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平成 30年度（第 33回）臨床検査精度管理調査の実施について 

調査実施部門：1.細胞 2.微生物 3.輸血 4.病理 5.生理 6.一般 7.臨床化学 8.血液 9.免疫血清 

申し込み期間：平成 30年 7月 2日（月）～平成 30年 7月 31日（火） 

今年度より各種連絡用として電子メールを使用いたします。 

メールアドレスを必ず記入いただきますようお願いいたします。 

期限を超えた申し込みは原則として不可といたします。 

必ず申込書を送付ください。参加料振込のみでは参加登録できません。 

申 込 先 （一社）長野県臨床検査技師会事務所 

〒390-0847 長野県松本市笹部 1-3-7 オフィス GB102号 

問合せ先 松本市立病院 中林 徹雄 

TEL：0263-92-4091 E-mail：tetsuon.nakabayashi@gmail.com 

 

啓発展示パネルについて（通知） 

(一社)長野県臨床検査技師会では一般の方への啓発を目的として展示する、貸し出し用パネルの整備

を行っています。作成後何年も経過して外観および内容的に古くなったパネルは平成 30 年 7 月をもっ

て処分することに致しました。 

 今後は、長臨技ホームページ 啓発展示パネル一覧表の 1 ページ目に掲載されている 12 枚を長臨技

連絡事務所で保管して、会員の皆様に貸し出しを行います。 

貸し出しおよび返却の方法は、長臨技連絡事務所まで来て頂くか、宅配便での送付（送料はご負担頂

きます）のどちらかを選択して下さい。 

長臨技ホームページ「通知事項」に関連記事がありますのでご確認下さい。 

申込要領 ホームページ「申請書のダウンロード」から、「啓発展示パネル貸し出し申込書」にご記入 

の上、下記、技師会連絡事務所にお申し込み下さい。 

申 込 先 （一社）長野県臨床検査技師会事務所 

TEL：0263-87-5601 FAX：0263-87-5588 E-mail：office@namt.jp 

問合せ先 渉外・社会福祉部 山本 美枝（諏訪中央病院） 

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

 

長野県臨床検査技師会主催研修会等 

平成 30年度第 1回中信支部講習会 

日  時 平成 30年 7月 21日（土）14：00～17：00 

場  所 松本市医師会医療センター 3階 視聴覚室 

内  容 1．「精度管理について」 

松本市立病院 医療技術部検査科 中林 徹雄 

2．「認知症について 臨床検査技師の役割」 
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地方独立行政法人 長野市民病院 臨床検査科 川島 茂 

3．「RCPC」  

信州大学医学部附属病院 臨床検査部 菅野 光俊 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 講習会 500円 

問合せ先 社会医療法人抱生会丸の内病院 診療技術部検査課 井出 充 

TEL：0263-28-3012 FAX：0263-28-3013 E-mail：ide_m@marunouchi.or.jp 

そ の 他 講習会終了後、支部交流会を計画しております。皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

平成 30年度第 4回中信地区輸血検査研究班勉強会 

日  時 平成 30年 7月 24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 輸血管理について学ぼう（ケース＆スタディ） 

内  容 事例を通じて輸血療法における各種検査から実践までの一連の流れ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。 

 

2018年度臨床化学・免疫血清研究班初心者講習会 

日  時 平成 30年 7月 29日（日）9：30～17：00 

場  所 信州大学医学部附属病院 外来診療棟 4階 研修室 5 

内  容 1.（仮題）生化学分析装置の基礎   株式会社日立ハイテクノロジーズ                                         

2.（仮題）生化学項目講座（心腎肝） 積水メディカル株式会社                                          

3. 精度管理と有用性評価の基礎     埼玉医科大学保健医療学部 助教 菅野 佳之                                           

4.  R CPC              長野市民病院 臨床検査科 島崎 朋之 

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 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 臨床検査部 石嶺 南生 

TEL：0263-37-2800 FAX：0263-37-3492 E-mail：now3014@shinshu-u.ac.jp 

 

松本ぼんぼんに NAMT 連で参加しよう！ 

日  時 平成 30年 8月 4日（土）17：50～20：30（集合 17：00） 

場  所 松本市街地 

テ ー マ お祭り参加を通じて親睦を深めよう！ 

内  容 今年も NAMT連での「松本ぼんぼん」への参加が決定しました！みんなで踊って団結力を 

高めましょう。多くの方のご参加をお待ちしております。なお、松本ぼんぼん終了後には交 
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流会を予定しております。こちらのご参加もお待ちしています。詳細につきましては、参加 

