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新型コロナウイルス感染症に対する長野県臨床検査技師会の対応（速報） 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を未然に防ぐ目的として PCR 検査体制の強化を目指し、各地

域で「地域外来・検査センター」が設置されました。行政あるいは各地域の医師会からの要請により我々

の仲間が臨床検査技師として検体採取や PCR 検査に積極的に従事していただいています。そうした活

動を広く知っていただくために速報として長臨技だよりに掲載します。今回は北信支部長の竹内理事よ

り北信地域の取り組みを紹介します。今後も順次各地域の活動を報告します。 

 

新型コロナウイルス感染症 

北信地区 地域外来・検査センター 稼働報告 
 

（一社）長野県臨床検査技師会 北信支部長 

竹内誠志（医療法人 鈴木泌尿器科） 

 

平素は長野県臨床検査技師会の活動に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、6.月 1日（月）より北信地区では 3ケ所の PCRセンターが稼働予定であります。 

センター立ち上げに際しまして、技師派遣を容認していただいた医療施設長ならびに所属長、絶大な

御支援を賜りました實原会長・北信地区理事の皆様、スピード感を持って所属先の責任者に交渉いただ

いた北信支部幹事の皆様、御協力頂いた全ての方に紙面をお借りして心から御礼申し上げます。 

今後新型コロナウイルス感染の第 2波が懸念されております。県民の皆様の不安を少しでも軽減でき

ます様、検体採取を通して共に貢献できれば幸いに存じます。 

 

1、長野地域（北部）外来・検査センター（予約制 20件/日程度） 

正式名称 長野市医師会 PCR検査センター 

 開設日  令和 2年 5月 11日（月）～ 

 開設時間 平日（月～金）午後 1時～3時 

 診療体制 医師・看護師・臨床検査技師・事務 各 1名 

 検査技師の役割 検体（鼻腔ぬぐい液）採取 

 技師派遣体制 月曜日 長野市民病院 

        火曜日 鈴木泌尿器科 

        水曜日 長野赤十字病院 

        木曜日 長野市民病院 

        金曜日 信州医療センター 

 検体数 5月 11日～5月 15日 13件  5月 18日～5月 22日 18件 

 

2、北信地域（飯山・中野・山ノ内など）外来・検査センター（予約制 6件/日程度） 

 正式名称  新型コロナ北信検査センター 

 開設予定日 令和 2年 6月 1日（月）～ 
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 開設時間  平日（月～金）午後 2時～4時 

 診療体制  医師・看護師・臨床検査技師・事務 各 1名 

 検査技師の役割 検体（鼻腔ぬぐい液）採取・検体梱包 

 技師派遣体制 月曜日 北信総合病院 

        火曜日 小島病院 

        水曜日 飯山赤十字病院 

        木曜日 北信総合病院 

        金曜日 北信総合病院 

 

3、長野地域（南部）外来・検査センター（予約制 20件/日程度） 

正式名称 更級・千曲医師会 PCR検査センター 

開設日  令和 2年 5月 27日（水）～ 

開設時間 平日（月～金）午後 1時～3時 

診療体制 医師・看護師・臨床検査技師・事務 各 1名 

検査技師の役割 検体（鼻腔ぬぐい液）採取 

技師派遣体制  月曜日 千曲中央病院 

         火曜日 長野赤十字病院 

         水曜日 南長野医療センター（篠ノ井総合病院 又は 新町病院） 

         木曜日 長野中央病院 

         金曜日 長野松代総合病院 

検体数 5月 27日 2件 

 

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 20日（土）14：00～ 調整中 

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 年度定時総会におきましては新型コロナウイルス感染拡大を鑑み、書面表決による審

議となりましたが、私共の不手際により、議案書の発行に遅延が生じてしまいました。これ

により、予定しておりました 6月 6日（土）の開催は延期せざるを得ない状況となりました。

総会開催に向けて調整していただいた総会役員の皆様・所属長の皆様、会員の皆様に多大な

ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫びを申し上げます。 

6月 20日（土）開催に向けて調整をしております。詳細が決定次第、各施設宛にご報告いた

します。 

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 19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。 

 

 

第 45回長野県臨床検査学会開催について 

学会長 實原 正明 
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第 45回長野県臨床検査学会開催に向け、6月長臨技だよりに現在の進捗状況と演題募集を掲載する

