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（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

重 要 な
お知らせ

大臨技事務局からのお知らせ
（9ページ）もあわせてご参照ください。

渉外部 からのお知らせ

平成29年度 大臨技 夏季 献血推進活動（通算48回）
メインテーマ　～ 愛 ～

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48回目です。
自らが献血できる方は、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！
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。

日時 平成29年8月19日（土）　10:00～16:30

会場 『京橋駅前広場』JR京橋駅－京阪京橋駅 連絡通路 付近

内容 献血車配置（400ml採血のみ）・周辺にて
街頭呼びかけ

参加費 無料

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

■ 自宅会員の勤務先調査について 
正会員の方が会員資格に該当するか否かを正確に把握するために、自宅会員の方で登録自宅
住所が府外の皆様を対象に勤務先の調査をすることになりました。
該当する方は別途ご案内をお送りいたしますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申
しあげます。

■ 平成 29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
当会による保険の斡旋は、今年度をもちまして終了いたします。
平成 30年度からは保険の斡旋は行いませんので、ご了承願います。

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。
技師会会員 及び 学生 の皆様は 緑色ビブス着用の渉外部
スタッフに 声をかけてください。
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司会: 大阪府臨床検査技師会 地区事業部部長　田畑 泰弘

CT・MRI 画像の診方（腹部編）
講師 : 大手前病院 放射線技術部　　河合 政和　
CT・MRI 画像の診方（胸部・心臓編）
講師 : 育和会記念病院 中央放射線科 技師長　渡邊 博隆

「臨床検査技師が学びたい放射線領域の画像診断シリ－ズ」も今回で5回目となり、毎回多数の方々が参加していただける人気
のセミナ－となりました。今回も放射線技師の方に、CT・MRIの画像診断を症例を含めてお話いただきます。
検査データから超音波画像を解析するうえでも、CT・MRI画像は診断上重要となっており、精度の高い検査結果を臨床側に提
供するためにも参考になる内容となっています。基礎的な部分から説明していただきますので、検体検査、生理検査をされてい
る方々や他職種の方々の多数の参加をお待ちしています。
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（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9回 中央地区地域オ－プンセミナ－第9回 中央地区地域オ－プンセミナ－第9回 中央地区地域オ－プンセミナ－多 職 種

公開講座

2

会場 あべのメディックス　6階ホ－ル

日時 平成29年8月19日（土）　14:30～17:00
（受付14:00～)

参加費 500円（一律）

中央地区責任者 大阪府済生会野江病院 臨床検査科　
森　啓悟
E-mail: kensa＠noe.saiseikai.or.jp
TEL: 06-6932-0401（内線280番）

連絡先

「CT・MRIの画像の診方:（胸部・心臓編）・（腹部編）の画像診断

高齢者の4人に1人は認知症または予備軍と言われている現在、2025年には、認知症患者が約700万人（約5人に1人）まで増加
するといわれています。政府の「新オレンジプラン」でも早期発見、若年性認知症対策などの必要性が認識されています。
日臨技においても平成29年度から認知症対応力向上に向けた事業が立ち上げられ、臨床検査技師が認知症に対して活躍で
きる場を広げていくことは、チーム医療の観点からもきわめて重要です。
そこで今回は、認知症を正しく理解するとともに臨床検査技師が取り組んでいくべきポイントについて解説していただき
ます。多数の方のご参加をお待ちしております。

1

（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9回 北地区地域オープンセミナー第9回 北地区地域オープンセミナー第9回 北地区地域オープンセミナー多 職 種

公開講座

認知症の病態と脳波検査
講師 : 市立吹田市民病院

神経内科 部長  中野 美佐
認知症患者のケアについて
講師 : 市立吹田市民病院

看護局 認知症認定看護師　彌榮 香子
認知症の血液検査について
講師 : 筑波大学 医学医療系・産学リエゾン研究センター 

准教授　株式会社MCBI 代表取締役　内田 和彦
認知症に対しての臨床検査技師のかかわりについて
講師 : 元関西医療大学 教授（認定認知症領域検査技師）　

市村 輝義

2

3

4

会場 市立吹田市民病院 新館3階 講義室
JR京都線吹田駅北口徒歩約15分　入口:正面玄関横 時間外入口（救急部）

日時 平成29年8月5日（土）　15:00～18:00
（受付14:30～）

参加費 500円（一律）

北地区責任者 市立吹田市民病院 中央検査部　松本 典久
E-mail: 0n4m.0n8m@gmail.com
TEL: 06-6387-3311（内線3220）

