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長野県臨床検査技師会主催研修会等 

平成 30年度（一社）長野県臨床検査技師会第 1回講演会 

平成 30年度定時総会（29年度決算）の開催について 

日  時 平成 30年 6月 3日（日）13：00～15：40 

場  所 松本市医師会医療センター 3階講堂 松本市城西 2-2-7 TEL：0263-32-8042 

内  容 13：00  講演会 

演題「医療法改正に伴うこれからの精度の確保について」 

～求められる要求事項とその準備～ 

講師  オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社  

ビトロス事業部 バリューストリーム推進室 QMSマネージャー 清 康一 

14：30 長臨技表彰式 

14：40 平成 30年度定時総会 

生涯教育点数 講演会 基礎 20点 総会 基礎 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 事前申し込みは必要ありません。 

問合せ先 安曇野野赤十字病院 赤羽 貴行 

TEL：0263-72-3170内線 1264 FAX：0263-73-5634 E-mail：med-tech@azumino.jrc.or.jp 

そ の 他 御多用のことと存じますが、御出席くださいますようお願いします。 

なお本総会は、欠席する正会員の書面による議決権の行使を可能とします。やむを得ず欠席

される正会員は、書面による議決権行使をお願いします。 

議決権行使書は今月発行予定の長臨技会誌 2018 Vol.7  No.2にありますので、施設単位にま

とめて 6月 1日（金）午後 3時（必着）までに事務所あて送付をお願いします。送料は各施

設負担とし、必ず全員の提出をお願いします。 

 

長臨技技師長 WEBミーティング（チャットワーク）参加募集（再掲） 

テ ー マ 臨床検査室管理者として、リアルタイムに相談し合える情報共有の輪 

内  容 臨床検査室管理者向けのWEBミーティング（チャットワーク）を開始します。 

臨床検査室管理者として、悩みや情報を共有し、解決策を一緒に考え、自らの成長と検査室 

運営向上に努められるような「輪」を作りたいと思います。技師長ミーティング研修会講師 

の「山下慶三（大和高田市立病院教育研修センター長）先生」にも加わって頂き助言を頂く 

予定です。 

以下の参加ルールに同意して頂ける方、参加をお待ちしております。 

参加ルール 

1）長野県臨床検査技師会会員で、検査室において管理的な立場またはそれに準ずる方（部長、副部長、

科長、科長補佐、技師長、副技師長など） 
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（例外①WEB管理者：長臨技事務所職員、長臨技職能教育部長、長臨技資質向上担当副会長など） 

（例外②WEBミーティング上有益と認められWEB管理者が認めた方） 

2）誹謗中傷は行わないこと 

3）WEB上での呼称は、すべて「～さん」とすること 

4）退会については、WEBミーティング上で管理者に退会意志を伝えること 

補）ルール上問題になる場合は、管理者より指摘させて頂きますので、再度ルールの検証をお願いしま

す。 

参 加 費 無料 
申込要領 参加ルールに同意して頂ける方は、申込み用紙（別紙 1）に必要事項を記載して FAX にて

お申込みください。事務所にて登録が完了すると「チャットワーク」から返信が届き WEB

ミーティングに参加できます。参加申し込みはいつでも可能です。 

申 込 先 （一社）長野県臨床検査技師会 事務所 FAX：0263-87-5588 

問合せ先 資質向上担当副会長 櫻井 博文（長野市民病院） 

TEL：026-295-1199（内 4322）E-mail：hirofumi_sakurai@hospital.nagano.nagano.jp 

 

