月吉日  

 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会 第 21 回学術大会 

大会長 立崎 健一 

（群馬県済生会前橋病院 臨床工学科） 
 

  



Ⅰ.開催概要 

1)大会名称 

 「第 21 回一般社団法人群馬県臨床工学技士会 学術大会」 

 

2)主催機関等の名称及び代表者 

 主 催：一般社団法人群馬県臨床工学技士会  

 後援予定： (公社)群馬県医師会、(公社)群馬県看護協会、(一社)群馬県臨床検査技師会 

(一社)群馬県放射線技師会、(一社)群馬県理学療法士会、 

(公社)日本臨床工学技士会、昌賢学園群馬医療福祉大学 

 大 会 長：立崎 健一（済生会前橋病院） 

副大会長：曽我部 将太（昌賢学園 群馬医療福祉大学） 

 大会財務：山根 雅樹（医療法人相生会 西片貝クリニック） 

 事 務 局：角田 卓哉（群馬県立心臓血管センター） 

〒 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12 

TEL:027-269-7455 

FAX:027-269-1492 

E-mail:gunrinko-office@gunma-ce.jp 

 

3)会 期 

ライブ配信：令和 5年 6月 25日(日曜日) 

 

4)会 場 

 Web開催（Zoom） 

配信会場、本部：昌賢学園 群馬医療福祉大学 前橋キャンパス 3 号館 

〒371-0823 群馬県前橋市川曲市 191-1  

TEL：027-253-0294 FAX：027-254-0294 

 

5)開催テーマ 

「発展〜広がる職域を考える〜」 

 

6)参加者数 

約 190 名 

 

7)開催計画の概略 

・特別講演「腹膜透析について（仮）」 

・基調講演「広がる職域に対するマネジメントについて考える（仮）」 

・共催セミナー 

・パネルディスカッション「広がる職域に対する現状と課題」 群馬県内 4施設 

・一般演題（20 演題）：循環、代謝、呼吸、学生・ME 管理・その他 

・企業展示  

・その他 

 

  



8)第 21 回群馬県臨床工学技士会学術大会収支予算書 

 

※表示されている金額は全て税込価格となります。 

  

個数 単価(税込) 総額（税込）

正会員 120 \3,000 \360,000
非会員 50 \5,000 \250,000
学生 20 \500 \10,000
ホームページバナー広告（賛助会員） 3 \30,000 \90,000
ホームページバナー広告（非賛助会員） 2 \40,000 \80,000
機器展示（賛助会員） 5 \40,000 \200,000
機器展示（非賛助会員） 5 \60,000 \300,000
抄録集広告（賛助会員） 10 \30,000 \300,000
抄録集広告（非賛助会員） 2 \50,000 \100,000
協賛金 1 \15,000 \15,000
共催セミナー（ランチョン） 2 \50,000 \100,000

\1,805,000

個数 単価(税込) 総額（税込）

チラシ、抄録集、参加証作成 400 \1,400 \560,000
郵送料（抄録集、チラシ、参加証など） 600 \120 \72,000
Webデザイン作成 1 \130,000 \130,000
オンライン配信（ウェビナー2ch） 1 \570,000 \570,000
運営費、サポート費 1 \100,000 \100,000

会場 会場費、設備利用料など 1 \18,000 \18,000
講師講演料 2 \50,000 \100,000
パネリスト謝礼 4 \5,000 \20,000
BPA記念品 1 \3,000 \3,000
パスマーケット手数料 1 \23,000 \23,000
スタッフ日当 20 \5,000 \100,000
弁当・飲料 20 \1,200 \24,000
雑費 1 \85,000 \85,000

\1,805,000

収支出合計 \0

収入

支出

合計　

合計　

参加費

協賛金

印刷物関連

Web関連

諸経費



9)第 20回群馬県臨床工学技士会学術大会決算報告書(参考) 

※表示されている金額は全て税込価格となります。 

 

  

