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会員各位 

COVID-19経過報告と当会の方針 

 

（一社）長野県臨床検査技師会 

会長  實原 正明 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応では、お忙しい日々を送られていることと思いま

す。日々刻々と変化する中、多くの施設で連日の会議や遺伝子検査体制の強化が求められ、院長から期

待を寄せられる施設も少なくないでしょう。 

 今後、多くの施設でこのような状況となることが予想され、すでに検体採取を含む臨床検査技師の技

術が求められています。県技師会として会員が連携し医療従事者の一員としてこの難局を皆で協力して

乗り切りたいと考えます。 

長臨技の取り組みとして、これまでの経過を以下に報告するとともに、これらを踏まえ長野県から当

会へ要請事項を併せて報告させていただきます。 

 

1．経過報告 

(1) COVID-19に関する検査情報を収集、HPへ掲載し、会員に向けて情報発信。 

(2) 県内施設に対し行政検査および遺伝子検査（PCR・LAMP）の実施状況を調査し、長野県庁保健疾

病対策課・日臨技と情報共有。 

(3) 機器購入の補助金利用を医療機関に促し、即時検査の必要性を想定し準備を進めるよう各施設へ依

頼。 

(4) 厚労省より PCR検査体制の強化（4月 15日付）、「地域外来・検査センター」設置の通達（4月

16日付）があり、翌 4月 17日に県庁、長野県医師会、長野市保健所を訪問。 

(5) 4月 21日、県庁保健疾病対策課から技師会に今後想定される軽症者のホテル隔離者退院時の検体

採取の協力要請。 

(6) 4月 24日、正式に県庁保健疾病対策課から地域外来・検査センターでの検体採取の依頼。長野市

保健所長から地域外来・検査センターへの協力依頼。→北信支部長を中心に検討要請。 

(7) 4月 28日、新型コロナウイルスに関する技師長アンケートを実施。 

(8) 4月 30日、第 1回郡市医師会新型コロナウイルス感染症担当理事（役員）会議出席 

 

2．行政からの要請事項 

(1) 軽症者のホテル隔離者退院時の検体採取の協力要請について 

長野県では 4か所にホテルを設置し、軽症者を隔離することを検討中です。検査技師に退院判断時の

検体採取を依頼したく、その体制作りを長臨技に検討するよう依頼がありました。実施に当たっては身

分保証の明確化（県から施設長宛に検査技師派遣依頼を出し、業務として任務にあたること）、PPEの

脱着訓練など課題はありますが、多職種が連携し立ち向かおうとする中、我々を必要とし依頼があった

ことを重く受け止め、協力したいと考えます。 
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(2) 地域外来・検査センターでの検体採取の依頼について 

全国に医師会主導のもと同センターを設置するよう国から通達がありました。長野県でも 20か所設置

に向け検討を進めています。設置場所、時期について質問しましたが、具体的には未定であり、準備が

整った地域からスタートしたいとの回答でした。同日、長野市保健所長より、長野市では 5月初旬に立

ち上げを計画していることから、臨床検査技師に検体採取で協力してほしいと直接電話依頼がありまし

た。この件について北信支部長に電話で検討を依頼しました。この流れは県内全地区に及ぶものと思わ

れます。 

検体採取については、全国的に臨床検査技師が担う傾向にあり、医師会、看護協会と協力し遂行する

ことが理想と考えますが（1）と同様に我々の身分保証の明確化、感染管理の徹底、更に、今後県には

危険手当の支給を要望します。なお日臨技には日臨技全員加入保険が適応されることを確認済みです。 

現時点では検体採取時の感染の報告はありませんが、感染には十分注意する必要がありますので、PPE

の脱着に関しては事前の指導を受けていただきます。 

 

この方針は、行政からの当会に対する依頼に基づいたものであり、技師会として上記の流れで今後も

進めていきたいと考えています。 

各施設・各地域によって置かれている状況は異なりますので強制するものではありませんが、この依

頼に対する県への回答において、協力可能な施設・技師を明確にすることが長臨技として誠実な対応と

考えます。 

また、4月 30日に出席した長野県医師会の会議では、地域外来・検査センターの設置による即日の検

査結果報告対応を目指し、早急な各地域での検査機器導入が求められています。感染症指定医療機関や

帰国者・接触者外来設置医療機関等は県の補正予算が組まれたこともあり、是非検査機器を導入し体制

の強化に努めてください。 

 

定款にも掲げられているように本会は「臨床検査技師の学術技能の研鑽及び発展、ならびに医療及び

公衆衛生の向上を図り、もって長野県民の健康の維持増進に寄与することを目的」としております。当

会に所属する全施設・全技師が安全に使命を全うするために活動しやすい環境を整えていく所存ですが、

会員の皆様のご理解ご協力があってこそ実現することと考えております。 

 

是非上記内容の趣旨をご理解いただき、方針にご賛同いただけますと幸甚です。何卒よろしくお願い

申し上げます。  

 