申し込みを頂いた方に後日ご連絡いたします。 

＜予定＞ 

17：00 踊りのスタート地点に集合 

17：50 「松本ぼんぼん」踊り開始 

20：30 「松本ぼんぼん」踊り終了→ゴミ拾い 

21：00 交流会開始 

参 加 費 ぼんぼん：1,000円（うちわ、飲食代等） 交流会：4,000円 
申込要領 事前申し込み制とします。7月 12日までに、「ぼんぼんのみ参加」、もしくは、「ぼんぼんと 

交流会参加」を下記申込先までメールでご連絡下さい。 

申 込 先 信州大学医学部附属病院 根岸 達哉 

TEL：0263-37-2802 E-mail：negishi@shinshu-u.ac.jp 

そ の 他 宿および駐車場の手配等は致しませんのでご了承ください。 

 

平成 30年度第 1回北信支部学習会 

日  時 平成 30年 8月 18日（土）14：30～17：30（受付 14：00） 

場  所 長野赤十字病院 中央棟 4階 第二会議室 

内  容 「接遇コミュニケーションの基礎 ～心を動かす患者さん対応～」 

           アボットジャパン株式会社 コマーシャルトレーニング 山田 逸枝 

「北信糖尿病デバイスインストラクターの役割について」 

           長野市民病院 臨床検査科 丸山 弓子 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 会員 500円 非会員 1,000円 
申込要領 事前申し込みは必要ありません。 

問合せ先 地方独立行政法人長野市民病院 診療技術部 臨床検査科 川島 茂 

TEL：026-295-1199(代) 内線 2190(生理検査室) 

E-mail：shigeru_kawashima@hospital.nagano.nagano.jp 

そ の 他 皆様のご参加お待ちしております。 

 

平成 30年度長野県技師長ミーティング 

日  時 平成 30年 8月 25日（土）13：30～17：30（予定） 

場  所 信州大学医学部保健学科 中校舎 1階 211 

内  容 昨年度に引き続き、大和高田市立病院 教育研修センター長 山下慶三先生をお迎えし、管

理職の方の悩みに応じたご講義とグループワークを予定しています。また管理職の方を対象

とした、施設を越えた繋がりを深める『チャットワーク：長臨技技師長 WEBミーティング』

の活用方法や進捗状況もご紹介します。 

内容詳細は長臨技だより 8月号へ掲載致します。 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 1,000円 

申込要領 対象は技師長または其相当の役職の方です。各施設 1名以上の参加をお願いいたします。 

     参加申込書（別紙１）にて FAX、またはメール（本文中に 1.施設名 2.会員番号 3.お名前を

明記）にて、長臨技事務所までお申し込み下さい。締切：8月 14日（火） 

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 
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青年局宿泊研修会～Augusta Camp2018～ 

日  時 平成 30年 8月 25日（土）12：00～平成 30年 8月 26日（日）15：00 

場  所 安曇野赤十字病院 大会議室   宿泊地：安曇野蝶ヶ岳温泉ほりでーゆ～四季の郷 

テ ー マ コミュニケーション ～人と人とを繋ぐ力～ 

内  容 25日(土) 

11:30～ 受付 

12:00～  オリエンテーションⅠ アイスブレイク 

13:00～ 先輩からのメッセージ～The Presentation～ 

14:05～ 検査説明・チーム医療に必要な～伝える力～ 

15:10～ オリエンテーションⅡ 

26日(日) 

10:30～ ミッションスタンプラリーⅡ～虹の国～ 

14:00〜 総評 

生涯教育点数 基礎 30点 

参 加 費 会員 10,000円 非会員 15,000円 
申込要領 事前申し込み制 50名（応募多数の場合は先着順） 

施設名・氏名・担当部署・会員番号・連絡先（E-mail・TEL）を下記申込先へメールにてお 

申し込み下さい。  

申 込 先 長野赤十字病院 中田 昭平 

TEL：026-226-4131 FAX：026-223-3093 E-mail：myte@nifty.com 

 

