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渉外部 からのお知らせ

平成28年度 大臨技 夏季 献血推進活動（通算46回） （会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

基礎教科
20点

第7回 北地区地域オープンセミナー
（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

基礎教科
20点

会場

内容

参加費

～ これだけ科学が進歩していても　未だ 血液をつくることができない ～
8月、この暑い時期は献血数の減少により 血液製剤の適正在庫の確保が困難になっております。こ

のような時期にこそ、医療に関わる我々が率先して献血に関わるべきであるとスタートした献血推進
活動、通算46回目です。自らが献血できる方は、ぜひ400ml採血を！ 献血ができない方は、街頭に
て市民の方へ呼びかけを！可能な時間だけの参加も大歓迎です、ぜひご協力ください。今回の会場は
いつもの場所とは変わり、京橋駅付近での実施となります。
これからの大臨技を担う「若き世代」や、活動の「超変革」をこれからリードしていただける皆様

の積極的な参加を求めます。20歳代・30歳代の会員の皆さま、そして臨床検査技師養成学校（大学・
専門学校）の学生の皆さま、ご協力をよろしくお願いいたします。

　　渉外部　北川　篤　（多根記念眼科病院 医療技術部）

日時 平成28年8月27日（土）15:00～18:00

日時 平成28年8月20日（土）　10:00～16:30

『京橋駅前広場』
JR京橋駅－京阪京橋駅 連絡通路 付近
献血車配置（400ml採血のみ）
周辺にて街頭呼びかけ

無料

献血のみ、街頭呼びかけのみでも 行事参加登録いたします。

会場 大阪医科大学講義実習棟 2 階
学 2講堂 参加費 500円（一律）

北地区責任者　大阪医科大学附属病院　東山 智宣
E-mail: tomohigashioamt@gmail.com連絡先

市立豊中病院 臨床検査部　清水 隆之
E-mail: akane@mub.biglobe.ne.jp連絡先

臨床検査技師と言えば、多くは病院などの医療機関で活躍することが当然と思っていたのではないでしょうか?しか
し、昨今はメーカーなどの企業や研究所などで活躍する臨床検査技師も増えてきているのではないでしょうか。
また、仕事だけでなく、臨床検査技師としての経験や知識を活かしてボランティアで
活躍している方もいます。
なかなか聞くことができなかった、このようなアナザウェイで生きる先輩たちの

話に触れ、今後の人生の道標にしてみませんか。多数のご参加をお待ちしています。
他府県の方々もご遠慮なくご参加ください。

『医療機関以外でも活躍してます検査技師』
－あなたの知らない活躍の場！－

1. 検査試薬メーカーで働く検査技師　15:00～15:30   
講師 : 極東製薬工業株式会社 製品開発部　北川 真喜

2. SMOの治験コーディネーターとして働く検査技師　15:30～16:00
講師 : サイトサポート・インスティテュート株式会社　山田 真規子

3. ボランティア活動に励む検査技師によるBLS実践レクチャー　16:15～17:00
(命を繋ぐ人を造るPUSHプロジェクト：受講者への一次救命処置講習あり)
講師 : 枚方公済病院　藪　圭介

4. [特別講演] 「悩める検査技師 ～病院・企業・大学で何を学んだか～」　17:10～17:45
講師 : 天理医療大学　米田 孝司
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平成28年9月24日（土）～ 9月25日（日）（２日間） 修了者は、日臨技生涯研修制度の基礎30点を履修と
した上で、都道府県会長名で修了証を交付する。

先着順とし、左記（6受講対象）を満たした者64名
を可とする。
平成28年8月31日(水)までに可・否の連絡を行う。

「平成28年度 検査説明･相談ができる臨床検査技師育成 講習会」
実施要領

日時 修了の
認 定

講 習 の
可・ 否
について

問合わせ
先

予定

会場 ホテルＮＣＢ（中之島センタービル） 主催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
公益社団法人 大阪府臨床検査技師会

受講
対象

・病院等の施設長より受講承諾を受けた臨床検査技師と
　する
・定員は64名とする。（各施設2名までとする）
・日臨技・大臨技の重複会員とする。
同封の申込み用紙又は、ホームページより申込み用紙
を印刷し、FAXにて大臨技事務所（06-6763-5653）
宛に送信をお願いします。
申込期間は平成28年8月1日(月)～8月10日(水)
までの10日間。
(それ以前の送信に関しては無効とします。)
定員に満たない場合は期間を延長します。
(延長の場合ホームページ上で案内します。)

