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公益社団法人 日本臨床工学技士会 

「不整脈治療専門臨床工学技士」更新申請のご案内 
 
 平成 31 年度「不整脈治療専門臨床工学技士」更新申請のご案内を致します。下記に定める

要領にて、更新申請受付期間内に申請して下さい。 
 尚、更新申請受付期間を過ぎますと認定が失効となり再講習再受験が必要となりますので

ご注意ください。 
 
記 

 
 
１．受付期間：平成 31 年 6 月 7 日（金）～6 月 21 日（金） 
 
 
２．更新要件：次ぎに示す項目を全て満たさなければならない。 
 

１）更新年度まで 5 年連続して本会正会員であり、会費を完納していること。 
 
２）別に定める単位表により換算し、認定証の始めの日から更新申請日までの間に 

要件を満たす単位を 50 単位以上取得していること。 
なお学会認定を取得している場合は取得単位として 10 単位付与する。 

但し、学会認定は更新申請領域に限る。        ※追加資料を参照のこと 
 
３）認定期間中に「日本臨床工学会」に 1 回以上参加していること。 
 
４）認定の期限年度終了前の指定更新手続き期日中に必要申請書類を提出し、更新手続

きが完了していること。 
   

５）正会員の一時休会に関わる内規に遵守した手続きで承認された休会期間は、認定期

間 5 年の中には含まない。 
 



 

 
３．申請書配布：平成 31 年 5 月 1 日（水）正午を予定 
        下記、ホームページからダウンロードして下さい。 

専門臨床工学技士認定制度 『ＪＡＣＥ学術機構』 

http://www.ja-ces.or.jp/nintei-seido/ 
 
４．申請書類： 

１）認定申請書（写真貼付）                   （様式 1） 
２）取得単位申請書（学会・研究会・講習会・セミナー・勉強会等） （様式 2）-1 
３）取得単位申請書（論文掲載・執筆物等）            （様式 2）-2 
４）取得単位証明書（参加証明書類貼付用紙）           （様式 3）-1 
５）取得単位証明書（参加証明書紛失の場合に使用）        （様式 3）-2 
６）認定更新申請提出書類確認表                 （様式 4） 
７）学会認定証（写）※継続して学会認定を取得している場合のみ提出 

 
注）１ 写真については３ヶ月以内に撮影した正面上半身脱帽の横３ × 縦４cm の写真を 

使用すること。 
注）２ 学会認定証は当該領域で認定期間が明記されていること。継続して学会認定を取得して 

いる場合のみ提出すること。 
注）３ 申請書提出後の提出書類および更新料は返却致しません。 

 
５．申請方法：簡易書留にて「認定申請書在中」と朱書きして送付下さい。 
       尚、封筒は「角２封筒」（A4 の紙が折らずに入るサイズのもの）を使用のこと。 

 
６．更 新 料：１０，０００円 
       
 
７．振込方法：JACE 学術機構ホームページより、日本臨床工学技士会会員情報システム 

e-プリバドをご利用下さい。 
 
８．申 請 先：公益社団法人 日本臨床工学技士会 JACE 学術機構 
       「不整脈治療専門臨床工学技士」更新 係 
       〒１１３－００３４ 
       東京都文京区湯島１丁目３－４ ＫＴお茶の水聖橋ビル５階 
 

※問合わせはメールまたはファックスにてお願い致します。 
Mail：academy@ja-ces.or.jp ／ ＦＡＸ：03-5805-2597 

以上 

 



追加資料 2018.08 
１．取得単位表 
取得単位表数字は単位数を示す。 
 

参加形態 

（略書式：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ） 

参加者 

 