長臨技出前講座派遣事業の講師募集について 

（一社）長野県臨床検査技師会では、昨年に引き続き地域住民等からの要請に応じて会員が出向き、臨

床検査を中心とする医療に関する講演を行ない、地域住民への臨床検査の知識・普及を図ることを目的

とした出前講座派遣事業の講師を募集します。詳しくは長臨技HPをご覧ください。 

講師募集：臨床検査技師会活動の普及啓発ができる者、管理運営等の実績がある者、専門分野での講演

ができる者など。詳しくは HP長臨技出前講座派遣事業実施要領をご覧ください。 

費用：講師の交通費、資料代は派遣要請者の負担、講師料（5,000円）は長臨技負担 

講師登録申請：「長臨技出前講座派遣事業講師登録申請書」による（長臨技 HPにも掲載） 

申込み先：諏訪中央病院 技術部中央検査科 山本 美枝 

〒391-8503 長野県茅野市玉川 4300 

TEL：0266-72-1000 (内線 1172)  FAX：0266-73-9347 E-mail：ymt2mie@po29.lcv.ne.jp 

 

平成 30年度 第 2回 中信地区輸血検査研究班勉強会 

日  時 平成 30年 5月 29日（火）18：30～20：00 

場  所 信州大学医学部附属病院 外来診療棟 4階 大会議室 

テ ー マ 輸血検査の基礎を学ぼう（不規則抗体編） 

内  容 輸血検査において重要とされる不規則抗体検査について、基礎知識、検査方法、精度管理、

異常反応の考え方、血液製剤の選択等について確認していきます。これから輸血検査を担当

する方も、もうすでに担当している方も、当直時のみ検査を担当している方も、全ての輸血

検査担当者に必要な内容を講義していきます。なお、今回のテーマに限らず質問がある方は

事前にメールしていただきますと勉強会の際に回答します。 

講師 小嶋 俊介（信州大学医学部附属病院 輸血部） 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 事前申し込みは必要ありません。 

問合せ先 信州大学医学部附属病院輸血部 小嶋 俊介 

     TEL：0263-37-3223 FAX：0263-37-3027 E-mail：kojishun@shinshu-u.ac.jp 

そ の 他 お車でお越しの方は、外来駐車場（200円）をご利用ください。 

他の地区からの参加もお待ちしています。 
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平成 30年度長野県臨床検査技師会 南信支部 諏訪地区 第 1回講習会 

日  時 平成 30年 5月 31日（木）18：30～19：30 

場  所 諏訪赤十字病院 研修センター2階 

〒392-8510 長野県諏訪市湖岸通り 5丁目 11番 50号 

テ ー マ 血液凝固検査の基礎知識 

内  容 検体取扱いコンセンサスと新しい DIC診断基準を中心に、血液凝固検査の基礎知識。夜間 

当直者や若手検査技師にも役立つ内容です。 

「血液凝固検査の基礎知識」 

積水メディカル株式会社 検査事業部 営業部 首都圏営業所  

学術企画担当 山本 啓祐 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料 

申込要領 必要事項(施設名、参加される方の氏名)を記載して、メールでお申込み下さい。 

申込締切：平成 30年 5月 16日(水) 

申 込 先 JA長野厚生連 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院 平林 里美      

TEL：0266-62-3030(代表) 内線 2197(生理検査室) FAX：0266-62-5188(代表) 

E-mail：kensa2198@fujimihp.com 

 

平成 30年度血液形態セミナー 

日  時 平成 30年 6月 10日（日） 

場  所 信州大学医学部保健学科 

テ ー マ 日臨技骨髄像研修会 2017伝達講習 

内  容 長野県技師会 HPをご覧ください。 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 会員 3,000円、非会員 5,000円（昼食代含む） 

申込要領 長野県技師会 HPより申込用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、添付ファイルにて

メールでお申し込み下さい。申込みについての注意事項を HPで必ずご確認ください。 

申込期間：平成 30年 5月 25日（金）まで 

申 込 先 JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 清水 雪絵 

TEL：0267-62-8181（内線 2652）E-mail：shimizu.yukie@sakuhp.or.jp 

 