平成 30年度細胞診初心者講習会 

日  時 平成 30年 9月 23日（日）8：30～16：30 

場  所 信州大学医学部保健学科 形態系実習室（北校舎 2階） 

テ ー マ 細胞診の基礎と実践 ～細胞検査士試験対策及び実践～ 

内  容 8:30～9:00   受付 

9:00～9:15   オリエンテーション 

9:15～12:15  鏡検実習 

12:15～13:00 昼食 

13:00～16:30 講義及び標本作製実習 

・婦人科Ⅰ・Ⅱ    浅間南麓こもろ医療センター 技師 利根川 淳子 

・呼吸器・その他   伊那中央病院   技師 三澤 健 

・乳腺・甲状腺     松本市立病院   技師 小堺 智文 

・泌尿器・体腔液   篠ノ井総合病院  技師 軣 愛美 

・標本作製      信州大学附属病院 技師 布 麻里奈 

生涯教育点数 専門 20点、CT（JSC10 IAC7）予定 

参 加 費 会員 2,000円 非会員 4,000円（お弁当代を含む） 
申込要領 9月 7日（金）までに、施設名・氏名・連絡先（E-mail・電話番号）を記入し、E-mailに 

てお申し込み下さい。募集人数 30名   

申 込 先 安曇野赤十字病院 竹内 和也  

TEL：0263-72-3170 (内線 1265) E-mail：byori@azumino.jrc.or.jp 

そ の 他 駐車場は信州大学病院外来駐車場をご利用ください。（200円/1日） 

お弁当とお茶はご用意します。 

上履きを持参して下さい。白衣が必要な方は持参してください。 
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平成 30年度日臨技、長野県臨床検査技師会主催 

「多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会」 

日  時 平成 30年 10月 6日（土）13：30～平成 30年 10月 7日（日）15：10 

場  所 ビレッジ安曇野・安曇野赤十字病院 

内  容 ≪プログラム（予定）≫ 

1日目 ビレッジ安曇野 

13:00 開場 

13:30～17:30 

「臨床検査技師が他職種業務を知る意義」 

「看護職から観た患者心理と家族とのコミュニケーション【座学・実技】」 

         （夕 食） 

19:00～20:30 

「知っておくべき薬と検査値の関係、病棟薬剤師とは」 

        （宿 泊） 

2日目 安曇野赤十字病院 

9:00～12:00 

「栄養相談の現状・知っておくべき栄養学」 

「知っておくべきベッドサイド機器管理【座学・実技】」 

「放射線技師のお仕事・レントゲン CT画像のお話」 

        （昼 食） 

13:00～15:00 

「知っておくべき患者移送技術【座学・実技】」 

15:00～修了式 閉会 

生涯教育点数 基礎 30点 

参 加 費 会員 10,000円（宿泊費込） 
申込要領 添付の案内（別紙３）に記入の上、長臨技事務所へ FAXして下さい。 

     先着 50名（定員となり次第、受付を終了致します） 

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

問合せ先 佐久市立国保浅間総合病院 医療技術部臨床検査科 森本 光俊 

TEL：0267-67-2295 E-mail：m_morimoto0507@yahoo.co.jp 

 

H30年度長野県微生物研究班研修会（予定） 

日  時 平成 30年 10月 20日（土）13：30～17：00（受付 13：00～） 

平成 30年 10月 21日（日）8：45～12：00（受付 8：30～） 

場  所 信州大学医学部保健学科、信州大学医学部附属病院 

内  容 第 1日目：講義 

AST活動に必要な薬剤耐性菌の基礎知識の習得（案） 

第 2日目：実習（案） 

・薬剤耐性菌の判定 

・質量分析計による同定検査の実際 

・レア菌に触れてみよう      など 

生涯教育点数 専門 30点 

申込要領 次号掲載予定 

問合せ先 信州大学医学部附属病院 春日 恵理子 

TEL：0263-37-3493 E-mail：erika@shinshu-u.ac.jp 
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そ の 他 詳細情報は次号以降でお知らせいたします。 

 

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 

平成 30年度日臨技首都圏支部・関東甲信支部合同血液検査研修会 

日  時 平成 30年 9月 30日（日）9：30～16：15 

場  所 東京大学医学部医学研究棟 13階鉄門記念講堂 

テ ー マ 血液細胞形態の極限に迫る 

内  容 別紙４をご覧ください。 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 日臨技会員 5,000円 非会員 8,000円 

申込要領 日臨技ホームページの会員専用ページよりログインし、生涯教育内の事前登録を選んで 

WEB内の必要事項を入力してください。（詳細は別紙を参照してください） 

申込期間：平成 30年 6月 18日～7月 31日まで 

 

その他 

第 15回信州 ICセミナー 

日  時 平成 30年 7月 14日（土）15：00～17：10 

場  所 ホテルブエナビスタ 3階「グランデ」 

内  容 教育講演：アンガーマネジメント～「怒りの感染」予防策～ 

          東北大病院 検査部 吉田 眞紀子                          

特別講演：感染症から未来を守る～今求められる薬剤耐性対策～ 

国立国際医療研究センター病院 具 芳明 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 1,000円 
申込要領 氏名・所属をお申込みください。申込期限 7月 6日（金）  