連絡先

認知症を正しく理解して
現場で生かそう
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ご不明な点がございましたら E-mail にてお問い合わせ
ください。

主　催 : 本臨床衛生検査技師会　近畿支部 　　担当 : 兵庫県臨床検査技師会

　≪1日目≫　9月16日（土）兵庫医科大学病院 4号館  4-2講義室
13:00 受付
13:30 開講式／オリエンテーション
13:15 講義1『ABO、RhD血液型検査判定でのトラブル時対応』

（DVD講義）講師:関東甲信越ブロック血液センター　常山 初江　　　　
講義2『不規則抗体検査、抗体同定方法』

（DVD講義）講師:東邦大学医療センター大森病院 輸血部　日高 陽子
講義3『カラム凝集法と試験管法との反応態度の違いについて』

講師: 東海大学医学部付属病院　臨床検査技術科 輸血室　杉本 達哉
（代理）兵庫医科大学病院 輸血部　大塚 真哉

講義4『求められる結果の報告の仕方』
講師: 大阪市立大学医学部附属病院　輸血部　藤野　恵三

（代理）東邦大学医療センター大森病院 輸血部　奥田　誠
16:30 2日目に関する伝達事項

  ≪2日目≫　9月17日（日）　兵庫医科大学3号館2階　南側実習室
8:30 受付
9:00 実技を行う前の注意点
9:15 実技実習 ①血液型検査 ②直接抗グロブリン試験 ③抗体解離試験 ④カラム凝集法による交差適合試験
15:00 実技解説 近畿大学医学部附属病院 輸血・細胞治療センター　井手 大輔

宝塚市立病院 中央検査室　加藤 正輝
15:45 閉講式
16:00 解散

（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

平成29年度 日臨技近畿支部輸血研修会
「近畿支部輸血伝達研修会」

「輸血検査の質を担保できる輸血検査技師の育成」

申込み
方 法

研修会
事務局

神鋼記念病院 診療技術部検査室
松谷 卓周(まつたに　たかのり)
E-mail: hyoringiyuketsu@gmail.com
T E L : 078-261-6719

会場 1日目　兵庫医科大学病院 4号館　4-2講義室
2日目　兵庫医科大学病院 3号館  2階南側実習室

定員 50名（講義＋実技 どちらか一方の募集はありません）

日時 平成29年9月16日（土）　13:30～17:00
9月17日（日）　9:00～16:00 受講料 日臨技会員5,000円  非会員1,5000円＊日臨技事業のため、各都道府県臨床検査技師会のみの

　会員の方は非会員扱いとなります

お持ちいただく物

2日目昼食について

白衣、タイマー、マジック、筆記用具、可変式マイクロピペット
（10μ50μが使用できるもの）チップを10数本、感染防護具
（手袋＆マスク）等

会場の都合上、こちらでご用意いたします。昼食代1,000円

日臨技会員の方
日臨技ホームページの会員専用サイト
（事前参加登録）からお申込みください。
日臨技非会員の方
E-mail:hyoringiyuketsu@gmail.com宛に
①会員番号（都道府県会員の方）②氏名③カナ氏名
④性別⑤施設名および所属⑥輸血経験年数
⑦電話番号⑧返信用メールアドレス（携帯アドレス
は不可）
＊件名に輸血伝達講習会申込と記入してください

申込み
期 間

日臨技会員の方
平成29年7月18日（火）から平成29年8月16日（水）
まで
日臨技非会員の方
平成29年7月24日（月）から平成29年8月16日（水）
まで
※先着順　定員になり次第締め切り　

宿 泊 宿泊の手配は参加者各自でお願いいたします。
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（頸動脈、下肢動脈、下肢静脈DVT、下肢静脈Varix）講義＆ライブ
頸 動 脈 エ コ ー 日時: 平成29年8月18日（金） 18:30～20:00　

