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長野県臨床検査技師会主催研修会等 

2021年度（一社）長野県臨床検査技師会第 1回講演会 

2021年度定時総会（2020年度決算）の開催について 

日  時 2021年 6月 6日（日）13：00～15：20 

場  所 信州大学旭総合研究棟 9階 講義室 A/B 

松本市旭 3-1-1 TEL：0263-35-4600 

内  容 13:00 講演会 

演題：「長臨技会員、信州大学病院での 25年をふりかえって」       

講師：福島県立医科大学保健科学部臨床検査学科 准教授 菅野 光俊 先生 

14:10 長臨技表彰式 

14:20 2021年度定時総会 

今回はすべて書面表決により決議を行います 

 Zoom ID 

https://us06web.zoom.us/j/86266538510?pwd=UjFObFllUERhbzh0K1o2YW5kb1doZz09 

ミーティング ID： 862 6653 8510 

パスコード：127713 

 

※感染流行状況によっては変更となる可能性がありますのでご承知おきください。 

生涯教育点数 講演会 基礎 20点、総会 基礎 20点 

Zoom 閲覧による生涯教育点数の付与については、終了後にアンケートの提出が必須となり

ます。詳細につきましては長臨技だより 6月号に掲載します。 

申込要領 事前申し込みは必要ありません。 

問合せ先 飯田市立病院 野上 綾子 

TEL：0265-21-1255 FAX：0265-56-1411 E-mail：syomu@namt.jp 

そ の 他 今回の総会は、新型コロナウイルス感染拡大を鑑み、決議につきましてはすべて書面表決で

行いますが、当日は現地での参加、あるいは Zoom による閲覧が可能です。Zoom 参加の場

合には人数に限りがあります（100 名まで）。事前申し込みは行いませんが、上限を超えた

場合閲覧することが出来ません。可能であれば施設ごと複数人で閲覧していただくようご協

力をお願いいたします。 
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議決権行使書は 5月発行予定の長臨技会誌 2021 Vol.10 No.2に掲載しておりますので、施設

単位にまとめて 6月 4日（金）午後 3時（必着）までに事務所へお送りください（送料は各

施設負担）。会員全員の提出となりますが、4月末時点で正会員でない方の議決権行使書コピ

ーによる表決は認められませんのでご注意ください。 

 

 

第 45回長野県臨床検査学会開催に向けて 

学会長 實原正明 

 

第 45 回長野県臨床検査学会開催におきましては、新型コロナウイルス感染拡大により昨年は延期とさ

せていただきましたことを心よりお詫び申し上げます。現在、実行委員会では 2021年 11月の開催を目

指し準備を進めております。開催形態としましては、感染状況の動向を注視し現地または web による

開催を計画しておりますが、延期後の開催となりますので、新たな学会開催の形を模索しつつ、会員の

皆様にとってより実りある内容の学会が開催できるよう、役員一同努めて参る所存です。 

 

第 45回長野県臨床検査学会 

会  期 2021年 11月 28日（日） 

会  場 飯田女子短期大学 

テ ー マ “愛”～誰かの為に、みんなの為に～ 

内  容 ・一般演題発表 

     ・シンポジウム「新型コロナウイルスに対する取り組みと検査」 

     ・教育講演 

        栗山会飯田病院副院長 病理診断科部長 土屋眞一先生 

        飯田市立病院 診療技幹兼内視鏡センター長 岡庭信司先生 

        がん研有明病院 乳腺センター乳腺外科 坂井威彦先生 

     ・一般公開講演 

        講師：三四六 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 参加費：3,000円 当日 3,500円 
募集要項 幅広い分野から一般演題を募集致します。 

会員の方：演題・抄録登録方法は、5月中に長臨技ホームページ内に提示します。 

非会員（学生含む）の方：メールでの演題・抄録申込となります。演題・抄録登録を行う方 

は、kensa1@seguchi-nouge.or.jp（学術担当 川手）にご連絡ください。抄録用テンプレー 

トを送付致します。 

演題・抄録募集期間：2021年 6月 1日～7月 31日 

学会に関する問い合わせ先 

学会事務局長 飯田市立病院 臨床検査科 関島 康弘       

TEL：0265-21-1255（内線 2080）FAX：0265-56-1411 E-mail：y-skjm@imh.jp  

演題・抄録・発表に関する問い合わせ先 

学会学術担当 瀬口脳神経外科病院 検査科 川手 応記 

TEL：0265-24-6655 E-mail：kensa1@seguchi-nouge.or.jp 

そ の 他 新型コロナウイルスの状況によっては、急遽 web による開催に変更になる可能性もありま

す。今後の長臨技だより等でお知らせします。 

 