後援
団体

厚生労働省　-------------------
公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人 全日本病院協会
公益社団法人 全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本臨床検査医学会
チーム医療推進協議会　　
大阪府　-----------------------
一般社団法人 大阪府医師会
公益社団法人 大阪府看護協会
一般社団法人 大阪府病院協会

育和会記念病院 中央臨床検査部　田畑 泰弘
T E L : 06-6758-8000

参加費 10,000円病院などの施設長より受講承諾を得た際に、施設負担または
受講者個人負担のいずれかを確認してください。
※本講習受講の成果は、医師・看護師の不足予測に基づき平
成19年12月28日付厚生労働省医政局長通知（医師及び医療
関係事務職員等との間等での役割分担の推進）が出されたこ
とからも、所属施設における業務効率の向上などに資するも
のと確信されています。

お知らせ
日臨技、大臨技主催

申込み
方　法

検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会カリキュラム
研修日程 １日目 9月24日（土）
9:00 ～ 9:10（10分） 開講式

挨 拶 大臨技会長　竹浦 久司
9:10 ～ 9:40（30分） ＜ビデオ放映＞臨床検査技師が検査説明・相談に取り組む意義

講師 : 日臨技会長　宮島 喜文
9:40 ～ 10:10（30分） 臨床検査技師の検査説明・相談に期待するもの～病院管理者の立場から～

講師 : 社会医療法人きつこう会 法人本部企画部部長　直江 幸範
10:20 ～ 11:00（40分） 看護師の患者接遇

講師 : 社会福祉法人白寿会特別養護老人ホーム 白寿苑 看護担当 課長　山内 恵美
11:00 ～ 12:00（60分） 実践から学ぶ

講師 : 市立岸和田市民病院 中央検査部 技師長　杉山 昌晃
12:00 ～ 13:00 昼食
13:00 ～ 13:15（15分） グループディスカッション自己紹介 明日の Ｒ-ＣＰＣ
13:20 ～ 14:20（60分） 患者心理＜初級レベル＞

講師 : 大阪医療センター 医療相談室 医療ソーシャルワーカー　関根 知嘉子
14:30 ～ 17:00（150分）接遇の基本＜ロールプレイ＞

講師 : リーガロイヤルホテル 人事部 能力開発室 接遇講師　吉田 富貴子

研修日程 ２日目 9月25日（日）
9:00 ～ 10:20（80分） 検査説明の実際「臨床検査医からみて臨床検査技師の方にしてほしい検査説明相談」

講師 :（株）日本食品エコロジー研究所 代表取締役社長　佐守 友博
10:30 ～ 12:30  （120分）Ｒ－ＣＰＣ

講師 : 関西医科大学附属病院　臨床検査医学科 病院講師　吉賀 正亨
12:30 ～ 13:30 昼食
13:30 ～ 16:00 検査説明への取り組みと模擬演習

（30分） 検査説明始めました「当院での取り組み」
講師 : 社会医療法人生長会 府中病院 中央検査部 技師長　谷川　崇

（120分）検査説明・相談の模擬演習＜ロールプレイ＞
講師 : 医療法人育和会 育和会記念病院 中央臨床検査部 技師長　田畑 泰弘

16:00 ～ 16:30 閉講式
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学術部　生理検査部門からのお知らせ

第13回 心エコー実技研修会のお知らせ

日時 平成28年10月9日（日）～10日（月）

会場 大阪府医師協同組合本部

募集
期間 9月1日（木）～9月10日（土）

例年、好評の心エコー実技講習会を本年も開催します。
エキスパート達のテクニックをぜひ習得しましょう。
詳しくは大臨技ニュース来月号で掲載します。

・お申込先、お申込み方法は大臨技ニュース来月号で
お知らせします。

・フリーメールからのお申込みはメールが届かないこ
とや、こちらからの返信が届かないことがありま
す。ご注意ください。

・携帯アドレスからのお申込みはできません。

注意

今年もやり
ます!