講師: 馬場記念病院　山崎 功次
大阪府済生会中津病院　堀家 由貴

下 肢 動 脈 エ コ ー 日時: 平成29年9月1日（金） 18:30～20:00
講師: 西宮渡辺心臓・血管センター　川﨑 俊博

大阪府済生会中津病院　吉永 仁香
下肢静脈DVTエコー 日時: 平成29年9月15日（金） 18:30～20:00

講師: 市立岸和田市民病院　六尾　哲
大阪回生病院　押谷 靖子

下肢静脈Varixエコー 日時: 平成29年9月29日（金） 18:30～20:00
講師: 市立豊中病院　山内 一浩

八尾市立病院　寺西 ふみ子

今回の講演会は腎障害バイオマーカーをテーマに企画し
ました。
近年新しい腎機能マーカーが開発され、AKIやCKDの早

期診断に利用されています。みなさんは、その使い分けを
十分理解しているでしょうか？そんな内容を分かり易く解
説して頂きます。皆さまお誘い合わせのうえ、多数のご参
加をお待ちしています。

免疫化学検査部門 定期講習会
専門教科
20点

（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

学術部 免疫化学検査部門からのお知らせ

会場 大阪医療技術学園専門学校
２階大教室

日時 平成29年8月10日（木）　　18:30～20:00

参加費 会員500円非会員1,000円
大阪府済生会吹田病院 臨床検査科　髙﨑　匡
E-mail: immunoandchem-osaka@yahoo.co.jp連絡先

新たな腎障害バイオマーカーの有用性　NGAL / L-FABP
NGALの有用性
講師: アボットジャパン株式会社 学術担当　土田 貴彦
L-FABPの有用性
講師: 積水メディカル株式会社 学術企画担当　神谷 侑輝

1

2

専門教科
20点

（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2017年度 実践血管エコー（講義＆ライブ）

昨年から始まりました実践血管エコー。今年も開催します！！！この研修会は血管エコーの読影を学ぶために昨年から
始まった講座です。各領域（頸動脈、下肢動脈、下肢静脈 )を毎回一つに絞って開催したいと思います。
事前申し込み制ではありませんので、全領域参加いただくことも可能ですし、興味のある領域のみ参加いただくのも可

能です。血管エコーの基礎から症例までわかりやすく講義してもらいます。また毎回実際にエコーマシーンを持ち込んで
のライブも開催します。皆様ふるってご参加ください。

血管エコー読影と描出のポイントについて

学術部 生理検査部門からのお知らせ

会場 大阪医療技術学園専門学校 2階大教室
（map:上記参照）

定員 100名（座席数）
※満員の際はお断りする場合があります。
配布資料につきましてもご用意出来
ない場合がございますのでご了承く
ださい。

参加費 会員1,000円　非会員2,000円

西宮渡辺心臓・血管センター 臨床検査科　
川崎 俊博
E-mail: kawasaki4552@gmail.com

連絡先

学術部　一般検査部門の責任者変更に関するお知らせ

事業局　南地区委員変更に関するお知らせ

役名 氏名 所属施設名 電話番号

責任者 前）山本　裕之 大阪赤十字病院 06-6774-5111
新）吉永　治代 近畿大学医学部堺病院 エスアールエル検査室 072-296-7212

地区名 前任 新任

第 15区 区　長 谷川　　崇 府中病院 山中　良之 岸和田徳洲会病院
副区長 山中　良之 岸和田徳洲会病院 野中  伸弘 府中病院

南地区担当理事 谷川　　崇 府中病院
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西宮渡辺心臓・血管センター 臨床検査科　
川崎 俊博
E-mail: kawasaki4552@gmail.com

大臨技平成29・30年度担当役員　あいさつ
会長 竹浦 久司（多根総合病院）

会員の皆様にはいつも当会の活動にご尽力いただき感謝申しあげます。この度は、平成29年度第1回定時総会におきま
して任期満了に伴う役員改正が行われ、その後の第3回の理事会において会長を拝命させていただくことになりました。
就任に当たっての所信は以下の通りです。

1. 大阪府民の健康増進・維持のために役立つ臨床検査
・ 臨床検査の精度管理、病院や衛生検査所の質的管理対策の強化、充実を図る。
・ 高齢化のなかで増加している認知症について早期診断・早期対応に欠かせない検査の実務を臨床検査技師が担当で
きるように努める。

2. 会員のニーズにあった学術活動
・ 日臨技が今年度からスタートするｅラーニングを活用して当会のコンテンツを載せ、いつでも、どこでも学習でき
るような環境にする。

3. 若手臨床検査技師の活動の場を提供
・ 第2回大臨技医学検査学会を若手臨床検査技師の活動の場として引き続き開催する。
・ 3～5年の臨床検査技師の研修を行い、どういう研修会や勉強会を望んでいるのか調査し、できるところから実行する。

