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Ⅰ　学会へ参加される皆様へ
1. 学会参加費

参加区分 事前参加費 当日参加費
日臨技会員 ￥5,000 ￥5,000
賛助会員、関連学会、団体 ― ￥5,000
日臨技非会員 ― ￥15,000
学生・大学院生 ― 無料

2. 参加受付場所・受付時間
　島根県民会館…1F…ロビー
　11 月 2 日（土）8：00 ～ 17：30
　11 月 3 日（日）8：00 ～ 15：00

3. 当日の受付方法
　1）日臨技会員
　　◆事前参加登録をされた方
　　・参加証を事前に郵送しますので、必ずご持参ください。
　　・生涯学習点数付与を行いますので、受付時間内に必ず「事前参加受付」へお立ち

寄りいただき、日臨技会員証をご提示ください。
　　◆事前参加登録をされていない方
　　・受付で当日参加登録用紙をご記入いただき、「当日参加受付」窓口で参加費をお

支払いください（現金のみ）。参加証ならびに領収書をお渡しいたします。
　　・生涯学習点数付与もその時に行いますので、日臨技会員証を必ずご提示ください。
　　・参加証の記名は各自、記名台で行ってください。
　2）非会員・賛助会員
　　・受付で当日参加登録用紙をご記入いただき、「当日参加受付」窓口で参加費をお

支払いください（現金のみ）。参加証ならびに領収書をお渡しいたします。
　　・参加証の記名は各自、記名台で行ってください。
　3）学生
　　・受付で当日参加登録用紙をご記入いただき、学生証を持参のうえ「当日参加受付」

窓口へご提示ください。参加証をお渡しいたします。
　　・参加証の記名は各自、記名台で行ってください。

　※参加証ケース・ストラップは、受付の記名台にございますので、各自お取りいただき、
　学会期間中会場内では常に参加証をご着用ください。
　※宿泊証明書にご記入いただき、受付へご提出ください。

学会運営のお知らせ
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4. ランチョンセミナー整理券配布
　　◆事前申込をされた方
　　・学会参加証とあわせてランチョンセミナー入場整理券も事前に郵送しますので、

ご持参ください。
　　・入場整理券の「再発行」はできませんので、お忘れや紛失にはご注意ください。また、

申込内容の「変更」もいたしかねますので、ご了承ください。
　　◆当日配布
　　・島根県民会館の「企業展示A」付近にて両日とも 8：30 より先着順で配布します。
　　・お 1 人様 1 日あたり 1 枚限りとし、無くなり次第終了とさせていただきます。

5. クローク
　　島根県民会館 1F「展示ホール」に設置します。貴重品や傘のお預かりはできません。
また、お預かりは当日限りとし、翌日までのお預かりはいたしかねますので、以下の
開設時間内に必ずお引き取りください。
　　11 月 2 日（土）8：00 ～ 18：30
　　11 月 3 日（日）8：00 ～ 16：30

6. 生涯教育研修認定
　　学会に参加された日臨技会員の方は、生涯教育研修制度に従って下記の点数が認定
されます。

参加のみ 演者・講師 司会・座長 共同演者
1 日のみ 20 点 40 点 30 点 30 点
2 日間 30 点 50 点 40 点 40 点

7. 情報交換会
　皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。
　　日　時：11 月 2 日（土）19：00 ～
　　会　場：くにびきメッセ…1F…大展示場
　　　　　　島根県松江市学園南 1 丁目 2 番 1 号
　　定　員：350 名　※上限に達し次第、受付終了いたします。
　　参加費：5,000 円
　　◆事前申込をされた方
　　・学会参加証とあわせて情報交換会参加券も事前に郵送しますので、忘れずにご持

参ください。
　　◆当日申込の場合
　　・学会受付内の「当日参加受付」窓口でお申込みください。
　　・定員になり次第受付を終了させていただきます。
　［シャトルバスのご案内］
　島根県民会館から情報交換会会場へ無料シャトルバスを運行します。
　運行時間：11 月 2 日（土）18：00 ～ 18：40
　出発場所：ホール側入口付近駐車場
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8. 開会式
　　第 52 回学会開会式を以下のとおり開催します。会員皆様の多数のご参加をお願い申
しあげます。
　　日　時：11 月 2 日（土）8：30 ～
　　会　場：島根県民会館…2F「大ホールホワイエ」