長野県臨床検査技師会主催研修会等 

2020年度（一社）長野県臨床検査技師会第 1回講演会 

2020年度定時総会（2019年度決算）について 

日  時 2020年 6月 6日（土）14：00～15：00 

場  所 （一社）長野県臨床検査技師会事務所 松本市笹部 1-3-7 オフィス GB102号 

TEL：0263-87-5601 

内  容 2020年 6月 7日に開催を予定しておりました 2020年度第 1回講演会および定時総会（2019 

年度決算）につきまして、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、講演会を中止し、定 

時総会については書面表決にて決議を行うことといたしました。詳細につきましては、5月 

発行の長臨技会誌 2020 Vol.9 No.2をご確認ください。 

問合せ先 飯田市立病院 野上 綾子 TEL：0265-21-1255 内線 2164 

FAX：0263-56-1411 E-mail：0376@imh.jp 

そ の 他 議決権行使書は 5月発行予定の長臨技会誌 2020 Vol.9 No.2に掲載しますので、施設単位で 

まとめていただき 6月 5日（金）午後 3時（必着）までに事務所にお送りください（送料は 

各施設負担）。必ず全員の提出をお願いします。 
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その他 

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令和 2 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：2020年 6月 19日（金）※事務局必着 

 

2020年 5月分 会員動向（令和 2年 3月 28日〜令和 2年 4月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

728699 遠藤 暁子 南信個人 

728912 若林 亜美 諏訪赤十字病院 検査・輸血部 

728914 御子柴 沙南 諏訪赤十字病院 検査・輸血部 

728981 竹内 祐美子 社会医療法人抱生会 丸の内病院 

728998 棚橋 美緒 JA長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター 

729024 安藤 彩香 長野県健康づくり事業団 

729114 石川 瞳 社会医療法人健和会 健和会病院 

729152 仲沢 真哉 JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

729169 宮坂 章平 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 

729184 保科 香織 JA長野厚生連 佐久総合病院 

729213 北原 早紀 伊那中央病院 臨床検査科 

729268 牧野 美咲 諏訪湖畔病院 

729398 橋爪 理佐 JA長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 

729429 綱島 健人 JA長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 

729432 和田 恵 長野赤十字病院 

〈転入〉 

094338 梅戸 克之 東京都 → 国立病院機構 信州上田医療センター 

125061 新谷 和之 東京都 → 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 

134361 沼田 ますみ 千葉県 → 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 

630656 森本 梨紗 神奈川県 → 中信個人 

718768 山岸 真衣 大阪府 → JA長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター 

146238 原田 崇浩 東京都 →  

704567 安島 志織 埼玉県 → 北信個人 

714346 髙𣘺 美花 埼玉県 → 松本市医師会医療センター 

〈転出〉 

100504 中條 幹夫 国立病院機構 信州上田医療センター → 群馬県 

137702 植松 明和 独立行政法人 国立病院機構 まつもと医療センター → 千葉県 

708851 中條 隼大 JA長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 → 千葉県 

710005 相田 貴彦 株式会社 ミロクメディカルラボラトリー → 埼玉県 

710085 小林 彩夏 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 → 宮城県 

719965 小笠原 創也 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 → 京都府 

720782 臼井 里佳 株式会社 ミロクメディカルラボラトリー → 山形県 

〈退会〉 

130886 鈴木 義孝 岡谷市民病院 

141809 山口 徳実 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 

200149 小穴 こず枝 信州大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 

200156 井出 京子 JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

200184 嶋崎 由美子 東信個人 

200270 唐木 幹次 諏訪赤十字病院 検査・輸血部 
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200356 井上 博之 佐久市立国保浅間総合病院 

200437 山岸 真由美 飯田市立病院 

200441 園原 美恵子 南信個人 

200529 小林 貞子 長野県立こころの医療センター駒ヶ根 

200545 飯島 敏代 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

200659 竹岡 幸枝 信州大学医学部皮膚科学教室 

200714 渋谷 和伸 松本協立病院 

200748 永田 典子 長野県労働基準協会連合会 松本健診所 

204658 茅野 美栄子 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 

204675 五味 範子 諏訪共立病院 

204893 石川 杏奈 飯山赤十字病院 

701044 中村 慎吾 南信個人 

703157 米山 万里子 南信個人 

706942 岩井 つくし 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 

709807 飯島 悠介 医療法人財団大西会 千曲中央病院 

728343 藤澤 優 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

〈勤務先の変更〉 

205258 新井 慎平  信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

 → 信州大学医学部保健学科 

204037 林 秀高   長野県立木曽病院 → 長野県立こころの医療センター駒ケ根 

〈氏名の変更〉 

723333 閏間 春奈（旧姓：尾越）諏訪湖畔病院 

〈新規施設〉 

9700028 西澤産婦人科クリニック 飯田市本町 4丁目 5番地 

 

 

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。 

 

 

 