平成 30年度 一般検査初心者講習会 

日  時 平成 30年 6月 17日（日）9：00～12：10 

場  所 安曇野赤十字病院 大会議室 

テ ー マ 一般検査初心者講習プログラム 

内  容 講演 1 9：00～11：30 「長野県一般検査研究班初心者講習プログラム」 

1、尿検査一般・尿定性 30分 

2、尿沈渣 60分 

3、髄液・体腔液・その他 60分 を予定 

講演 2 11：30～12：10 「症例検討等 2題」                            

※検体の取扱いなど、基本的な内容が多くなる事をご了承下さい。 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 会員 500円 非会員 1,000円 
申込要領 申込用紙を長野県技師会 HPよりダウンロードし、必要事項をご記入の上 E-mail にて申込 

先までお送り下さい。  
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※募集人員は 40 名程度（先着順） 申込期間：平成 30年 6月 8日(金)まで 

申 込 先 JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 高橋 俊介     

TEL：0267-88-7185（検査室直通）E-mail：takahashi.shunsuke@sakuhp.or.jp 

 

平成 30年度 第 1回長野県生理検査研究班研修会 

日  時 平成 30年 6月 17日（日）13：30～17：20 

場  所 信州大学旭会館 3F  松本市旭 3-1-1  

テ ー マ 心電図判読、簡易肺機能検査、ABI検査の基礎～新人、初心者、初級向け～ 

内  容 1時限 13:30～14:20 「心電図判読の基礎」    講師：浅間総合病院 大井技師 

     2時限 14:30～15:20 「虚血およびその他心電図波形」講師：飯田市立病院 田中技師 

     3時限 15:30～16:20 「簡易肺機能検査」          講師：丸の内病院 丸山技師 

     4時限 16:30～17:20 「ABI検査」        講師：篠ノ井総合病院 中島技師 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 会員 1,000円 非会員 2,000円 

申込要領 施設名・連絡先・会員番号（申請中も可）・氏名・ふりがなを、下記 E-mailまでお送りくだ

さい。〆切は 6月 10日です。資料の準備等ありますので、事前申込をお願いします。 

申 込 先 JA長野厚生連南長野医療センター 篠ノ井総合病院 臨床検査科 生理検査室 中島 淳 

〒388-8004 長野市篠ノ井会 666-1  

TEL：026-292-2261 内線 4875 E-mail：a.naka3sino@gmail.com 

そ の 他 病院駐車場を 200円負担でご利用下さい。 

 

平成 30年度 新入会員研修会 

日  時 平成 30年 6月 24日（日）10：00～15：30（受付 9：30） 

場  所 信州大学医学部附属病院 外来棟 4階 研修室 6・7 

内  容 新入会員の心得と検査技師の役割 

本会の機構と事業について 

日臨技の概要 

青年局より先輩技師からのアドバイス 

グループワーク 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料（昼食・ドリンクはこちらでご用意します） 

申込要領 対象者は、会員 2年未満で前年度未受講の方、現在申請中の方を含みます。 

対象者には事務局より参加案内を送付いたします。 

申 込 先 （一社）長野県臨床検査技師会 事務所  

FAX：0263-87-5588 E-mail：office@namt.jp 

問合せ先 長野市民病院 臨床検査科 栗原 真由子 

     TEL：026-295-1199 内線 2190 E-mail：mayuko_kurihara@hospital.nagano.nagano.jp 

そ の 他 お車の場合は、病院外来駐車場 200円をご利用下さい。 

 

日本臨床衛生検査技師会及び関東甲信地区臨床検査技師会主催研修会 

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会について 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会より、検体採取等に関する厚生労働省指定講習会について下記の

連絡が来ております。本講習会が個人のライセンス付与に関わることをご理解いただき、未受講の方は

受講する事を願い申し上あげます。 
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（日臨技通知） 

平成 26年「臨床検査技師等に関する法律」等の一部改正により、新たに追加されました「検体採取」

並びに「嗅覚・味覚検査」の業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣が指定する研修を受けなけれ