申 込 先 塩野義製薬株式会社 永田 信 

FAX：0263-35-7458 E-mail：makoto.nagata@shionogi.co.jp 

 

第 47回薬剤耐性菌研究会 

日  時 平成 30年 11月 16日（金）13：00～平成 30年 11月 17日（土）12：00 

場  所 信州松本ホテル翔峰  松本市大字里山辺 527 

内  容 特別講演：JANISからみたわが国の薬剤耐性菌の現状 

国立感染症研究所 細菌第二部 部長 柴山 恵吾 

他一般演題 

生涯教育点数 なし 

参 加 費 17,000円（内訳：年会費 1,000円、研究会参加費 6,000円、宿泊費(1泊 2食) 10,000円） 
申込要領 6月 21日よりホームページ上で参加登録の申し込みを行っています。 

     参加登録締め切り：10月 12日(金) 発表抄録原稿締め切り：10月 22日(月) 

申 込 先 参加・発表申し込みは下記ホームページにて行っています。 

http://yakutai.dept.med.gunma-u.ac.jp/society/index.html 

問合せ先 信州大学大学院 総合医理工学研究科 医学系専攻 長野 則之（学術集会会長） 

TEL：0263-37-2381 FAX：0263-37-2370 E-mail：naganon@shinshu-u.ac.jp 

主催：薬剤耐性菌研究会 会長 菅井 基行（国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター長） 
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中信地域糖尿病療養士育成講習会のご案内 

１ 日程 講習会：1回目 平成 30年 9月 9日（日） 

2回目 平成 30年 10月 21日（日） 

3回目 平成 30年 11月 11日（日） 

4回目 平成 30年 12月 9日（日） 

5回目 平成 31年 1月 14日（月・祝） 

              受付開始時間 12：30～ 

              講習時間   13：00～16：20 

     資格認定試験：平成 31年 3月 3日（日） 

２ 場所 信州大学医学部附属病院 外来棟 4階中会議室 

３ 参加申込み 

  受講申込書を育成会事務局へ郵送もしくは FAXしてください。 

受講申込書はホームページ http://chushinlcde.jp/からダウンロード可能です。 

また、受講料を育成会（下記）口座に振り込んでください。 

受講申込みの締め切りは 平成 30年 8月 10日（金）です。 

  受講申込みされた方には、後日資格認定試験の必要書類をお渡しいたします。 

４ 受講料  

  講習会は 5回分まとめて 7,000円を先に振り込んでください。 

  日本糖尿病療養指導士（CDE-J）の資格を持っている方は 3,500円となります。 

＊別途、受験料 2,000円、認定料 3,000円が後日必要となります。 

     振込口座 八十二銀行信州大学前支店 

          普通  834948 

              中信地域糖尿病療養指導士育成会 

５ 研修内容 

  テキストとしては『糖尿病療養指導ガイドブック 2018』（メディカルレビュー社）を使用します。 

（認定試験の出題範囲もこの範囲で行います。） 

６ 資格更新 

  資格取得後には、中信地域糖尿病療養指導士育成会が開催するスキルアップ研修会に参加していた

だきます。 

  また、資格更新は 5年ごとに行います（5年間で 4回以上の指定集会への参加が必要）。 

問合せ先 〒390-8621 松本市旭 3-1-1 信州大学医学部内科学講座 糖尿病・内分泌代謝内科医局内 

中信地域糖尿病療養指導士育成会 事務局 佐藤吉彦・細川眞奈美 

TEL：0263-37-2686（15時〜17時の間）FAX：0263-37-2710 

E-mail：cs_lcde@shinshu-u.ac.jp 

＊できるだけ、E-mailか FAXでお問い合わせください。 

 

平成 30年 7月分 会員動向（平成 30年 5月 28日〜平成 30年 6月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

722867 竹内 文奈 JA長野厚生連 長野松代総合病院 

723064 小林 なつみ JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

723253 上島 沙耶香 JA長野厚生連 長野松代総合病院 

723355 古田 朱里 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 

723452 渡邉 美樹 一般財団法人 全日本労働福祉協会 長野県支部 

723496 横山 加奈 社会医療法人財団 慈泉会相澤健康センター 

723782 白井 貴大 長野医療生活協同組合  長野中央病院 

723814 羽毛田 由美 株式会社ミロクメディカルラボラトリー 
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723815 橋本 真衣 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 