個数 単価(税込) 総額（税込）

正会員 117 \3,000 \351,000
非会員 56 \5,000 \280,000
学生 0 \500 \0
ホームページバナー広告（賛助会員） 0 \50,000 \0
ホームページバナー広告（非賛助会員） 0 \70,000 \0
機器展示（賛助会員） 4 \40,000 \160,000
機器展示（非賛助会員） 1 \60,000 \60,000
抄録集広告（賛助会員） 15 \30,000 \450,000
抄録集広告（非賛助会員） 6 \50,000 \300,000
協賛金 1 \15,000 \15,000
共催セミナー（ランチョン） 1 \50,000 \50,000

\1,666,000

個数 単価(税込) 総額（税込）

抄録集、参加証作成 1 \520,775 \520,775
郵送料（抄録集、参加証） 1 \46,376 \46,376
Webデザイン作成 1 \116,160 \116,160
オンライン配信（ウェビナー2ch） 1 \536,910 \536,910
Web運営費、配信サポート費 1 \157,155 \157,155

会場 会場費、設備利用料など 1 \18,000 \18,000
講師講演料 1 \20,000 \20,000
パネリスト謝礼 12 \5,000 \60,000
BPA記念品 1 \2,430 \2,430
パスマーケット手数料 1 \25,264 \25,264
スタッフ日当 21 \5,000 \105,000
弁当 21 \840 \17,640
スタッフ飲料、書類発送料など 1 \6,622 \6,622

\1,632,332

収支出合計 \33,668

収入

支出

合計（税込）

合計（税込）

印刷

Web関連

諸経費

協賛金

参加費



Ⅱ.共催セミナー募集について 

1)共催セミナー 

共催セミナーとして昼食時間帯 60 分間の開催を予定しております。 

演者の先生にはリモート参加として Zoomにてご講演いただけますようお願いいたします。 

Zoom へのアクセス方法については大会事務局よりお知らせいたします。 

複数企業での共同開催も可能です。 

 

2)開催日時・会場 

令和 5年 6月 25日(日曜日) 12:00-13:00 

※開催時間はプログラムの都合上、若干前後する可能性があります 

・第 1会場 アクセス上限数：500 

・第 2会場 アクセス上限数：500 

  

3)共催費 

50,000円（税込） 

<共催費用に含まれるもの>  

会場以外からのご講演についてはございません 

<共催費用に含まれないもの>  

座長・演者に対する謝礼、旅費、飲食費、会場前看板、受付、チラシ印刷、  

本会以外の会場を使用する際に発生する施設利用料や通信費用など 

 

4)申込み方法 

別紙 1「共催セミナー申込書」へ必要事項をご記入の上、運営事務局 までメールまたは FAX 

にて送付してください。なお、演者および座長の先生方には参加形態のご確認をいただき、

申込書に現地でのご参加、リモートでのご参加いずれかをご記入いただけますようお願いい

たします。 

 

5)申し込み期限 

令和 5年 3月 31 日(金曜日)まで 

※2 社から応募をいただいた時点で申し込みを終了とさせていただきます。 

 

6)申込みの取り消しについて 

 申込書提出後は、事務局が不可抗力と認めた場合を除き取り消しはできませんので、ご了承

ください。 

 

7)セミナー内容 

 テーマ、座長、演者については、ご希望を事務局宛にご連絡の上、大会長の承認後に座長と

演者へご依頼いただけますようお願い致します。 

 

  



8)その他 

・本会は、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」、「記者

と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催にか

かる費用を「学会名」「共催セミナー名」の通りに、貴社のウェブサイト上に公開すること

に同意します。 

・案内チラシは、サイズは A4 とし、配布部数・カラー、フォントは自由とします。チラシの

送付を希望される場合には、抄録集に同封して発送いたします。締め切り日は令和 5年 3月

31 日までとします。印刷は各社で行っていただき、チラシは指定された住所へ送付してく

ださい。なお、事前に版下コピーを事務局までご送付頂けますようお願い致します。 

 

Ⅲ.企業展示募集について 

1)展示会場 

本会ホームページの企業展示専用ページ 

 

※企業展示専用ページのイメージ 

（第 1回関東甲信越臨床工学会のものなので実際とは若干異なります。） 

 

  



2)出展費用 

賛助会員 40,000円/1間（税込） 

非賛助会員 60,000円/1間（税込） 

 

