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平成 31年長臨技・長放技合同研修会・賀詞交歓会 

日  時 平成 31年 1月 19日（土）15：00～19：00 

場  所 アルピコプラザホテル 松本市深志 1-3-21 

内  容 1. (一社)長臨技・(一社)長放技 合同研修会 

講演 1「長野県のがん対策」 

長野県健康福祉部 保健・疾病対策課長 西垣 明子 先生 

講演 2「いま、求められる医療メディエーション 

            ～医療対話は相互信頼の糸をどう紡いできたか～」 

松本市立病院長 高木 洋行 先生 

2. (一社)長臨技・(一社)長放技 合同賀詞交歓会 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 研修会：無料 賀詞交歓会会費：6,000円 
申込要領 参加申込書（別紙１）に必要事項をご記入の上、平成 30 年 12 月 14 日までに FAX にてお

申込み下さい。また後日、会員施設へは同内容の通知・申込書を郵送いたします。 

申 込 先 長臨技・長放技合同事務所 FAX：0263-87-5588 

問合せ先 長野県健康づくり事業団伊那健康センター 施設健診課 寺平 清春 

TEL：0265-78-9700 FAX：0265-76-8707 

E-mail：kiyoharu.teradaira@kenkou-nagano.or.jp 

 

長野県臨床検査技師会主催研修会等 

平成 30年度長野県臨床検査技師会リーダー育成研修会（中堅職員研修会） 

日  時 平成 30年 11月 25日（日）10：00～16：30（受付 9：30～） 

場  所 安曇野赤十字病院 2階大会議室 

内  容 次世代を担うリーダーのスキル向上を目的とした研修会です 

内容 

1.医療情勢について（仮） 

   （一社）長野県臨床検査技師会 顧問 上原 昭浩  

2.日臨技・都道府県技師会の事業活動について（仮） 

   （一社）日本臨床衛生検査技師会 執行理事 

3.『水戸塾』in信州 

    （公社）茨城県臨床検査技師会 水戸塾 初代塾長 山元 隆 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 会員 500円 
申込要領 中堅（以上）の会員を対象とします。 

     参加申込書（別紙２）にて FAX、または E-mail（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：11月 13日（火） 
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申 込 先 長臨技事務所 FAX：0263-87-5588 E-mail：office@namt.jp 

問合せ先 長野市民病院 臨床検査科 生理検査室 栗原 真由子         

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

そ の 他 昼食は各自御持参下さい。 

 

第 34回信州血液セミナー 

日  時 平成 30年 12月 2日（日）9：30～15：00（受付 9：00～9：30） 

場  所 信州大学医学部附属病院 外来棟 4階 大会議室 

内  容 講演 1「凝固検査の注意点と事例紹介」 

               信州大学医学部附属病院 臨床検査部 新井 慎平 

講演 2「抗血小板薬のモニタリング検査機器及び抗 Xa薬(DOACs)のモニタリングの必要性」  

               富士レビオ株式会社 星野 勝信 

ランチョンセミナー「遺伝子検査のトピックスとその外部環境変化」 

               シスメックス株式会社 林 文明 

講演 3「進化する細胞療法とその将来を考える」 

               シスメックス株式会社 林 文明 

講演 4「多発性骨髄腫の診断と治療の変遷」（仮題） 

               信州大学医学部附属病院 血液内科 中澤 英之 

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。申込期間：平成 30年 11月 20日（火）まで 

申 込 先 JA長野厚生連 佐久総合病院 中山 訓子 

TEL：0267-82-3131（内線 3261） E-mail：nakayama.noriko@sakuhp.or.jp 

そ の 他 お車でお越しの方は、信大病院外来駐車場（200円）をご利用ください。 

 

感染症イベント「感染症なんて怖くない！！～しっかり予防しよう～」 

日  時 平成 30年 12月 2日（日）14：00～16：00（受付 13：30～） 

場  所 飯田市立病院 講義室 

内  容 1.小児の感染症を知ろう  

          飯田市立病院 小児科部長 萩元 緑朗 

2.冬季流行感染症の予防～ノロウイルス対策～ 

          飯田市立病院 感染管理認定看護師 櫻井 一彰 

3.検査でバイキンがわかるの？ 

          飯田市立病院 臨床検査科 技師 野上 綾子 

4.劇「手洗い大作戦」～正しい手洗いできるかな？～ 

            臨床検査技師の仲間たち 

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 飯田市立病院 臨床検査科 岩田 貴博 

TEL：0265-21-1255（内線 2290）E-mail：0377@imh.jp 

 

平成 30年度長野県一般検査研修会 

日  時 平成 30年 12月 9日（日）8：40～16：20（受付 8：40～9：10） 

場  所 信州大学医学部保健学科棟 
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（講義：大講義室（311教室）、実習：形態系実習室、微生物実習室） 