723922 池田 奏 JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

723931 藤澤 優奈 株式会社ミロクメディカルラボラトリー 

〈再入会〉 

204383 上田 ひろみ 長野県立総合リハビリテ－ションセンタ－ 

〈転入〉 

    720968 赤羽 浩太  東京都 → 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 

〈転出〉 

    703476 今井 美希  諏訪中央病院 → 東京都 

〈勤務先の変更〉 

    205219 唐木 恵美子 安曇野赤十字病院 → 昭和伊南総合病院 

〈氏名の変更〉 

    715174 松澤 悠（旧姓：中村） 長野県立こども病院 

〈新規施設〉 

    9700027 一般財団法人 全日本労働福祉協会 長野県支部  長野市大豆島中之島 3223 

 

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。 

 

２．長臨技だよりに掲載希望の原稿がありましたら、技師会事務所まで原稿をお送りください。 

  原稿の締め切りは、通常毎月 27日、翌月 1日発行ですが、２月は 25日締切といたします。 

  尚、原稿の提出は長臨技ホームページの「会員向けの情報」の「各種申請に関するもの」の「長臨

技だよりの掲載要項」に「長臨技だより掲載依頼書」がありますので、これに入力をしてできる限

り E-mailでお送りください。 

   長野県臨床検査技師会 事務所 

   松本市笹部 １－３－７ 

   TEL：0263-87-5601 FAX：0263-87-5588 E-mail：office@namt.jp 
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別紙１ 

平成 30 年度  

長野県技師長ミーティング  

参加申込書 

 
 

施設名                      

 

会員番号 お名前 

  

  

  

  

  

 

申込先：(一社) 長野県臨床検査技師会 事務所     

FAX：0263-87-5588 

※メールでのお申し込みも可能です。 

本文中に ①施設名 ②会員番号 ③お名前 を明記の上、 

office@namt.jp までお願い致します。 

 

お手数ですが 8月 14日(火)までにお願いいたします。
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別紙２ 
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別紙３ 

 

平成 30 年度 日臨技、長野県臨床検査技師会主催 

 「多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会」 

長野県臨床検査技師会特別委員会では、「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」「チーム医療のためのスキ

ルアップ研修会」の継承事業として「多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会」を開催します。国民の医療に対

するニーズの多様化、複雑化により臨床検査技師の職域も検査室から外来や病棟へとより患者の身近での検査業務が求め

られていることをふまえ、他職種の業務等を学び、多職種連携のチーム医療に積極的に参画することで、医療の質の向上

に貢献できる人材を育成することが目的です。今年度より 3年間にわたり開催する予定です。                                         

日 時    平成 30 年 10月 6 日（土）13：30～平成 30年 10月 7日（日）15：10 

開催場所   ビレッジ安曇野・安曇野赤十字病院 

参加費     10,000 円（宿泊費込、2日目の昼食は各自ご準備下さい） 

募集人数    50 名 (先着順)  

≪プログラム（予定）≫ 

1 日目 ビレッジ安曇野  13時 00分 開 場 

13時 30分～17 時 30分  

「臨床検査技師が他職種業務を知る意義」・・・企画担当者 

「看護職から観た患者心理と家族とのコミュニケーション【座学・実技】」・・・看護師 

        （夕 食） 

19時 00分～20 時 30分  

「知っておくべき薬と検査値の関係、病棟薬剤師とは」・・・薬剤師 

        （宿 泊） 

2 日目 安曇野赤十字病院 9時 00 分～12時 00 分  

「栄養相談の現状・知っておくべき栄養学」・・・管理栄養士 

「知っておくべきベッドサイド機器管理【座学・実技】」・・・臨床工学技士 

「放射線技師のお仕事・レントゲン CT 画像のお話」・・・診療放射線技師 

        （昼 食） 

13時 00分～15 時 00分  

「知っておくべき患者移送技術【座学・実技】」・・・理学療法士 講師他 3 名 

15時 00分～  修了式 閉会  

      申し込み方法  下の申込用紙に記入し、長臨技事務所へ FAXして下さい。 

           定員となり次第、受付を終了させて頂きます。 

                  問い合わせ 佐久市立国保浅間総合病院 臨床検査科 森本光俊 

                  TEL：0267-67-2295（内線 7934） m_morimoto0507@yahoo.co.jp 

 

 

施設名                                    

 

会員番号          氏名                   男・女 

 

連絡先 電話番号：                             

 

E-mailアドレス：                              

     申し込み先 長野県臨床検査技師会 事務所  FAX番号（0263）87-5588 
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別紙４ 
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