9. 書籍展示販売コーナー
　島根県民会館…2F「大ホールホワイエ」に設置します。

10. 中高生のための職業紹介
　島根県内の中学生ならびに高校生を対象に、臨床検査技師の職業紹介を実施します。
　　日　時：11 月 3 日（日）13：00 ～ 15：00
　　場　所：島根県民会館…1F「展示ホール」
　　内　容：1）島根県臨床検査技師会による臨床検査技師の紹介
　　　　　　2）中四国地区の養成校による個別ガイダンスの開催
　　　　　　3）臨床検査技師の仕事内容についてのパネル展示
　　　　　　4）臨床検査技師体験コーナー
　　　　　　　①超音波検査体験　②心電図検査体験　③採血デモンストレーション　
　　　　　④顕微鏡で細胞を見よう

11. 学生フォーラム
　　中四国支部内の臨床検査技師養成校の学生を対象に、学生フォーラムを実施します。
会員との意見交換や、卒業後の働くイメージを具現化してもらうための企画です。会
員の皆様も是非お気軽にご参加ください。
　　日　時：11 月 3 日（日）9：50 ～ 11：40
　　場　所：サンラポーむらくも…2F「彩雲の間（第 7 会場）」
　　内　容：1）日臨技　長沢　光章
　　　　　　　　　　　　（一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　代表理事副会長）
　　　　　　　　　　　　講演「医療現場が求める臨床検査技師像」
　　　　　　2）養成校学生代表者発表
　　　　　　3）会員　松重　智大（医療法人同愛会　博愛病院）
　　　　　　　　　　　　講演「臨床検査技師の未来」
　　　　　　4）参加学生、指導教員、会員（既卒者）による総合討論

12. その他
　・講演会場内では携帯電話は必ずマナーモードに設定ください。
　・会場内での撮影・録音は原則禁止します。撮影等を希望される方は「総合受付」に
て許可を得て下さい。

　・施設内に学会専用のWi-fi 設備はございません。
　・取材等で事務局の許可を得ている方は必ずプレスタグを着用してください。
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1. 企業展示
　　34 社 43 小間の企業展示が以下の日時で実施されます。多数のご来場をお待ちして
おります。展示配置図については P23 に詳細を掲載しておりますので、ご覧ください。
　　　11 月 2 日（土）9：00 ～ 17：00
　　　11 月 3 日（日）8：30 ～ 13：30

2. スタンプラリー・景品交換コーナー
　　企業展示とあわせて、スタンプラリー抽選会を実施します。3エリア合計8ブース回っ
てスタンプを集めると抽選の権利を得られます。スタンプが全て集まりましたら島根
県民会館 2F　スタンプラリー抽選会場までお越しください。島根ならではの景品をご
準備しておりますので、皆様奮ってご参加ください。なお、景品がなくなり次第終了
とさせていただきますので、ご了承ください。スタンプラリー抽選券は本プログラム
の最終ページにございます。

3. ドリンクコーナー
　　島根県民会館…1F…企業展示Aにて、無料ドリンクコーナー（※協賛：東洋羽毛中四
国販売株式会社）を設けます。ぜひご利用ください。

企業展示のご案内

No. 出展企業社名 No. 出展企業社名
A1 ヤマサ醤油株式会社 B2 メディカルシステム株式会社
A2

シスメックス株式会社

B3 東京貿易メディシス株式会社
A3 B4 株式会社エイアンドティー
A4 B5 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
A5 B6 株式会社オネスト
A6 B7 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
A7 B8 株式会社アイディエス
A8 アークレイマーケティング株式会社 B9 日本光電工業株式会社
A9

小林クリエイト株式会社
B10 チェスト株式会社

A10 B11 株式会社日立製作所
A11

東洋羽毛中四国販売株式会社
B12

株式会社テクノメディカ
A12 B13
A13 アイ・エル・ジャパン株式会社

C1 シーメンスヘルスケア・
　ダイアグノスティクス株式会社A14 日本電子株式会社

A15 ラジオメーター株式会社 C2 株式会社タウンズ
A16 株式会社日立ハイテクノロジーズ C3 株式会社 LSI メディエンス
A17 セラビジョン・ジャパン株式会社 C4 アルフレッサファーマ株式会社
A18 ニプロ株式会社 C5 ビオメリュー・ジャパン株式会社
A19 積水メディカル株式会社 C6 栄研化学株式会社
A20

ベックマン・コールター株式会社
C7 東ソー株式会社

A21 C8 日水製薬株式会社

B1 フクダライフテック中国株式会社
／フクダ電子岡山販売株式会社

C9 東洋紡株式会社
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