ばならないとされ、日本臨床衛生検査技師会が行う研修が厚生労働大臣から告示指定されています。 

臨床検査技師免許の取得者については、5年を目途に全員が受講することを目指し、全国 9地区で講習

会を開催しており、平成 27年 1月の開始から 3年が経過した現在、7割弱が受講を終えています。 

4 年目となる今年度から、開催地区での開催回数を順次縮小し、9 会場のうち、平成 30 年度は東京都、

大阪府、愛知県以外の 6地区については年 1回のみの開催予定でございます。 

 

第 25回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会 

日  時 平成 30年 6月 9日（土）～6月 10日（日） 

場  所 軽井沢町中央公民館  長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2353-1 

内  容 詳細は長臨技ホームページをご覧ください。 

生涯教育点数 専門 30点 

参 加 費 参加区分：参加費用  

A：研修会参加 3,500円 B：懇親会参加 6,500円 C：宿泊および懇親会参加 17,600円 

申込要領 申込締切： 平成 30年 5月 20日（日）必着。 

詳細は長臨技ホームページをご覧ください。 

申 込 先 第 25回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会 実行委員長 須藤 千秋 

〒371-8511 群馬県前橋市昭和町 3-39-15 群馬大学医学部附属病院 検査部 

TEL：027-220-7111（代） FAX：027-220-8574 E-mail：chiaki@gunma-u.ac.jp 

 

その他 

第 19回長野県感染対策研究会 

日  時 平成 30年 5月 19日（土）15：00～18：00 

場  所 信州大学松本キャンパス 旭総合研究棟 9階 講義室 AB 

内  容 研究会事業報告 「SICCS年間報告」等 

特別講演Ⅰ「薬剤師が ASTで担う役割とは」 

東京医科大学病院 薬剤部 感染制御部 添田 博 

特別講演 II「今求められている感染対策・AMR対策の地域連携」 

三重大学医学部附属病院 感染制御部 田辺 正樹 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 無料（ただし本研究会正会員施設以外からの参加者は 1,000円徴収） 

申込要領 平成 30年 5月 6日までに FAX（0263-37-3426）にてお申込み下さい。 

申 込 先 事務局：信州大学医学部病態解析診断学 本田 孝行 

TEL：0263-37-2805  FAX：0263-34-5316 

信州大学医学部附属病院 感染制御室 TEL & FAX：0263-37-3426 

そ の 他 研究会前 14：00から臨床検査技師部会を開催します。ご参加ください。 

駐車場料金は当日発行するサービス券の他に 200円必要。 

 

第 36回日本臨床化学会甲信越支部総会 

第 16回生物試料分析科学会甲信越支部総会 

日  時 平成 30年 7月 7日（土）13：15 ～7月 8日（日）11：45  
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場  所 信州松本「梓水苑」しすいえん 

〒390-1701 長野県松本市梓川倭 4261-1 TEL：0263-78-5550 

テ ー マ ISO 15189の認定取得のコツと脂質の最新知見を学ぶ。 

内  容 1日目 

第 16回生物試料分析科学会甲信越支部総会（13：15～14：45）  

・肝線維化マーカーの話題（シスメックスから、東ソーから、信大から） 

第 36回日本臨床化学会甲信越支部総会（15：00～18：15） 

・パネルディスカッション 「ISO 15189」－運用事例の紹介－ 

・講演 1「ISO 15189による臨床化学分野の実践的運用（仮題）」 

東大病院検査部 小野 佳一 

・講演 2「ISO 15189審査の受け方のコツ（仮題）」 

つくば i-Laboratory LLP 奥田 勲 

2日目（9：00～11：45） 

・2017日本臨床化学会 YIA受賞講演    飯田市立病院 森田 温 

・講演 3「脂質異常とその予防（仮題）」  自治医大 小谷 和彦 

・講演 4「変性 LDL受容体を利用した心血管病リスク評価方法の開発（仮題）」  

信州大学 沢村 達也 

生涯教育点数 専門 30点 

参 加 費 未確定ですが、宿泊あり全参加 13,000円、宿泊なし・懇親会参加 8,000円、 

研修会参加のみ 2,000円位を予定しております。 

（日本臨床化学会及び生物試料分析科学会の会員である必要はありません） 

申込要領 宿泊される方、懇親会に参加される方は、氏名、所属、連絡先、参加カテゴリーを明記してメ

ールまたは FAXでお申し込みください。平成 30年 6月 30日まで。 

※研修会のみ参加の方は申し込みの必要はありません。 

申 込 先 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 川崎 健治 

E-mail：kawaken@shinshu-u.ac.jp FAX：0263-37-3492 

 