今後とも大臨技の更なる発展のため、技師会活動に対してご意見を賜り、引き続き積極的な参加とご協力を賜りますよう
にお願い申しあげます。

事務局担当
副会長　井戸田　篤（大阪国際がんセンター）
事務局担当副会長を拝命いたしました。竹浦会長のもと、府民の皆様そして会員の皆様により喜んでいただけるような、
新しい大臨技を構築して行けたら良いなあと切望しています。「福」会長と後ろ指を刺されないよう最善努力いたしますの
で、よろしくお願いいたします。
事業局担当
副会長　髙田 厚照（関西医科大学総合医療センター）
事業部を担当する副会長となり2期目となります。このあいさつでは「ほんわか学術部長」「はんなり副会長」と紹介させて
頂きましたが、こんかいは｛まったり副会長｝としてゆったりと確実に進歩し、会員の皆様にとって味わいのある大臨技を築
いていきたいと思います。皆様のご協力をお願いいたします。 
財務局担当
副会長　杉山 昌晃（岸和田市民病院）
今期より組織運営規程が改訂され財務局（会計部）が新設されました。新たに設置された財務局担当の副会長を拝命いたし
ました。公益社団法人として適切な予算の執行と財務の維持管理に努めてまいります。
各部の事業計画を詳細に精査し、大幅な収支差額がでないよう予算計画を立てると共に各部の事業がスムーズに実施できる
よう会計業務の統一に取組みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
総務部部長　常務理事
酒井 正容（ベルライブ）
平成29・30年度の常務理事を拝命いたしました。前期に引き続き総務部を担当させていただきます。公益法人として府民へ
の情報公開をはじめ広報の充実を行い、会員にとって有益な情報の発信が行えるよう微力ながら頑張ってまいります。よろし
くお願い申しあげます。
総務部　理事
山田 真規子（サイトサポート・インスティテュート株式会社）
今期も総務部にて広報を担当させていただきます。臨床検査技師が活躍できる場が拡大し、求められるスキルも多岐にわ
たってきました。基礎から専門そして広義のチーム医療へと、知識・経験を活かしてコミュニケーションを要する場での活躍
が増えてきています。将来性のある活動の発信と情報共有に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
渉外部部長　理事
清水 隆之（市立豊中病院）
理事10期目となる今季、引き続き渉外部長を拝命しました。公益法人として、会員の皆様と一緒になって、臨床検査技師の
知名度アップならびに技師の声を公開企画やマスコミ等を通じて、府民の皆様に届けて行きたいと思っています。
今後とも渉外活動へのご協力をよろしくお願いします。