2015年12月より義務化されたストレスチェックについて株式会社エス・エム・エス キャリアご担当者よ
りお話していただき、ご参加された皆様には、ストレスチェックと点数評価の実体験をしていただきます。

（14:20～）～あなたの施設は大丈夫？～
『医療機関がストレスチェックを実施する際の落とし穴』
株式会社エス・エム・エス キャリア

診療報酬改定で新たに国際標準検査管理加算が追加されました。ISO15189をこれから取得する施設の
ために、また、継続・維持するために必要なことをお話していただきます。

（16:10～）～経験者の独り言～
『効率的にISO15189を取得するために』
大阪府立成人病センター  田中 秀磨

第23回 SP研究会 講演会のご案内
大臨技後援行事のお知らせ

第1部

第2部

日時 平成28年8月27日（土）　14:15～17:15
（受付14:00～）

会場  森ノ宮医療大学 東棟４階 415 教室
（大阪市住之江区南港北 1-26-16）
大阪市営地下鉄中央線「コスモスクエア」駅
２番出口より徒歩１分

参加費 1,000 円

■ 参加ご希望の方は
E-mail: sp-info@spkenkyukai.com へ！
※氏名、施設名をお忘れなく
※技師以外の方も大歓迎！
※プライバシーポリシーはSP研究会のホームページで 
　ご覧いただけます。

SP 研究会臨床検査

★《SP研究会会員募集中》
詳しくはホームページをご覧ください。

http://spkenkyukai.com/guide.html

内　容
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検体管理システム部門 特別講演会
学術部 検体管理システム部門からのお知らせ

 病院におけるシステム化は1970年代の医事システムに
始まり、その後各部門に広がって行きました。臨床検査シス
テムは1980年代に血液・生化学検査の自動分析装置でオン
ラインによる依頼項目の取り込み、検査結果の院内サーバー
への送信等が行われるようになり、現在では電子カルテシス
テムを中心に微生物・生理・病理・輸血等、あらゆる検査が
システム化され業務の効率化や省力化が行われています。
一方で、検体へのラベルの貼り間違えにより検体の取り違

いや、患者の間違い等、システム化に起因したインシデント
やアクシデントが報告されるようになりました。
今回の講演会では、システム化に伴うこれらの変遷と対策

について、医療安全を情報システムの活用とともにわかりや
すく解説していただきます。

「病院情報システム（検査システム関連を中心とした）における
アクシデント・インシデントの変遷と対策」
～医療安全への情報システムの活用～

（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

基礎教科
20点

日時 平成28年8月19日（金）　18:30～20:00

会場 大阪市立大学医学部医療情報センター
（あべのメディックス）　6階研修室

講師 大阪市立大学医学部附属病院 医療情報部 部長
朴　勤植

大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部　山下　亘
E-mail: m0468519@msic.med.osaka-cu.ac.jp

市立吹田市民病院　松本 典久
E-mail: matsu-nkrt@gol.com

参加費 会員1,000円　非会員3,000円

連絡先

※この講演会は医療情報技師の更新ポイント対象になって 
　います。
医療情報技師ポイント　1点
ポイント付与を希望される方は、講演会当日、医療情報
技師認定カードをお持ち下さい。

吹田市みんなの健康展　検査ボランティア募集！！ 

日時 平成28年9月10日（土）　12:30～17:00
　　　　9月11日（日）　  8:30～16:30

会場 吹田市文化会館（メイシアター）
阪急千里線　吹田駅前すぐ
（集合:10日は検査体験コーナー、11日は会館入口）

応募
方法 8月19日までに
「施設名、氏名、希望日」を記載のうえ、PCメールにて下記
申込み用アドレスにご連絡をお願いいたします。
（＊携帯メールはご遠慮ください）

大阪府臨床検査技師会は、社会貢献事業の一つとして府内健康展に協力しています。
吹田市で開催される「みんなの健康展」は、今年から新たに2団体が加わり20団体が参加する大規模な健康展です。楽し

みながら健康づくりの意識向上を図る、市民参加型の啓発イベントで、当技師会が担当する「検査体験コーナー」は、毎年大
盛況をいただいております。今年は、市立吹田市民病院の糖尿病チームとコラボレーションして、生活習慣病であります動脈
硬化と糖尿病の啓発活動を行います。
今年も検査ボランティアの募集を行います。日常業務と離れ、ボランティアを通じ、社会貢献および技師同志の交流も深

めていただきたいと考えています。2日間のうちどちらか1日だけの参加で結構ですので、ご協力をよろしくお願いいたしま
す。

血管年齢:脈波伝播速度（CAVI）（経験を問いません）

募集ボランティア 申込み先

（会員証をお持ちください）

評価点

◀評価点▶
日臨技生涯教育点数

基礎教科
20点
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増 永 孝 一
関西営業部　〠531-0063 大阪市北区長柄東二丁目9番46号 ☎06-4800-1268 FAX：06-4800-9727 