3)展示スペース 

本会ホームページに設置する企業展示専用ページに企業名、企業ロゴ、製品紹介動画、カタ

ログなどの PDF ファイルを掲載します。 

＜出展内容＞ 

・企業ロゴ:背景 白、枠線不要、サイズ 横 640ピクセル×縦 427ピクセル以上 

ファイル形式：illustratorの ai データ、または jpg／png／gif 

・出展者情報:企業展示出展申込書に記載いただいた情報を掲載します。 

記載内容と異なる情報の掲載をご希望の場合には「備考」欄にご記入下さい。 

・動画:10 分以内の動画 1 点（ファイル形式は MP4 に限ります）  

・画像:カタログや資料など PDF 形式のファイル 2 点以内  

 

4)申し込み方法  

別紙 2「企業展示出展申込書」へ必要事項をご記入の上、運営事務局までメールまたは FAX 

にて 送付してください。 

 

6)申し込み期限 

令和 5年 3月 31 日(金曜日)まで 

※展示スペースには限りがございますので、20 区画に達した時点で申し込みを終了とさせて

いただきます。 

 

7)データの提出について 

送付期限:令和 5年 3月 31 日(金曜日)  

送付方法:メールへの添付またはメディアの郵送 

※メディアは申込書に返送のご希望がない場合には返送いたしません 

送 付 先:一般社団法人群馬県臨床工学技士会 データ受付担当 

〒371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12  

E-mail:gunrinko.office@gmail.com 

※事務局のアドレスと異なりますのでご注意下さい 

 

8)その他 

・1 社で複数間お申し込みいただくことができます。  

・出展区画は運営事務局で指定しますので選択できません。 

・申込受領後のキャンセルは原則として受けません。ただしやむをえない理由で解約や縮小

を希望する場合には、文書にて事情の説明を求めます。なお、承認された場合のキャンセ

ル料は下記の通り申し受けます。 

令和 5年 3月 31 日(金曜日)まで:出展費用の 0％ 

令和 5年 5月 1日(月曜日)以降:出展費用の 50%  

令和 5年 6月 1日(木曜日)以降:出展費用の 100% 

 



Ⅳ.ホームページバナー募集について 

1)バナー設置場所 

本会ホームページのトップページ 

 

2)申し込み費用 

賛助会員 30,000円（税込） 

非賛助会員 40,000円（税込） 

 

3)バナーの内容、サイズなど 

・内容：企業名、企業ロゴ、製品紹介などがデザイされたもの 

・サイズ:横 230ピクセル×縦 80ピクセル 

・データの拡張子：mjpegまたは png、枠線なし 

 

4)申し込み方法  

別紙 3「ホームページバナー掲載申込書」へ必要事項をご記入の上、運営事務局までメールま

たは FAX にて 送付してください。 

 

6)申し込み期限 

令和 5年 3月 31 日(金曜日)まで 

※バナー設置スペースには限りがございますので、6区画に達した時点で申し込みを終了とさ

せていただきます。 

 

7)データの提出について 

送付期限:令和 5年 3月 31 日(金曜日)  

送付方法:メールへの添付またはメディアの郵送 

※メディアは申込書に返送のご希望がない場合には返送いたしません 

送 付 先:一般社団法人群馬県臨床工学技士会 データ受付担当 

〒371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12  

E-mail:gunrinko.office@gmail.com 

※事務局のアドレスと異なりますのでご注意下さい 

 

8)その他 

・ご提出いただいたバナーデータは事務局で事前に内容を確認し、不適当と判断した場合に

はデータの差し替えをお願いする場合があります。 

・区画は 6区画としますので、申込多数の場合は申込期限前に締め切る場合があります。な

お、バナー設置場所の指定はできません。お申し込みいただいた順番に指定の設置場所へ

割り当てさせていただきます。 

  



Ⅴ．広告掲載募集について 

1)広告媒体名 

第 21 回一般社団法人群馬県臨床工学技士会学術大会抄録集 

 

2)配布対象 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会正会員、賛助会員、その他参加者 

 

3)発行部数 

400部 

 