公益信託 臨床検査医学研究振興基金より候補者募集のお知らせ 

公益信託 臨床検査医学研究振興基金より平成 30年度「研究奨励金」授与候補者ならびに「藤田光一郎

賞」顕彰候補者の応募要項等が届いています。ご覧になりたい方は、長臨技事務所までお問い合わせく

ださい。申込締切日：平成 30年 6月 20日（水）※事務局必着 

 

 

平成 30年 5月分 会員動向（平成 30年 3月 28日〜平成 30年 4月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

721177 山口 蓮 長野県松本保健福祉事務所 検査課 

721251 大川 瑞生 佐久市立国保浅間総合病院 

721260 百瀬 有希 松本市医師会医療センター 

721261 田村 円 松本市医師会医療センター 

721263 相馬 崇弘 株式会社 メディック長野ラボ 

721307 長谷川 亮太 南信個人 

721586 福島 えりか 伊那中央病院 臨床検査科 

721611 北原 悠実 伊那中央病院 臨床検査科 

721759 伊達 萌 長野赤十字病院 

721943 北原 友和 社会医療法人栗山会 飯田病院 臨床検査科 

722059 棚田 裕美 昭和伊南総合病院 臨床検査科 
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722065 宮坂 友美 諏訪共立病院 

722077 蜂谷 侑加 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

722755 中谷 道昭  国立病院機構 信州上田医療センター 研究検査科 

〈再入会〉 

200758 齊間 理 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院（研究検査科） 

204590 安藤 有希子 有限会社 食品研究所 

204748 小野 諭子 長野県環境保全研究所 

204821 平林 真澄 松本市立病院 

204986 小林 晴美 株式会社 中央臨床検査所 

205011 藤村 真友美 諏訪赤十字病院 検査・輸血部 

205039 古澤 建伍 ＪＡ長野厚生連 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院 

205058 加藤 瞳 中信個人 

〈転入〉 

085058 荒井 昌紀 茨城県 → 北信個人 

125193 山田 成子 千葉県 → JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

139917 假屋 敦 山梨県 → 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター  

154486 平原 学 千葉県 → 国立病院機構 信州上田医療センター 

204334 藤田 博美 静岡県 → 中信個人 

278071 伊藤 紗織 大阪府 → 中信個人 

705883 中嶋 純美 奈良県 → 松本市医師会医療センター 

709595 柳澤 千晶 群馬県 → 東信個人 

712072 奥田 美穂 神奈川県 → 社会医療法人抱生会 丸の内病院 

〈転出〉 

084320 矢野 政敏 国立病院機構 信州上田医療センター → 東京都 

124147 竹内 英規 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 松本病院 

→ 東京都 

124867 藤田 圭子 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 → 東京都 

138356 杉本 淳一 国立病院機構 信州上田医療センター → 神奈川県 

156507 長澤 大輔 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 松本病院 

→ 群馬県 

204997 竹ノ内 一雅 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 中信松本病院 

→ 千葉県 

205231 今井 祐子 南信個人 → 奈良県 

205272 浦 みどり 信州大学医学部附属病院 → 福岡県 

702130 村山 綾 ＪA長野厚生連 長野松代総合病院 → 東京都 

710175 髙木 佑希 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 → 新潟県 