渉外部・学術部兼任　理事
山本 裕之（大阪赤十字病院）
このたび初めて理事に就任し、学術部及び渉外部の担当を拝命いたしました。学術部は先日まで一般検査部門員及び責任者
を、渉外部では８年間部員として努めてきました。これまでの経験を活かし、大阪府臨床検査技師会員並びに府民の皆様に貢
献できるよう、尽力させていただきます。何とぞよろしくお願い申しあげます。
渉外部　理事
岡本 秀雄（住友病院）
今期も引き続き、渉外部担当理事として２期目を務めさせていただきます。会員の皆さまをはじめ府民の皆さまへの健康等
の医療情報提供を通じて、さまざまな場面で活躍する臨床検査技師の認知度向上に寄与していきたいと考えております。どう
ぞよろしくお願い申しあげます。
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学術部部長　常務理事
増田 詩織（近畿大学医学部附属病院）
この度の役員改選に伴い常務理事（学術部長）を拝命しました。日本一を誇る大阪府臨床検査技師会の学術活動をさらに盛
りたてて、臨床検査技師のレベルアップに助力したいと考えています。また好評だった大臨技医学検査学会は今年も開催を予
定しています。会員のみなさまも検査技師会の行事にふるってご参加ください。どうぞよろしくお願いいたします。
学術部・理事
安保 浩二（大阪市立大学医学部附属病院）
学術部の担当理事として２期目を務めさせていただきます。今期は、①最新の情報提供、②知識および技術の習得、③後進の育
成、の３本柱をモットーとして、会員および府民の皆様に寄与する所存でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
地区事業部部長　常務理事
田畑 泰弘（育和会記念病院）
今期も地区事業部を担当させていただきます。昨年度まで日臨技と共催で行っていました『検査説明・相談ができる臨床検
査技師育成講習会』今年度からは新たに大臨技主催事業として、地区責任者会のメンバーの方々と共に企画・運営を行ってま
いります。
チーム医療　あなたもできる検査説明　検査説明は臨床検査技師の手で！
地区事業部　理事
谷川　崇（府中病院）
このたび初めて理事に就任し地区事業部を担当することになりました。すばらしい先輩方が築き上げてきた地区事業部を担当
させていただけること光栄に思っています。微力ではありますが、地区事業部の継続発展に少しでも貢献できるよう頑張りた
いと思っています。どうぞよろしくお願い申しあげます。
地区事業部　理事
井口　健（大阪医科大学）
今期、地区事業部　北支部の担当理事として２期目を務めさせていただきます。会員および府民の皆さんにとって意義ある
大阪府臨床検査技師会となるよう誠心誠意努力してまいる所存です。どうぞご協力の程よろしくお願いいたします。
情報組織部部長　理事
山西 八郎（天理医療大学）
引き続き情報組織部部長を拝命いたしました。昨年度より「新入会員研修会」をリニューアルした「新人の集い」では、会
員に対して「大きく打てば、大きく響く」ことを学びました。今期も情報をより“大きく打ち”、会員からの“響き”をもら
すことなく吸収していく所存です。また、臨床検査データ標準化事務局長も務めさせていただいます。どうぞよろしくお願い
申しあげます。
情報組織部　理事
梶　勝史（中野こども病院）
２期目の理事を拝命しました。臨床検査技師を取り巻く環境が法整備をふくめ大きな節目となっております。会員の皆様へ
タイムリーな情報提供と府民の皆様の健康維持増進のため微力ながら精一杯お手伝いさせていただきます。どうぞよろしくお
願い申しあげます。
情報組織部　理事
上田　一仁（市立芦屋病院）
理事として２期目となりますが、今期も情報組織部を担当させていただきます。検査業界では「検体採取」、「検査説明」
や「認知症対応力」をキーワードに各種事業が展開されています。最終的には府民の皆様の健康維持・増進に寄与できる大き
な意味での「チーム医療」を実践できるよう情報組織部の立場から取り組み、努力して参る所存です。何とぞよろしくお願い
申しあげます。
会計部　理事
久保田 芽里　(大阪医科大学附属病院）
このたびの定款変更に伴い、新たにできました財務局会計部の理事を拝命いたしました。公益社団法人として適切な予算運
用を目指し、各部門会計の統一化を図るため会計マニュアルの徹底に努めたいと考えております。
新たな役員の方々と共に、益々充実した大臨技の組織を構築すべく精進して参りますので、よろしくお願いいたします。

監事
柴　芳浩（柴会計士補事務所）
監事の立場での監査も４事業年度目に入りました。特に会計監査面について、今までは基礎的な会計処理の誤謬を監査す
るに留まっていましたが、これからは内部統制の整備、運用評価、予算執行及び効率性監査の領域まで踏み込んで監査する
所存です。
監事
荒木 年夫（大阪血清微生物研究所）
監事を担当２期目なります。当会役員を13年間務めさせていただいた経験を生かし、公益法人として会員の皆様のご協力を
いただき、理事会その他の重要な会議に出席し、会計の適正監査及び理事の職務の執行の監査業務に邁進いたしますのでよろ
しくお願いいたします。
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平成29年度  認知症対応力向上講習会B
専門教科
20点

（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

内容 神経心理学的検査総論
MMSE・HDS-R・物忘れ相談プログラム検査総論、
ADAS検査総論、TDAS検査総論、
その他の簡易スクリーニング検査総論

事前申込み方法
日臨技ホームページ会員専用ページから
お申込みください。
※大臨技のみ会員の方は連絡先までお問い合
　わせください。

申込み受付期間 平成29年8月1日（火）～8月31日（木）

会場 大阪府臨床検査技師会事務所
 (大阪府医師協同組合 東館4階)

定員 15名（事前申込み 先着順） 

日時 平成29年9月10日（日）　8:30～18:00
（受付8:15～）

参加費 会員1,000円（参加資格：大臨技もしくは日臨技会員）
市立芦屋病院 臨床検査科　上田 一仁
E-mail: liverpool.unitedkingdom@gmail.com連絡先