1 月
2 火 　生理検査部門 

「心エコー図読影講座③」
会　場: 大阪医療技術学園専門学校
時　間: 18:30 ～ 20:00 
連絡先: 西宮渡辺心臓・血管センター　川崎 俊博

（kawasaki4552@gmail.com）
3 水
4 木 　血液検査部門

「血液形態セミナーシニア」
会　場: 済生会中津病院 南館 2階講堂
時　間: 18:30 ～ 20:00
参加費: 会員 600円 非会員 1,000 円　　 
連絡先: 大阪府立成人病センター　田中 秀磨

(hiyushu666@m5.gyao.ne.jp)
5 金
6 土
7 日 　生理検査部門

 「第7回 血管エコー実技研修会」
会　場: 大阪府医師協同組合
時　間: 9:00 ～ 18:00 
連絡先: 西宮渡辺心臓・血管センター　川崎 俊博

（kawasaki4552@gmail.com）
8 月
9 火

10 水 ●大臨技理事会 会　場: 大臨技事務所 時　間: 19:00～20:30
11 木
12 金
13 土
14 日
15 月
16 火 ●渉外部会 会　場: 大臨技事務所 時　間: 19:00～20:30
17 水 ●総務・会計部会 会　場: 大臨技事務所 時　間: 19:00～20:30
18 木 ●地区事業部会 会　場: 大臨技事務所 時　間: 19:00～20:00
19 金 　検体管理システム部門 特別講演会

「病院情報システム（検査システム関連を中心とした）に
おけるアクシデント・インシデントの変遷と対策」 
～医療安全への情報システムの活用～
講　師: 大阪市立大学医学部附属病院 　朴　勤植
会　場: あべのメディックス 6 階研修室
時　間: 18:30 ～ 20:00
参加費: 会員 1,000 円 非会員 3,000 円
連絡先: 大阪市立大学医学部附属病院　山下　亘

(m0468519@msic.med.osaka-cu.ac.jp)
●情報組織部会 会　場: 大臨技事務所 時　間: 19:00～20:30

20 土 　平成28年度 第1回 大臨技 献血推進活動
会　場: 京橋駅前広場
時　間: 10:00 ～ 16:30
連絡先: 市立豊中病院　清水 隆之　

（akane@mub.biglobe.ne.jp）
21 日
22 月
23 火 ●学術部会 会　場: 大臨技事務所 時　間: 19:00～20:30
24 水 ●常務理事会 会　場: 大臨技事務所 時　間: 19:00～20:30
25 木
26 金
27 土 　第7回 北地区地域オープンセミナー

「医療機関以外でも活躍してます検査技師」
－あなたの知らない活躍の場－
1. 検査試薬メーカーで働く検査技師｠｠｠

講　師: 極東製薬工業（株）　北川 真喜
2. SMOの治験コーディネーターとして働く検査技師

講　師: サイトサポート・インスティテュート（株）
山田 真規子

3. ボランティア活動に励む検査技師による
BLS実践レクチャー
(命を繋ぐ人を造るPUSHプロジェクト：受講者への一次救命
処置講習あり)
講　師: 枚方公済病院　藪　圭介

4. 特別講演 悩める検査技師 ～病院・企業・大学で何を学んだか～
講　師: 天理医療大学　米田 孝司

会　場: 大阪医科大学 講義実習棟 2 階 学 2講堂
時　間: 15:00 ～ 18:00
参加費: 一律 500円　
連絡先: 大阪医科大学病院　東山 智宣

（tomohigashioamt@gmail.com）
　

「近畿支部 微生物部門 合同研修会 」　
会　場: 住友病院
時　間: 10:00 ～ 16:00　　　 
参加費: 大阪大阪市立医学部附属病院　仁木　誠

（TEL）06-6645-2213
28 日
29 月
30 火
31 水【IFBLS2016】神戸

会　場: 神戸国際会議場

★講演会・講習会参加時は必ず会員証をご持参ください★
入会および継続申請中の方は会員証の代わりとして、
会費振納入後の郵便振込み用紙領収書または
会員登録証明ハガキを提示してください。

