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長野県臨床検査技師会主催研修会等 

第 2回微生物検査研究班研修会 

日  時 2020年 11月 13日（金）18：00～19：30 

場  所 Web研修会 

テ ー マ 医療機関における COVID-19（疑い含）患者への対応の実際 

内  容 1．飯田市立病院 臨床検査科 井原 彩夏 

2．信州大学医学部附属病院 臨床検査部 堀内 一樹 

3．地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立信州医療センター  

臨床検査科 高橋 夕子 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 会員：無料、非会員：3,000円（お支払い方法は別途ご連絡いたします） 
申込要領 ・下記申込専用 URLより、11月 12日（木）までにお申し込みください。 

・職場にて複数人で視聴される場合でも参加申し込みは個人単位で行ってください。 

・後日、Zoom 参加用のアクセス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、申し込みフォームへご入力または下記

問合せ先へご連絡ください。 

申 込 先 https://forms.gle/UFGjWnxdFzE2Ptqs5 よりお申込みください。 

上記 URLへアクセス出来ない場合は問合せ先へご連絡ください。 

問合せ先 信州大学医学部附属病院 新井 恵理子 E-mail：biseibutu@namt.jp 

そ の 他 Web研修後に配付する「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。 

 

青年局日当直者研修会「やってはいけない検査室 24時」 

日  時 2020年 11月 29日（日）13：30～16：30 

場  所 Zoomを使用したオンライン研修会 

テ ー マ 日当直業務の不安を解消します 

内  容 1．やってはいけない検査室～血液編～ 信州大学医学部附属病院 井出 裕一郎 

2．やってはいけない検査室～一般編～ 飯田市立病院 園原 政樹 

3．やってはいけない検査室～細菌編～ 諏訪中央病院 濵 直幸 

4．他施設の当直は何をやっているの？アンケート調査 

5．やってはいけない検査室～輸血～  長野赤十字病院 春原 俊哉 

6．やってはいけない検査室～生理編～  

JA長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 宮下 美里 

7、やってはいけない検査室～生化免疫編～ 

JA長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター 金井 あずさ 
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生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 会員：無料、非会員：3,000円 
申込要領 ・申込専用 URL よりお申し込みください。  

・職場にて複数人で視聴される場合でも参加申し込みは個人単位で行ってください。 

・募集定員：100名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

申 込 先 https://forms.gle/Rd9pcPn84rNYsVdw9 

上記リンクよりお申し込みください。自動返信にて Zoomの参加用リンクを配布します。 

アクセスできない場合、下記までお問い合わせください。 

問合せ先 JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 半田 憲誉 

TEL：0267-88-7185 E-mail：handa.noritaka@sakuhp.or.jp 

そ の 他 Web研修後に配付する「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年度長野県一般検査研修会 

日  時 2020年 12月 6日（日）14：00～16：15 

場  所 Zoomを使用したWeb上での開催 

テ ー マ 穿刺液検査の技術向上を目指して 

内  容 講演 1「穿刺液検体 日常検査法の推奨について」 

           諏訪中央病院 中央検査科 保科 ひづる 

講演 2「分析装置における体腔液検査 ～全自動尿中有形成分分析装置紹介も添えて～」 

シスメックス株式会社 北関東支店 学術サポート課 村上 拓志 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 会員：無料、非会員：3,000円 
申込要領 下記の申込専用の URLよりお申込みください。 

技師会ホームページの一般検査研究班ページにも同じリンクがあります。 

申込期間：2020年 11月 9日（月）～11月 30日（月） 募集人数：80名 

※職場にて複数人で視聴される場合でも申込は個人単位で行ってください。後日、Zoom 参

加用のアクセスリンクをメールにてお送りします。 

申 込 先 https://forms.gle/nMHkyLxWGjfVDKFV9 よりお申込みください。 

問合せ先 JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 髙橋 俊介 

TEL：0267-62-8181（内線 2652） E-mail：takahashi.shunsuke@sakuhp.or.jp 

そ の 他 研修会後のアンケートに回答いただくことで生涯教育登録を行います。 

WEB上で行うため、Zoom参加用のアクセスリンクと一緒にアンケート回答先の URLをお

送りします。研修会参加後にご回答ください。 

 

その他 

日臨技一斉メールテスト送信について（経過報告） 

8月号、9月号の長臨技だよりでお知らせしましたとおり、10月 13日に日臨技一斉送信機能を使用 

して会員の皆様にテストメールを送信させていただきました。ご協力ありがとうございました。日臨技 

にメールを登録してあるにもかかわらずテストメールが届かなかった方は宮原（namt@inahp.jp）まで 

ご連絡下さい。 

また、日臨技にメールが登録されておらず、今回のテストメールが届かなかった方々は、日臨技HP 

にて登録をお願い致します。登録方法等不明な場合もお問い合わせいただければ対応致します。 

なお、11月 13日金曜日に再度テスト送信を行う予定にしております。今回は長臨技だよりを添付し、 

添付ファイルがある場合のメール受信の可否に関しても確認予定です。修正作業を行われた方、新規で 

登録された方もご確認をお願いします。 
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問合せ先 伊那中央病院 臨床検査科 宮原 祥子  

TEL：0265-72-3121 E-mail：namt@inahp.jp 

 

2020年 11月分 会員動向（令和 2年 9月 28日〜令和 2年 10月 27日受付分：敬称略） 

〈転入〉 

    723679 飯塚 梨恵  新潟県 → 東信個人 

〈退会〉 

715445 遠藤 里紗  信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

719974 横沢 麻里菜 長野医療生活協同組合  長野中央病院 

〈氏名の変更〉 

722661 宮島 恵理奈（旧姓：田中） 長野市保健所環境衛生試験所 

 

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 

 

 

  

 