認知症対応力向上講習会B ☆

近年、医療の現場やもしかすると皆さんの周りでも触れる機会が増えてきている認知症。その有無や程度を把握できる
認知症の検査ってご存知ですか？ご施設によっては入院時に必ず実施されるところもあるようです。
日臨技としても「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」という国家戦略に呼応する形で「認定認知症領域検

査技師」の育成に積極的に取り組んでいます。ご興味のある方のご参加をお待ちしています。

情報組織部からのお知らせ

平成29年度　第4回（6月8日）開催分
1. 当会の会員資格は運営規程に明記されているように大阪府下に勤務か、現住所がある方とする。
他の都道府県技師会に所属するものが重複会員で当会の正会員となる。

2. 大臨技臨床検査技師賠償責任保険は、事務作業が煩雑であるため平成30年度より廃止する。
賠償保険が必要な方は日臨技にも入会していただく。

3. 副会長3人制に伴い、新たに財務局を設置したため、組織図と運営規程の変更を行った。

事業名 /日時・会場 内容 評価点 参加費
多職種公開講座
第９回 南地区地域オープンセミナー「検査におけるピットホールについて」
平成29年9月2日（土） 1 部：緊急検査におけるピットホールについて 基礎 -20 500 円（一律）
14:00～18:00 2 部：レセプト請求におけるピットホールについて
あべのメディックス （予定）　　
多職種公開講座
糖尿病療養指導部会 定例勉強会 1.「知って得する栄養療法」 ～糖尿病とNST の関わりは？？
平成29年9月19日（火） 講師 : 南大阪病院 臨床検査科　上地 裕美

基礎 -20 500 円（一律）
19:00～20:30 2.「ＳＭＢＧの現状及びフリースタイルリブレ説明会」
大阪医療技術学園専門学校 講師 : 株式会社ケーエスケー 大阪東支店 医療関連部  森　博昭
2階大教室
【事前申込み制】
輸血検査部門　輸血中級実技講習会 会員
平成29年10月1日（日） 1. ABO亜型（吸着解離を含む）

専門 -20
10,000 円

9:00～17:00 2. 抗体スクリーニング・同定（解離試験を含む） 非会員
大阪市立大学医学部 5階 15,000 円
生化学実習室

開催行事予告編　詳細は次号に掲載いたします。
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■ ！重要！なお知らせ　　大臨技会員資格について
※大臨技会員になるには、下記の条件を必要としますので、必ずご確認ください。

■ 平成29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】
当会による保険の斡旋は、今年度を持ちまして終了いたします。
平成30年度からは保険の斡旋は行いませんので、ご了承願います。

■ 平成29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円を早急にお振込みください。
※6月末時点で会費未納の方は、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29年度より、大臨技のみ会員から日臨技にも入会される方
大臨技年会費5,000円は、日臨技年会費10,000円と合算した15,000円を日臨技に納入願います。
詳細は日臨技へお問い合わせください。

■ 平成29年度大臨技会員証について
*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月末頃を予定しています。
*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、速やかに当会事務所まで提出してください。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」にて、ご自身で変更していただけます。送付先が不明な場合、大臨技ニュース等の送付物が届かなくなります。

■ 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、必要事項を記入の上、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会に退会の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。

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

第3章　会員
（会員の資格）
第3条 この会の正会員は、原則として大阪府内の施設に勤務するか、もしくは大阪府を現住所とする。
2 この会以外の都道府県臨床（衛生）検査技師会に所属する者が、この会へ重複して入会を希望した場合、この会の
正会員となることができる。

（「公益社団法人 大阪府臨床検査技師会　組織運営規程」より抜粋）
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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29年9月号の原稿〆切は8月1日（火）、10月号は9月1日（金）です。

急募 !!

学会
会期 2018年2月12日（月・祝日）

学会
会場

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
12階

応募
資格

20代～30代の臨床検査技師。
ただし、当会（大臨技）会員であること。

応募
方法

件名を「大臨技医学検査学会実行委員の件」とし、会員番号・氏名・年齢・勤務先・勤務先住所・
勤務先電話番号・E-mailアドレスを上記連絡先まで、メールにてご連絡ください。

募集
人数 10名

応募
期限 2017年8月31日（木）

連絡先
大阪府臨床検査技師会
E-mail：office@osaka-amt.or.jp

第2回 大臨技医学検査学会
実行委員の募集

実行委員として学会運営にご協力いただける方を求めています。


