
    長臨技だより  
                                  NO．265（2020年）令和 2年 7月 1 日  1/4 

一般社団法人 
長野県臨床検査技師会 

 
〒390-0847 松本市笹部 １－３－７ 
TEL ０２６３－８７－５６０１ 
FAX ０２６３－８７－５５８８ 

発行責任者 實原 正明 
編集責任者 中山 朋秋 

e-mail. office@namt.jp 
URL.    http://www.namt.jp/ 
公式ﾂｲｯﾀｰ→ @namt_jp 

長臨技だより掲載依頼締め切りは毎月 27 日、翌月 1 日発行（但し、２月は 25日締切） 

 

 

第 45回長野県臨床検査学会延期のお知らせ 

2020年 11月 29日（日）に予定しておりました第 45回長野県臨床検査学会ですが、新型コロナウイル

ス感染症を鑑み、開催の可否について理事会で協議いたしました。現在収束傾向ではありますが、今後

の予測される流行への対応を重視し、本年の開催は見送ることとなりました。 

学会発表など準備をされていた会員の皆様には心よりお詫び申し上げます。開催は来年以降となります

が、盛大に学会が開催できますよう準備を進めて参る所存です。その際にはご協力のほど何卒よろしく

お願い申し上げます。新型コロナウイルス対応等、大変な状況かと存じますが、体調を崩されないよう

くれぐれもご自愛いただき、臨床検査技師として求められる役割を全うし地域に貢献されますことを切

に願います。 

一般社団法人長野県臨床検査技師会 会長 實原 正明 

                                                                                                

2020年度役員体制の変更の報告 

2019 年度より本執行体制のもと理事会を運営してまいりましたが、一身上の都合により 3 名の理事が

退任いたしました。 

会員の皆様に承認をいただき選出されましたが、任期満了を待たずの退任となってしまい、皆様に大変

ご心配をおかけしましたことを深くお詫びしますとともに、これまでのご厚情に衷心より御礼申し上げ

ます。 

2020年度につきましては理事一同、任務を果たすべく一層精励して参ります。 

今後も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

一般社団法人長野県臨床検査技師会 会長 實原 正明 

 

2020年度（第 35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：2020年 7月 1日（水）～2020年 7月 31日（金）必着 

・今年度より申込用紙の配布は原則致しません。 

申込書は下記 URL（長野県医師会 HPまたは長臨技 HP）よりダウンロード可能です。 

http://www.nagano.med.or.jp/doctor/dl/clinical.php または 

https://www.namt.jp/info_members/nagano_quality_control_info/ 

・申込の際はなるべく電子メールまたは FAXをご使用下さい。 

・申込書にはメールアドレスをご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 

E-mail：office@namt.jp  FAX：0263-87-5588 
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問合せ先 長野県立信州医療センター 藤原 祝子 

TEL：026-245-1650 内線 2082 E-mail：fujiwara-noriko@pref-nagano-hosp.jp 

 

長野県臨床検査技師会主催研修会等 

2020年度第 1回微生物検査研究班研修会 

日  時 2020年 7月 16日（木）18：00～19：30 

場  所 Web研修会（Zoom使用） 

テ ー マ COVID-19検体の正しい取り扱いについて学ぶ 

内  容 COVID-19流行初期より長野県内の PCR検査を担っている長野県環境保全研究所より、 

COVID-19に特化した検体搬送の注意点および検査の経験を基にご講演いただきます。 

「COVID-19検体の搬送・取り扱いの注意点」 

長野県環境保全研究所 感染症部 小野 諭子 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 「氏名・所属先・メールアドレス」をご記入のうえ、下記申込先にお申し込みください。 

後日、Zoom 参加用のリンクをメールにてお送りします（アクセス制限があるため非申込者

とリンク先の共有はご遠慮ください）。 

本研修会の内容に関連する質問事項がある場合は、申し込みの際に併せてご連絡ください。 

申 込 先 信州大学医学部附属病院 新井 恵理子 

E-mail：erika@shinshu-u.ac.jp 

そ の 他 Web研修後に「アンケート・テスト」にご回答いただく事で生涯教育登録をいたします。 

 