3)版型 

 A4版（モノクロ） 

 

4)広告掲載費 

賛助会員 30,000円（税込）、非賛助会員 50,000円（税込） 

 

5)媒体作成費 

約 400,000円（税込） 

 

6)申し込み方法 

別紙 4「広告掲載申込書」へ必要事項をご記入の上、運営事務局までメールまたは FAX にて送

付してください。 

 

7)申し込み期限  

令和 5年 3月 31 日(金曜日)まで 

 

8)版下送付期限  

令和 5年 3月 31 日(金曜日)まで 

 

9)版下の送付について  

送付方法:メールへの添付またはメディアの郵送 

※メディアは申込書に返送のご希望がない場合には返送いたしません 

送 付 先:一般社団法人群馬県臨床工学技士会 データ受付担当 

〒371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12  

E-mail:gunrinko.office@gmail.com 

※事務局のアドレスと異なりますのでご注意下さい 

  



Ⅵ.協賛金について 

1)名称 

 第 21 回一般社団法人群馬県臨床工学技士会学術大会 協賛金 

 

2)使途 

 第 21 回一般社団法人群馬県臨床工学技士会学術大会の準備および運営費用の一部として 

 

3)目標金額 

 15,000円（税込） 

 

4)申し込み方法 

別紙 5「協賛金申込書」へ必要事項をご記入の上、運営事務局までメールまたは FAX にて送

付してください 

 

5)申し込み期限  

令和 5年 3月 31 日(金曜日)まで 

 

Ⅶ.申し込み期限 

企業展示、広告、共催セミナー、協賛金の申し込み期限は令和 5年 3月 31 日(金曜日)です。 

 

Ⅷ.申し込み方法 

申込書（別紙 1-5）に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはメール添付でお申し込み下さい。 

 

Ⅸ.申し込み先 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会 事務局 

〒 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12 

TEL:027-269-7455  FAX:027-269-1492 

E-mail:gunrinko-office@gunma-ce.jp 

 

  



Ⅹ .振込方法 

下記の銀行口座にお振込をお願い致します。お手数ながら、振込み前に必ず申込書をメールまた

は FAXにてお送りくださいますようお願い致します。なお振込手数料は申し込み企業各位にてご負

担いただきますようお願い致します。請求書、領収書が必要な場合には、その旨を申込書の備考欄

に記載していただけますようお願い致します。 

ご賛同いただける場合は、別紙申込書をご利用の上、当学会事務局へお申し込みいただければ幸

いに存じます。重ねて宜しくお願い申し上げます。 

 

振 込 先：ゆうちょ銀行 

記 号：10410 

番 号：25655561 

 

※ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込む場合は、以下の内容をご指定ください 

店 名：○四八（ゼロヨンハチ） 

店 番：048 

預金種目：普通預金 

口座番号：2565556 

口 座 名：グンマケンリンショウコウガクギシカイ 

  



（別紙１） 

一般社団法人 群馬県臨床工学技士会 事務局行き 

F A X 送 信 先：027-269-1492 

E-Mail送信先：gunrinko-office@gunma-ce.jp 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会 第 21 回学術大会 

■共催セミナー（ランチョンセミナー）申込書■ 

 

下記の通り、共催セミナー（ランチョンセミナー）を申し込みいたします。 

 

御社名 
御社名は記入いただいた通りに掲載いたしますので、省略せず正式名称でご記入ください。 

御住所 
 

代表者名  

御担当者名  

御連絡先 

電話番号： 

E - M a i l： 

郵便番号： 

住 所： 

演題（案） 
 

演者（案）                    先生（所属：              ） 

座長（案）                    先生（所属：              ） 

備考  

 

令和  年  月  日 

 

申し込み期限：令和 5年 3月 31 日(金曜日) 

 

事 務 局：角田 卓哉（群馬県立心臓血管センター） 

〒 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12 

TEL:027-269-7455  FAX:027-269-1492 

E-mail:gunrinko-office@gunma-ce.jp 

  