予定でした。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の現状やそれに伴う日臨技の 12月までの自粛

通知を踏まえ、実行委員会で協議した結果延期を視野に検討したいと考えております。開催の有無に関

し決定後は速やかに会員の皆様にご報告させていただきます。 

 

2020年度第 1回中信支部講習会 

日  時 2020年 6月 21日（日）15：00～17：00 

場  所 Web講習会（Zoom使用予定） 

テ ー マ COVID-19について 

内  容 1.「SARS-CoV-2検査について(仮)」 

    信州大学医学部附属病院 臨床検査部 重藤 翔平 

2.「COVID-19の第二種感染症指定医療機関の対応について（仮）」 

    松本市立病院 検査科 原口 育美 

3.「個人防護具の適切な着脱方法について 

～あなたが新型コロナウイルス感染症に感染しないために～」ビデオ視聴 

    長崎大学病院 感染制御教育センター 田代 将人 

4.「COVID-19 PCR正しい検体採取法」ビデオ視聴 

日本耳鼻科学会制作・監修 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 nakatar@chushin-miniren.gr.jp（申込担当：松本協立病院 仲田）にお申し込み下さい。 

先着 50名。申込者にリンク先をお送り致します。 

アクセス数に制限があります。参加申込していない方に、リンク先を教えないで下さい。 

申 込 先 松本協立病院 検査科 仲田 梨恵 

TEL：0263-35-5266 FAX：0263-35-0987 E-mail：nakatar@chushin-miniren.gr.jp 

問合せ先 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 菅野 光俊 

TEL：0263-37-2805 FAX：0263-34-5316 E-mail：suga@shinshu-u.ac.jp 

そ の 他 新型コロナウイルス感染症に関して質問などありましたら申込先までメールでお送りくだ

さい。 

 

 

その他 

第 34回長野県臨床細胞学会総会・第 35回スライドカンファレンス 

日  時 2020年 7月 5日（日）11：00～15：20 

場  所 茅野市民館マルチホール 

内  容 総会 

スライドカンファレンス 

症例 1 子宮頸部 

症例 2 左脛骨遠位部骨腫瘍  

症例 3 呼吸器 

症例 4 胸壁腫瘤 

生涯教育点数 専門 20点  JSC5単位 IAC5単位 

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 長野県臨床細胞学会事務局 E-mail：byori@suwachuo.jp 

そ の 他 開催予定及び内容につきましては、変更となる場合がございます。 
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2020年 6月分 会員動向（令和 2年 4月 28日〜令和 2年 5月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

729088 小嶋 拓馬 松本協立病院 

729288 柳沢 博子 東御市民病院 

729492 横内 広輝 諏訪湖畔病院 

729531 小田部 円 北信個人 

729566 田中 智宏 佐久市立国保浅間総合病院 

729567 岡部 日菜子 佐久市立国保浅間総合病院 

729717 丸山 聖太 中信個人 

729739 渡部 玲花 諏訪中央病院 

729848 武井 佑佳 JA長野厚生連 長野松代総合病院 

729858 竹村 彩希 国立病院機構 信州上田医療センター 研究検査科 

729868 塩原 杏菜 JA長野厚生連 長野松代総合病院 

729873 清水 奈央 JA長野厚生連 長野松代総合病院 

729940 宮崎 遥 社会医療法人栗山会 飯田病院 臨床検査科 

730036 加藤 瑞己 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

730054 井原 裕樹 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

730070 三浦 みつき 県立木曽病院 

730248 熊谷 慧人 社会医療法人栗山会 飯田病院 臨床検査科 

730279 山岸 雪乃 長野医療生活協同組合  長野中央病院 

〈再入会〉 

278002 遠山 美里 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

〈転入〉 

205072 桜井 麻衣子 群馬県 → 北信個人 

719050 楢木 康平 神奈川県 → 医療法人財団大西会 千曲中央病院 

720821 関谷 沙綾 神奈川県 → 中信個人 

728100 蜂巣 智也 群馬県 → 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

 

〈勤務先の変更〉 

704693 竹内 裕香  JA長野厚生連佐久総合病院 → 飯山赤十字病院 

 

 

    

 