2020年度臨床化学免疫血清研究班講習会 

日  時 2020年 8月 1日（土）14：00～17：00 

場  所 Web講習会（Google Meet使用予定） 

テ ー マ 医療情勢を取り巻く環境と臨床検査 

内  容 1、電解質の基礎（仮） 

JA長野厚生連佐久総合病院 臨床検査科 塩川 大暉 

2、ALPおよび LDの IFCC試薬への移行 

信州大学医学部附属病院 臨床検査部 柴 彩夏 

3、Elecsys Anti-SARS-CoV-2試薬の紹介 

ロシュ・ダイアグノスティクス(株)カスタマーソリューション部門 川口 宗宜 

4、ビオチンが測定系に与える影響と対策 

ロシュ・ダイアグノスティクス(株)クリニカルリエゾン部 木村 直紀 

5、酵素項目における国際標準化への取り組み 

一般社団法人 臨床検査基準測定機構（JRMI） 桑 克彦 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 下記申込先メールアドレスにお申し込みください。申込者に、リンク先をお送り致します。 

申 込 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 E-mail：now3014@shinshu-u.ac.jp 

そ の 他 ・インターネット環境や PCが無いなど、視聴環境が整っていない施設はご相談ください。 

・講習会の最後に生涯教育登録のための行事コード、パスワードをお知らせします。日臨技

会員専用サイトから、各自で自己申告による参加登録を行って下さい。 
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その他 

第 16回長野超音波セミナー 

日  時 令和 2年 8月 1日（土） 

ライブデモンストレーション 10：00～12：00         

講演会           13：30～17：00 

場  所 佐久市佐久平交流センター  TEL：0267-67-7451 

内  容 ライブデモンストレーション  

      見落としを減らす肝臓のスクリーニング   飯田市立病院 岩下 和広 

      基礎から学ぶ膵臓のスクリーニング     飯田市立病院 岡庭 信司 

講演 

      胆管のスクリーニングを極める       飯田市立病院 岡庭 信司 

      婦人科疾患の超音波            京都第二赤十字病院 木下 博之 

      超音波でここを診る！消化管疾患の鑑別ポイント 北海道大学病院  西田 睦 

参 加 費 ライブデモのみ：2,000円 ライブデモ+講演会：5,000円 講演会のみ：3,000円 
申込要領 「seirikensa@sakuhp.or.jp」宛にメールで申し込みをお願いします 

(1)件名に“長野超音波セミナー申し込み”と記載 

(2)氏名、施設名、職種 (3)連絡先および電話番号  

(4)希望コース A：ライブデモのみ B：ライブデモ+講演会 C：講演会のみ 

申 込 先 佐久総合病院 上原 信吾  

TEL：0267-82-3131 FAX：0267-82-7807 E-mail：seirikensa@sakuhp.or.jp 

問合せ先 飯田市立病院 岩下 和広 TEL：0265-21-1255 FAX：0265-21-1266 

そ の 他 長野県在住の方のみ（定員を 80名とさせていただきます）。マスク着用。発熱・呼吸症状の 

ある方は参加できません。状況により中止になる可能性もありますので、超音波スクリーニ 

ングネットワークのホームページ内のインフォメーション 

（http://us-screening.kenkyuukai.jp/information/）を必ずご確認ください。 

事前に申し込みを頂かないと当日入場できない可能性があります 

 

2020年 7月分 会員動向（令和 2年 5月 28日〜令和 2年 6月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

727998 古畑 栞奈 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 

729246 仲田 征矢 医療法人 輝山会記念病院 

730231 川西 悠捺 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

730351 栁澤 瑞希 株式会社ミロクメディカルラボラトリー 

730357 岩間 麻利亜 長野県立こども病院 

730473 大野田 枝美 伊那中央病院 臨床検査科 

730480 佐藤 萌絵 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 

730491 山嵜 萌花 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 

730507 熊谷 美咲 国立病院機構 信州上田医療センター 

〈再入会〉 

204701 小池 美香 伊那中央病院 

〈勤務先の変更〉 

148118 関 博文   長野県立阿南病院 → 社会医療法人健和会 健和会病院 

 

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。 
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  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 

 

 

    

 

 