（別紙 2） 

一般社団法人 群馬県臨床工学技士会 事務局行き 

F A X 送 信 先：027-269-1492 

E-Mail送信先：gunrinko-office@gunma-ce.jp 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会 第 21 回学術大会 

■企業展示出展申込書■ 

 

下記の通り、企業展示出展を申し込みいたします。 

 

御社名 
御社名は記入いただいた通りに掲載いたしますので、省略せず正式名称でご記入ください。 

御住所  

代表者名  

御担当者名  

御連絡先 

電話番号： 

E - M a i l： 

郵便番号： 

住 所： 

出展内容 
 

備考 

メディア返送の希望  有 ・ 無 

 

令和  年  月  日 

 

申し込み期限：令和 5年 3月 31 日(金曜日) 

 

事 務 局：角田 卓哉（群馬県立心臓血管センター） 

〒 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12 

TEL:027-269-7455  FAX:027-269-1492 

E-mail:gunrinko-office@gunma-ce.jp 

 

  



（別紙 3） 

一般社団法人 群馬県臨床工学技士会 事務局行き 

F A X 送 信 先：027-269-1492 

E-Mail送信先：gunrinko-office@gunma-ce.jp 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会 第 21 回学術大会 

■ホームページバナー掲載申込書■ 

 

下記の通り、ホームページバナー掲載を申し込みいたします。 

 

御社名 
御社名は記入いただいた通りに掲載いたしますので、省略せず正式名称でご記入ください。 

御住所 
 

代表者名  

御担当者名  

御連絡先 

電話番号： 

E - M a i l： 

郵便番号： 

住 所： 

提出方法 メール    郵 送    該当に○ 

リンク先 URL  

備考 

メディア返送の希望  有 ・ 無 

 

令和  年  月  日 

 

申し込み期限：令和 5年 3月 31 日(金曜日) 

 

事 務 局：角田 卓哉（群馬県立心臓血管センター） 

〒 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12 

TEL:027-269-7455  FAX:027-269-1492 

E-mail:gunrinko-office@gunma-ce.jp 



（別紙 4） 

一般社団法人 群馬県臨床工学技士会 事務局行き 

F A X 送 信 先：027-269-1492 

E-Mail送信先：gunrinko-office@gunma-ce.jp 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会 第 21 回学術大会 

■広告掲載申込書■ 

 

下記の通り、広告掲載を申し込みいたします。 

 

御社名 
御社名は記入いただいた通りに掲載いたしますので、省略せず正式名称でご記入ください。 

御住所 
 

代表者名  

御担当者名  

御連絡先 

電話番号： 

E - M a i l： 

郵便番号： 

住 所： 

提出方法 
メール    郵 送    該当に○ 

備考 

メディア返送の希望  有 ・ 無 

 

令和  年  月  日 

 

申し込み期限：令和 5年 3月 31 日(金曜日) 

 

事 務 局：角田 卓哉（群馬県立心臓血管センター） 

〒 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12 

TEL:027-269-7455  FAX:027-269-1492 

E-mail:gunrinko-office@gunma-ce.jp 

  



（別紙 5） 

一般社団法人 群馬県臨床工学技士会 事務局行き 

F A X 送 信 先：027-269-1492 

E-Mail送信先：gunrinko-office@gunma-ce.jp 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会 第 21 回学術大会 

■協賛金申込書■ 

令和  年  月  日 

一般社団法人群馬県臨床工学技士会 

第 21 回学術大会大会長 

立崎 健一 殿 

 

開催趣旨に賛同し、一般社団法人群馬県臨床工学技士会第 21 回学術大会開催運営の協賛金として下記

の金額を申し込みいたします。 

 

金            円也 

 

振り込み予定日 令和  年  月  日 

御社名 
御社名は記入いただいた通りに掲載いたしますので、省略せず正式名称でご記入ください。 

御住所 
 

代表者名  

御担当者名 
 

御連絡先 

電話番号： 

E - M a i l： 

郵便番号： 

住 所： 

備考 

 

 

事 務 局：角田 卓哉（群馬県立心臓血管センター） 

〒 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲 3−12 

TEL:027-269-7455  FAX:027-269-1492 

E-mail:gunrinko-office@gunma-ce.jp 