テ ー マ 尿検査からの病態解析 

内  容 内容に関しては、No.244 10月号に掲載済みです。 

※午後の実習では、ディスカッション顕微鏡を用いて、講師の星 雅人先生に実際の標本を 

見ながらご指導頂く予定です。実習については定員がございますので、お早めにお申し込み 

ください。 

生涯教育点数 専門 20点  日臨技認定更新指定研修会 登録済 20単位 

参 加 費 会員  講義・実習 3,500円 講義のみ 2,000円 

非会員  講義・実習 7,000円 講義のみ 4,000円 
申込要領 申込用紙を長野県技師会一般検査研究班 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。申込頂いた方には確認メールをお送りしております。

5日以内に返信がない場合はご連絡ください。 

申込期間：平成 30年 10月 1日（月）～11月 9日（金） 

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年度認知症領域における対応力向上研修会 

日  時 平成 30年 12月 9日（日）13：15～17：00 

場  所 信州大学医学部附属病院 外来棟 4階 研修室 4.5 

テ ー マ 認知症サポーターになろう！！ 

内  容 キャラバン・メイトによる「認知症サポーター養成講座」 

佐久市立国保浅間総合病院 森本 光俊 

「長野県の認知症に対する施策と今後の展望」 

長野県健康福祉部保健・疾病対策課 保健師 掛川 真由美 

「認定認知症領域検査技師と神経心理学的検査について」 

長野市民病院 川島 茂 

「認知症患者への対応の実際」 

伊那中央病院 認知症ケア認定看護師 有賀 つばさ 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 会員 1,000円、非会員 2,000円 
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。締切：11月 30日（金） 

申 込 先 長臨技事務所 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 

そ の 他 出席された方は、「認知症サポーター」となり、オレンジリングと修了証書が授与されます。

印刷・会場の都合上、事前申し込みが必要です。 

 

平成 30年度遺伝子検査研究班研修会 

日  時 平成 30年 12月 16日（日）9：00～11：00 

場  所 信州大学医学部附属病院臨床検査部カンファレンスルーム 

テ ー マ 1．デジタル PCRってなに？～原理・応用例～ 

2．遺伝子検査の品質保証～医療法改正に伴う精度確保に向けて～ 

内  容 1.「デジタル PCRの原理と応用例」（仮題） 

株式会社 エル・エム・エス SI機器推進部 津嶋 良典、萩谷 寿紀 

2.「遺伝子コピー数の測定と体細胞変異レアバリアント解析に有効なデジタル PCR」（仮題） 

ライフテクノロジーズジャパン株式会社 
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 テクニカルサポート スーパーバイザー 白神 博 

3.「遺伝子関連検査における精度管理と標準物質」（仮題） 

サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社 

クリニカルダイアグノスティックス事業部 龍崎 大輔 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 500円 
申込要領 事前申し込みは必要ありません。 

問合せ先 信州大学医学部保健学科 松田 和之  

TEL：0263-37-2365 FAX：0263-37-2370 E-mail：kmatsuda@shinshu-u.ac.jp 

 

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 

精度管理責任者育成講習会（eラーニング）開講、および 標準作業書、 

作業日誌又は台帳関係「雛形」の開示について（お知らせ） 

詳細につきましては別紙４をご覧ください。 

 

季刊誌ピペット配布協力施設の募集について 

『季刊誌ピペット』は国民向けに＜臨床検査技師の職業広報＞を行う目的で、平成 25年 11月に創刊さ

れた日臨技のフリーペーパーです。臨床検査技師は国家資格でありながら、国民への認知度はいまだ十

分でなく、本広報紙を活用し、認知度を上げる広報活動をしています。 

患者様、ご家族様に読んで頂けるよう、施設内の待合などに置いていただける「配布協力施設」を募集

しております。常時、新規の追加登録を受け付け、登録時点の最新号をお送りする運用としています。

ご希望の施設は、長臨技事務所までお問い合わせください。 

なお、日臨技HPにバックナンバーが掲載されていますので、ご覧ください。 

 

その他 

JSS関東甲信越 第 40回地方会研修会 

日  時 平成 30年 12月 9日（日）9：30～16：10 

場  所 JA長野県ビル アクティーホール 

テ ー マ スキルアップ！ ～症状から考える超音波診断～ 

内  容 第Ⅰ部 「症状から考える超音波診断 上腹部領域」    

旭中央病院 超音波検査室 関根 智紀 

第Ⅱ部 「症状から考える超音波診断 女性の下腹部領域」  

北里大学病院 臨床検査部 宇治橋 善勝 

第Ⅲ部 「症状から考える超音波診断 泌尿器領域」    

北アルプス医療センターあづみ病院 千葉 裕 

第Ⅳ部 「症状から考える超音波診断 一歩踏み込んだ下肢エコー」 

東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 八鍬 恒芳 

参 加 費 JSS会員・事前登録：2,000円、JSS会員・当日受付：2,500円， 

非会員（事前登録なし）：4,000円 
申込要領 最新情報や申込状況は，学会ホームページ（http://jss.org/）でご確認ください。 

事前登録は、学会ホームページよりをお願いします。 

問合せ先 小張総合病院 検査科 中野 英貴    

TEL：04-7124-6666（内線 5212）（平日の 16：30以降） 

E-mail：nakano@mail.jss.org（できるだけ E-mailでお願いします） 

http://jss.org/


長臨技だより NO.245（2018年）平成 30年 11月 1日 5 / 9 

 