天候等の影響で開催が危ぶまれる際は、大臨技ホームページの
「大臨技行事予定カレンダー」にある情報を、当日にご確認くだ
さい。

天候等の影響で開催が危ぶまれる際は、大臨技ホームページの
「大臨技行事予定カレンダー」にある情報を、当日にご確認くだ
さい。

天候等の影響で開催が危ぶまれる際は、大臨技ホームページの
重 要 な
お知らせ

★ご注意！★　会員証の提示がない場合は、非会員扱いとさせていただきます。

※基礎=日臨技生涯教育点数 基礎教科
※専門=日臨技生涯教育点数 専門教科

行 事 内 容
Event Schedule Table 2016 8月 大臨技 行事予定表

 http://www.osaka-amt.or.jp/
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私は、今年の3月に大阪行岡医療専門学校を卒業し、4
月から国立循環器病研究センターに入職しました。合格
発表が3月の末であったため、臨床検査技師となれたとい
う喜びもつかの間、数日後には病院での勤務が始まりま
した。
入職して最初のひと月は研修の日々で覚えることが多

く、毎日が必死でした。しかし、国立病院機構グループは
近畿・福井県合わせて20病院ある組織で、そのグループ
の強みを活かした新人研修や勉強会、学術発表会などが多
数あり、新人でも参加しやすいようにカリキュラムが組ま
れています。さらに、他施設の新人はいうに及ばず先輩技
師との横のつながりもでき、病院入職時の不安は徐々に解
消されました。
2ヶ月目になると病院や検査室の雰囲気に慣れてきたた

めか、心にも余裕ができるようになりました。しかし、覚
えることはまだまだ沢山あり、さらには当直が一人ででき
るようにと次の研修が始まりました。また、同時に一部門
のルーチン検査に重点を置いた研修も始まりました。
当院はISO15189を取得しているため、とてもしっかり

した操作手順マニュアルが作成されており、それを読めば
誰もがルーチン検査できるようなシステムが構築されてい

ます。それは入職したての私でもすぐに理解できる内容で
した。もちろん、先輩の技師の方々はその内容を完璧に把
握されています。その上、データを見た時、なぜこういっ
たデータがでるのか。なぜ、この診断になるのかというよ
うなことまで理解されており、その検査の原理や臨床上で
の意義、医師が何を求めているのかというところまでしっ
かりと教えてくださいます。
確かに、検査結果を出すだけであれば操作手順マニュ

アルがあれば誰でも可能です。しかし、そこから先、患者
様の為の結果を出せるプロの臨床検査技師としてどうある
べきなのかを考える大切さを入職してまだ3ヶ月ですが教
えていただいているような気がします。
国家試験の勉強では、確かに浅く広い知識は得まし

た。しかし、深さがまだまだ足りません。そこが何年も技
師をされている諸先輩方との違いであると日々感じます。
学生時代にもっと1つ1つの問題の内容を深く勉強してお
けばと思いました。
まだまだ臨床検査技師としてスタートしたばかりです

が、日々のいかなることも勉強であるととらえ、意義のあ
る検査を行える技師になれるように努力していきます。

平成28年度　第3回（6月9日）開催分
1. 平成28年熊本地震義援金は、当会としての義援金を日臨技を経て行うものと熊本県へ直接行うもの
とに決まった。

2. 今年度事業で日臨技が行う「認知症領域における対応力向上のためのモデル事業」は該当施設がなく
見送ることなった。

3. 平成28年度全国「検査と健康展」は企画と予算が承認された。
4. 衛生検査所精度管理専門事業のデータ解析を当会理事の増田詩織（近畿大学医学部附属病院）、山西
八郎（天理医療大学）が担当することとなった。

「新人がんばってます」

臨床検査技師教育機関からの声臨床検査技師教育機関からの声Voice

大阪行岡医療専門学校長柄校 平成28年卒業生　増田 泰三

開催行事予告編　詳細は次号に掲載いたします。

事業名 /日時・会場 内容 評価点 参加費
（日臨技申請事業）
第2回 緊急検査部門 定期講演会
日時 : 平成28年9月10日（土）

14:30 ～ 16:30
「1UP！ 日当直の不安解決で、あなたをちょっと強くします！」専門‐20 会員 500円

非会員 1,000 円
会場 : 大阪医療技術学園専門学校 

2 階大教室
多職種公開講座 1. 糖尿病患者における尿検査のピットフォール

 ～正しい検査結果を報告するために知っておきたいこと～糖尿病療養指導部会 定例勉強会
日時 : 平成28年9月13日（火）

19:00～20:30
講師 : 大阪大学医学部附属病院 医療技術部検査部門

堀田 真希 基礎 -20 500 円（一律）

会場 : 大阪医療技術学園専門学校
２階大教室

2. 糖尿病療養指導に活かす心理行動的アプローチ（仮）
講師 : 住友病院 臨床心理科 臨床心理士　巣黒 慎太郎　

多職種公開講座 臨床検査技師が学びたい放射線領域の画像診断シリ－ズ
第Ⅳ弾第7回 中央地区地域オープンセミナー

日時 : 平成28年10月8日（土）
14:30～17:00

1. CT 画像の診方（胸部・心臓編） 基礎 -20 500 円（一律）講師 : 千船病院 放射線科　田中 寛人
会場 : あべのメディックス

6階ホ－ル
2. CT画像の診方（腹部編）
講師 : 育和会記念病院 中央放射線科　渡邊 博隆
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■ 平成28年度「年会費」納入について

