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2020年度 長臨技 各種表彰者（敬称略） 

長臨技 功労者表彰 

中林 徹雄 

 

長臨技 永年職務精励者表彰 

塩野 照代、続木 利江、手塚 佳代子、髙山 由美子、村松 淳子、手塚 佳子、白石 淑子、 

内田 清志、保科 聡子、芝野 牧子、矢野 博之、牛澤 紀子、大石 悦子、内田 美咲、 

肥後 照幸、堀内 真恵、竹下 智子、倉田 真由美、木下 由子、高橋 恵子、内藤 美春、 

北澤 優、川井 光、市川 博章、寺澤 由紀 

                        

表彰式は 6月の総会で行われます。 

 

問合せ先 諏訪赤十字病院 藤森 和樹  

TEL：0266-52-6111（3176）FAX：0266-57-6371 E-mail：seirikinou@suwa.jrc.or.jp 

 

 

新年明けましておめでとうございます 

皆様におかれましては健やかに、新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

2020 年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）という世界に大きな影響を与える事態に向き合

った一年でした。それに伴い、皆様の生活にも大きな変化や影響がおよんだ事と想像いたします。そう

いった中でありますが、こうして新年を迎え皆様にご挨拶ができますこと幸いに存じます。 

 さて、長野県臨床検査技師会では實原会長を中心に役員が一丸となり 2年目の技師会運営を行って参

りました。コロナ禍は技師会運営においても例外でなく、未経験で予測が立たない事態への対応と変化

を求められました。技師会活動は全体的に縮小を余儀なくされましたが、そのような中でも事業の推進

におきましては各研究班等、多くの皆様にご尽力いただきました。当会は長きにわたり、社会貢献とし

ての公益事業、地域住民の健康増進に寄与することを基本方針に掲げ取り組んで参りました。このよう

な状況下ではありますが引き続き当会の使命を全うすべく、更なる貢献を目指し工夫をしながら邁進し

て参ります。そして職能団体としての学術活動に重点を置き、臨床検査技師としての知識・技術の向上

を研鑽して参ります。 

本年は、国が進めるタスクシフト・シェアリングが一層進むことが予想され、それらに関しても当会

は多職種と連携し積極的な取り組みを進めます。何れにしましても、会員諸氏が求める技師会を第一に、

更なる当会の発展に貢献すべく役員一同取り組んでいく所存です。会員の皆様のご支援とご協力をお願

い致します。 

最後に本年も会員各位、関係団体、賛助会員の皆様がご健勝でご多幸でありますよう、心からお祈り

申し上げます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

文責 中山 朋秋 
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長野県臨床検査技師会主催研修会等 

第 62回病理組織研修会 

日  時 2021年 1月 18日（月）～2月 15日（月） 

場  所 Youtubeを利用したWeb研修会 

内  容 2020年度精度管理調査報告（病理部門） 

1、「HE染色」 佐久市立国保浅間総合病院 臨床検査科 林 和樹 

2、「免疫染色」 飯田市立病院 臨床検査科 北原 康宏 

初心者のための病理技術基礎講座 vol.3 

「実践！免疫染色トラブルシューティング ～精度管理の第一歩～」 

長野赤十字病院 病理部 佐藤 秀太 

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 1月 11日（月）までに、施設名・氏名・連絡先（E-mail・電話番号）・技師会番号を記入 

し、 E-mail にてお申し込み下さい。 

申 込 先 長野赤十字病院 病理部 佐藤 秀太  TEL：026-226-4131 (内線 5111) 

FAX：026-228-8439 E-mail：shuta@nagano-med.jrc.or.jp 

そ の 他 認定病理検査技師資格更新指定研修会ではありませんので、ご了承ください。 

動画視聴後のアンケート回答をもって、参加確認とし、講演資料の送信および生涯教育点数

の付与をいたします。 

 

2020年度血液研究班研修会 

日  時 2021年 2月 6日（土）～2月 21日（日） 

場  所 Youtubeを利用したWeb研修会 

内  容 講演 1「血算・凝固検査のデータから考えられること（仮）」 

講師：信州大学医学部附属病院 臨床検査部 宮﨑 あかり 

講演 2「末梢血液像の基礎（仮）」 

講師：社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 臨床検査センター 仲條 夏海 

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 ・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込は個人単位で行ってください。 

締め切り：2月 18日（木）まで 

申 込 先 https://forms.gle/gUu322HGuZxw4qo16 よりお申し込みください。 

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 長野市民病院 臨床検査科 荒木 千紘 

TEL：026-295-1199（内線 2217）E-mail：chihiro_komatsu@hospital.nagano.nagano.jp 

そ の 他 Web研修会後に配付する「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。 

 

臨床検査技師に対するタスク・シフティング業務啓発事業 

場  所 Web研修（Zoom予定） 

内  容 日臨技から都道府県技師会に対し、「タスク・シフティング等医療勤務改環境改善推進事

業都道府県研修会」の開催依頼が来ています。開催予定は 2月としていますので、2月号

で具体的な研修会開催案内を掲載する予定でおります。この研修会は、厚生労働省補助事

業「タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業の間接補助事業」に応募し、採択
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された事業となり、今回の研修では現行制度上実施可能な業務に関して研修することとな

ります。この都道府県開催研修を受講するにあたって 1月 4日公開予定の日臨技HP「臨

床検査技師に対するタスク・シフティング業務啓発事業」のビデオ研修受講が必須条件と

なっています。研修会参加希望の方は事前に日臨技 HPをご確認いただき、研修を受講さ

れますようお願い致します。 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料 

申込要領 1月 4日から開催される日臨技主催WEB研修会に関しては日臨技 HPより申し込んでくだ

さい。 

長臨技が開催する研修会の申し込みは 2月号でご案内します。 

問合せ先 伊那中央病院 臨床検査科 宮原 祥子 

TEL：0265-72-3121内線 2400 E-mail：namt@inahp.jp 

 

2021年 1月分 会員動向（令和 2年 11月 28日〜令和 2年 12月 27日受付分：敬称略） 

〈転出〉 

    709887 清滝 純一  株式会社ミロクメディカルラボラトリー → 埼玉県 

〈退会〉 

200533 花岡 浩明 長野赤十字病院 

723782 白井 貴大 長野医療生活協同組合  長野中央病院 

 

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。 

  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。 

 

 

 

   

 

 

 