第 4回 CV-NET信州研修会 
日  時 平成 30年 12月 9日（日）9：50～15：30 

場  所 キッセイ文化ホール 3階国際会議室 

テ ー マ これだけは知っておきたいメディカルスタッフの基礎知識（初級編） 

内  容 1.虚血性心疾患の基礎知識 

信州大学医学部附属病院 循環器内科学 助教 千田 啓介 

2.心電図探偵の判読簿～あなたに解けるか！虚血性心疾患の心電図～ 

三井記念病院 臨床検査部 石崎 一穂 

3.心臓カテーテル検査 ～診療放射線技師がカテ室をご案内します～ 

相澤病院 放射線画像診断センター 血管造影部門主任 上沢 一夫 

4.薬学から見た循環器疾患薬のポイント 

東京薬科大学薬学部 臨床薬剤学教室 准教授 平田 尚人 

5.虚血性心疾患の患者管理 

大垣市民病院 慢性心不全看護認定看護師 中村 智香 

参 加 費 3,000円（お弁当代金込） 
申込要領 12/7(金)までに下記HPにてお申し込みください。 

申 込 先 https://cv-net-kenshukai.jp/ss/ 

問合せ先 JA長野厚生連 北信総合病院 中山 真由美 TEL：0269-22-2151 

そ の 他 循環器領域にご興味がある方の参加をお待ちしております。 

 

平成 30年 11月分 会員動向（平成 30年 9月 28日〜平成 30年 10月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

724708 渡辺 礼夢  上伊那生協病院 

〈再入会〉 

     204805 石川 久美子 医療法人心泉会 上條記念病院 

〈転入〉 

709848 山口 佳菜美 岐阜県 → 北信個人 

〈転出〉 

134915 古田 学  独立行政法人国立病院機構 東長野病院 → 群馬県 

205124 中澤 朱美  JA長野厚生連 長野松代総合病院 → 東京都 

701370 滝澤 安里  医療法人 北野病院 → 埼玉県 

〈退会〉 

708357 高宮 康代  安曇野赤十字病院 
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別紙１ 

FAX送付状 

 

(一社)長野県臨床検査技師会 合同研修会・賀詞交歓会 参加申込書 

 

送信先：長臨技・長放技合同事務所 

 

発信者 

施設名                

代表者                

 

 

氏 名 会員番号 

該当する欄に◯印をお願いします 

合同研修会 
参加 

賀詞交歓会 
参加 

    

    

    

    

    

 

申し込み締切り 12月 14日まで 

 

                                                     申し込み先 

松本市笹部 1-3-7 オフィスＧＢ102号 

長臨技・長放技合同事務所 

FAX 0263-87-5588 

 
 

E-Mail（連絡可能施設）              
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別紙２ 

【FAX専用】 

平成 30 年度  

長野県臨床検査技師会リーダー育成研修会 

（中堅職員研修会）  

参加申込書 
 

施設名                      

  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。 

 

締切 ： 11月 13日(火) 
 

 

会員番号 お名前 メールアドレス
（お持ちでない場合はなしとしてください）
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別紙３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 「認知症領域における対応力向上研修会」開催案内 

「採血室に来た患者さんの言動に戸惑う」「生理検査がスムーズに出来ない」「家族の様子が今までと違う」など、

認知症症状のある方に出会って、戸惑ってしまったことはありませんか？長野県は日本一の長寿県です。今後ま

すます認知症の方が増加する中、臨床検査技師も日常的に認知症の方に関わることになります。認知症に対する

理解を深めて、やさしい医療を実践していきましょう。 

 

主  催  （一社）長野県臨床検査技師会                                             

期  日       平成 30年 12月 9日(日) 13時～17時 

開催場所      信州大学医学部附属病院 外来棟４階 研修室 4.5 

＜プログラム＞ 

13時 開場 

         13時 15分～14時 30分  

キャラバン・メイトによる「認知症サポーター養成講座」 

佐久市立国保浅間総合病院 森本 光俊 

         （休  憩） 

        14時 40分～15時 10分 

        「長野県の認知症に対する施策と今後の展望」 

長野県健康福祉部保健・疾病対策課 保健師 掛川 真由美 

       15時 10分～15時 40分           

「認定認知症領域検査技師と神経心理学的検査について」 

                                          長野市民病院  川島 茂   

         （休  憩） 

       15時 50分～16時 50分  

        「認知症患者への対応の実際」 

                     伊那中央病院 認知症ケア認定看護師  有賀 つばさ 

       16時 50分～17時 00分  修了式 閉会 

  日臨技生涯教育点数 基礎 20点 認定認知症領域検査技師制度 5単位（予定） 

 参加費  1000円 

      駐車場  外来駐車場をご利用下さい（1日 200円） 

      募集人数  60名 (先着順)  

         申し込み方法 下の申込用紙に記入し、11月 30日（金）までに長臨技事務所へ FAXして下さい 

                    問い合わせ 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  

 

    「 平成 30年度 認知症領域における対応力向上研修会」に参加します。 

施設名             氏名               

   会員番号：          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 

 

      