日臨技・大臨技の両方に入会されている方と、大臨技のみに入会されている方とでは会費の金額や納入方法が違いますので、ご注意ください。

※【重要】 詳細は、大臨技ニュース12月号に同送しました「会費納入案内」もしくは大臨技ホームページをご覧ください。

日臨技・大臨技の両方に入会されている方は、日臨技へお問合せください。

1. 日臨技および大臨技に入会されている方

日臨技年会費10,000円と大臨技年会費5,000円を合算した15,000円が、日臨技に登録の振替口座から引落しされます。

2. 大臨技のみに入会されている方

郵便局に備付の「払込取扱票」（白地に青枠の用紙）に必要事項を記入し、大臨技年会費5,000円を早急にお振込ください。

※会費未納の方については、大臨技ニュース等の発送物を中止いたしますので、ご了承ください。

3. 平成28年度より、大臨技のみ会員から日臨技にも入会される方

※詳細は日臨技へお問い合わせください。

■ 平成28年度「大臨技臨床検査技師賠償責任保険」（「大臨技のみ会員」専用）について

※【重要】今年度の募集（受付）は7月20日を持ちまして終了いたしました。

■ 大臨技退会申請について

大臨技ホームページより「退会届」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、大臨技事務所まで提出してください。

※【重要】日臨技・大臨技の両方を退会される方は、日臨技と大臨技の両方の退会申請を行ってください。日臨技だけに退会申請しても、大臨技

も同時退会した事にはなりませんのでご注意ください。

■ 平成28年度大臨技会員証について

*第1回目の発送は、4月末に発送いたしました。

*第2回目の発送（4月～6月末迄に年会費を納入された方）は、7月末頃に発送いたしますす。

*第3回目の発送（7月～9月末迄に年会費を納入された方）は、10月末頃を予定しています。

※会員証が届くまでの間に勉強会等に参加される場合は、会費をお振込みされた時の受領証を会員証代わりにご使用ください。

日臨技にも入会されている方は、日臨技ホームページの「会員専用ページ」から領収証を発行できますので、その領収証をご使用ください。

■ 会員証の再発行について

紛失等により再発行を希望される場合は、大臨技ホームページより「大臨技会員証再発行申請書」をダウンロードし必要事項を記入のうえ、大臨

技事務所に届けると共に、再発行費500円を郵便局より納入してください。申請書と再発行費の入金確認後、発行します。再発行日程は、会員

証発行日程に準じます。11月以降は、「会員登録証明ハガキ」を会員証の代わりといたします。

■ 臨床検査技師免許申請中の新入会員の方へ

臨床検査技師免許の取得後、速やかに大臨技ホームページより「臨床検査技師免許証番号 届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、

当会事務所まで提出してください。届出後、正会員として正式登録いたします。

※【重要】 届出が無い場合は、翌年3月末日で除籍扱いとなります。

■ 施設・技師会・住所等の変更について

所属施設や所属技師会の変更、転居による住所の変更などが生じた場合、速やかに大臨技ホームページより「会員異動届」「施設登録用紙」を

ダウンロードし、必要事項を記入のうえ、当会事務所まで提出してください。送付先が不明な場合、大臨技ニュース等の送付物をお届けできなく

なります。

質問・ご不明な点がございましたら、当会事務所までご連絡ください。

当会は日臨技と大臨技の両会への入会を推奨します！
会員の皆様に対し、大臨技は身近な教育により、日臨技は学会や認定技師制度などを通じ、

それぞれの立場から人材育成や職域拡大の役割を担います。

大臨技事務局からのお知らせ
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皆さんのご意見、情報等お待ちしております。
FAX:06-6763-5653　E-mail:webmaster@osaka-amt.or.jp 

郵送の場合は大臨技事務所までご送付ください。

平成28年9月号の原稿〆切は8月4日（木）、10月号は9月5日（月）です。