714082 松本 安希斗 株式会社ミロクメディカルラボラトリー → 東京都 

714568 千葉 茜 株式会社ミロクメディカルラボラトリー → 宮城県 

714759 北村 明日美 中信個人 → 埼玉県 

204094 北沢 敏男 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 松本病院 

→ 山梨県 

200687 柳沢 英二 株式会社 ミロクメディカルラボラトリー → 東京都 

〈退会〉 

100388 高橋 康之 国立病院機構 信州上田医療センター 研究検査科 

114417 髙橋 久美子 東信個人 

200124 金子 仁子 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 中信松本病院 

200189 小林 薫 ＪＡ長野厚生連 下伊那厚生病院 

200257 本間 秀代 北信個人 
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200432 田中 広門 ＪＡ長野厚生連 北信総合病院 

200434 井上 澄子 伊那中央病院 臨床検査科 

200481 大倉 みつえ 中信個人 

200542 滝澤 通 北信個人 

200593 原山 徳子 北信個人 

200673 御子柴 佳剛 中信個人 

200719 井原 勝彦 社会医療法人健和会 健和会病院 

204193 西沢 政則 長野赤十字病院 

204889 永田 孝一 北信個人 

204987 大原 智子 株式会社北信臨床 大町分室 

205009 若麻績 律子 北信個人 

200330 上田 かおる 南信個人 

200568 野口 慶子 伊那中央病院 臨床検査科 

700088 相模 絵美 ＪＡ長野厚生連 北アルプス医療センター あづみ病院 

〈勤務先の変更〉 

    204515 川島 茂   栗田病院 → 長野市民病院 

    200382 林 恵子   飯田市松尾浄化管理センター → 南信個人 

    205199 渡邊 直子  諏訪赤十字病院 → 医療法人 仁雄会 穂高病院 

 

事務局より 

１．異動・変更（勤務先の変更・自宅住所の変更・氏名変更・送付先の変更）の希望のある方は、会員

異動届を日臨技HPからダウンロードし、所定の事項を記入のうえ、今までどおり長臨技事務局宛

に送付してください。 

  退会を希望される方は、日臨技 HPの会員ページより退会処理をしていただくか、日臨技 HPから

退会届をダウンロードし、所定の事項を記入のうえ日臨技へ提出してください。 

  ※ 現在長臨技のみの会員制度はありませんので、日臨技を退会されると長臨技も自動的に退会とな

ります。長臨技への報告は不要です。 

  入会を希望される方は、日臨技HPから入会申込書および年会費口座振替依頼書をダウンロードし、

所定の事項を記入のうえ日臨技へ提出してください。 
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別紙１ 

長臨技技師長 WEB ミィーテング（チャットワーク） 

参加申込書 （FAX：0263-87-5588） 

 

 

長野県臨床検査技師会 会長殿 

 

私は、以下の参加ルールに同意して、長臨技技師長 WEB ミーティングに参加を希望します 

 

 

参加ルール 

1）長野県臨床検査技師会会員で、検査室において管理的な立場またはそれに準ずる方（部長、副部長、科長、科

長補佐、技師長、副技師長など） 

（例外①WEB管理者：長臨技事務所職員、長臨技職能教育部長、資質向上担当副会長など） 

（例外②WEB ミーティング上有益と認められ WEB管理者が認めた方） 

2）誹謗中傷は行わないこと 

3）WEB上での呼称は、すべて「～さん」とすること 

4）退会については、WEB ミーティング上で管理者に退会意志を伝えること 

補）ルール上問題になる場合は、管理者より指摘させて頂きますので、再度ルールの検証をお願いします 

 

 

申込先： （一社）長野県臨床検査技師会 事務所 

FAX： （0263-87-5588） 

＊参加申し込みはいつでも可能です。 

 

問合せ先：資質向上担当副会長 櫻井 博文（長野市民病院） 

TEL 026-295-1199（内 4322） 

E-mail  hirofumi_sakurai@hospital.nagano.nagano.jp 

技師会会員番号  

氏名 
 

所属名 
 

役職名 
 

登録希望 

メールアドレス 

（個人専用） 

 