（Ａ） 

教育講演 

演者 

（Ｂ） 

シンポなど

の演者 

（Ｃ） 

一般演題 

演者 

（Ｄ） 

一般演題 

共同演者 

（Ｅ） 

座長と 

司会者 

（Ｆ） 

１．日本臨床工学会および日臨工が 

  主催する当該領域に関連する 

  講習会・セミナー等（注１） 

１０ ＋２０ ＋１０ ＋５ ＋２ ＋１０ 

２．都道府県技士会が主催する 

当該領域に関連する研究会・ 

勉強会・セミナー等 

８ ＋２０ ＋１０ ＋５ ＋２ ＋１０ 

３．日臨工が指定する当該領域に関連

する学会・研究会・セミナー等 ５ ＋２０ ＋１０ ＋５ ＋２ ＋１０ 

４．その他の当該領域に関連する 

勉強会・講習会・セミナー等 ３ ＋２０ ＋１０ ＋５ ＋２ ＋１０ 

 
（注１）各検定試験のための指定講習会や日本臨床工学技士教育研究会等除外されます。キャリア

アップ研修会（初級）（旧：新卒臨床工学技士基礎研修会）は、初回の認定申請、1 領域のみ領域

にかかわらず 10 単位取得できます。 
 
２．論文掲載に関する取得単位表  

論文の内容は、日本臨床工学会等での発表演題、会誌・関係専門誌への投稿論文等、関連治療 
や医療機器に関する研究とする。また数字は単位数を示す。 

 
    筆頭著者 共同著者 

原著論文 
和文 30 12 

英文 35 12 

出版物に収載された投稿論文・総説・依頼原稿 - 20 8 

地方会等が発行する発表記録集（抄録を除く） - 10 4 

 
※論文、その他の執筆原稿は当該領域に限定します。 
 
【注意事項】 

１）対象となる単位は、当該領域とする。 
２）各々の学会・研究会・講習会・セミナー等での発表および司会・座長については、学会等の名

称、開催日が 確認できるプログラムの写しを添付する。また、参加のみの場合も確認用として

参加証の写しを添付する。 
３）都道府県技士会や研究会等その他の団体が主催する講習会、セミナーは、当該領域において 

概ね３時間以上開催されたものとする。都道府県技士会主催では、（公社）日本臨床工学技士

会の後援があるものとする。 研究会等その他の団体主催（地方会含む）では、（公社）日本臨

床工学技士会あるいは、都道府県技士会の後援があるものとする。両者とも参加証明として参

加証の写しを添付する。 
４) 原著論文、出版物に収載された投稿論文･総説･依頼原稿および地方会が発行する発表記録集は、

発行物名称、発行日等も含めて確認用として、その写しを添付する。 
 



 

３．日臨工が指定する学会・研究会等 
 
＜血液浄化関連＞ 
・一般社団法人日本透析医学会  
・社団法人日本泌尿器学会 
・特定非営利活動法人日本急性血液浄化学会  
・特定非営利活動法人日本 HDF 研究会 
・日本次世代人工腎研究会  
・一般社団法人日本人工臓器学会 
・特定非営利活動法人日本医工学治療学会  
・特定非営利活動法人アクセス研究会 
・一般社団法人日本腎臓学会  
・一般社団法人日本移植学会 
・一般社団法人日本アフェレシス学会  
・一般社団法人日本生体医工学会 
・一般社団法人日本血液浄化技術学会  
・一般社団法人日本医療機器学会 
・特定非営利活動法人日本腹膜透析研究会  
・ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 
 
  ＜不整脈治療関連＞ 
・一般社団法人日本循環器学会  
・一般社団法人日本不整脈心電学会 
・一般社団法人日本心臓病学会  
・一般社団法人日本生体医工学会 
・特定非営利活動法人日本医工学治療学会  
・一般社団法人日本人工臓器学会 
・一般社団法人日本医療機器学会  
・カテーテルアブレーション関連秋季大会 
・植込みディバイス関連冬季大会  
・ペーシング治療研究会 
 
＜呼吸治療関連＞ 
・特定非営利活動法人日本胸部外科学会  
・一般社団法人日本呼吸器学会 
・公益社団法人日本麻酔科学会  
・一般社団法人日本呼吸療法医学会 
・一般社団法人日本集中治療医学会  
・一般社団法人日本生体医工学会 
・一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会  
・一般社団法人日本救急医学会 
・特定非営利活動法人日本医工学治療学会         
・一般社団法人日本医療機器学会 
・一般社団法人日本臨床救急医学会 
 
＜高気圧酸素治療関連＞ 
・一般社団法人日本高気圧環境・潜水医学会   
・一般社団法人高気圧酸素医療技術学会     
・一般社団法人日本臨床高気圧酸素・潜水医学会 
・一般社団法人日本医療機器学会 



 

 
＜手術関連＞ 
・一般社団法人日本コンピューター外科学会 
・一般社団法人日本臨床神経生理学会 
・一般社団法人日本集中治療医学会    
・一般社団法人日本外科学会 
・一般社団法人日本内視鏡外科学会     
・一般社団法人日本ロボット外科学会 
・公益社団法人日本眼科手術学会            
・日本産婦人科手術学会 
・一般社団法人日本婦人科内視鏡学会       
・特定非営利活動法人日本心臓血管学会 
・公益社団法人日本整形外科学会          
・一般社団法人日本泌尿器内視鏡外科学会 
・特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会  
・特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会 
・特定非営利活動法人日本胸部外科学会  
・日本手術医学会 
・一般社団法人日本泌尿器科学会  
・一般社団法人日本医療機器学会 
・公益社団法人日本麻酔科学会  
・日本心臓血管内視鏡学会 
・日本神経内視鏡学会 
 
＜医療機器管理関連＞ 
・一般社団法人日本医療機器学会         
・公益社団法人日本生体医工学会 
・一般社団法人日本福祉設備学会（調整中） 
 

※関連団体は年度によって加除の可能性があります 
 
４．取得単位 10 単位が付与される各学会認定    
 
当該領域のいずれか 1 つの認定につき付与する。 
 
・透析技術認定士  
・ＩＢＨＲＥ試験合格者 
・日本アフェレシス学会認定技士  
・呼吸療法認定士 
・日本急性血液浄化学会認定指導者  
・臨床高気圧酸素治療技師 
・透析技能 1 級、2 級   
・臨床高気圧酸素治療装置操作技師 
・日本麻酔学会 周術期管理チーム認定 
・第 1 種、第 2 種ＭＥ技術実力検定試験 
・臨床 ME 専門認定士（調整中）     
・認定ホスピタルエンジニア（調整中）  
・医療機器情報コミュニケータ（調整中） 
 
＊順不同 