2020年度長野県精度管理調査改善検討会 

日  時 2021年 5月 1日（土）0：00 ～2021年 5月 31日（月）23：59 
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場  所 動画視聴形式 

2020年度長野県精度管理調査改善検討会をYouTubeによる解説動画を視聴いただく形式にて下記の

通り開催いたします。 

動画視聴ならびにアンケート回答を公開期間中に行っていただけますと、受講扱いとみなし日臨技生

涯教育登録を事務局にてさせていただきます。多くのご視聴をお願いします。 

解説動画公開期間  ：2021年 5月 1日～5月 31日 

アンケート受付期間：2021年 5月 1日～5月 31日 

解説動画の視聴について 

解説動画は各部門に分かれております。各施設内では参加した全ての部門をできるだけご視聴頂くよ

うお願いいたします。（最低 1部門以上のご視聴で受講済みとなり、生涯教育登録が可能となります。） 

各動画の最後に、動画視聴確認用のキーワードが表示されますので、必ずメモ書きなどでお控えくだ

さい（このキーワードをアンケートで正しく回答しないと日臨技生涯教育登録されません） 

各動画へのアクセスは、別紙１「QR コード一覧・アドレス一覧」をご利用ください。スマートフォ

ンからの視聴も可能です。視聴の際にはキーワードを控える準備をお願いします。 

動画視聴登録とアンケート回答 について 

アンケートは以下の URL から回答できます。裏面に QR コードも掲載していますので、スマートフ

ォンからの回答も可能です。回答時にはご自分のメールアドレスの入力をお願いいたします。 

URL：https://forms.gle/T6R1DyDBgo6NT5uc7 

※受講済として受理するための条件は、以下の 2点です。 

(1)最低 1部門以上の正しい視聴確認キーワードを回答いただく事（視聴していない部門は「視聴せず」

を選択ください） 

(2)アンケート中の「レポート記載欄」に、動画視聴の感想、精度管理調査参加の感想などをご記載い

ただく事 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料 

申込要領 事前申し込みは必要ありません。 
問合せ先 信州大学医学部附属病院 武市 尚也 

TEL：0263-37-3494 E-mail：ntakeichi@shinshu-u.ac.jp 

 

第 13回山梨県長野県合同一般検査研修会 

日  時 2021年 5月 23日（日）  

場  所 ZoomによるWeb研修会 

内  容 No.274 4月号に掲載済みです。 ※詳細は別紙２参照 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 会員：無料 
申込要領 日臨技WEB事前登録制（申し込み期間 4月 1日～5月 14日） 

日臨技HPの会員専用ページ（http://www.jamt.or.jp/）からログインして事前参加登録を 

行ってください。非会員、もしくは HPからの登録が困難な方は研修会事務局 

（watanabe-amgt@ych.pref.yamanashi.jp）までご連絡ください 

※定員を 400人に変更しました 

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 

※もしくは別紙の問い合わせ先まで直接ご連絡ください 

 

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 3 年度「研究奨励金」授与候補者ならびに「藤田光一郎
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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：2021年 6月 18日（金）※事務局必着 

 

第 13回超音波に親しむ会 

日  時 2021年 6月 12日（土）13：00～16：00  

場  所 飯田市立病院 南棟 3F 講義室  

※ハイブリット方式 現地開催（最大 80名）および施設単位のWEBの併用 

内  容 ライブセミナー 

「予後の良い膵がんを拾い上げるために超音波をどのように活用すべきか」 

飯田市立病院 消化器内科 岡庭 信司 

教育講演 

「肝疾患診療に活かす超音波血流イメージング技術の最前線」 

岩手医科大学医学部 内科学講座消化器内科肝臓分野 黒田 英克 

参 加 費 2,000円 

申込要領 現地参加ご希望の方は、検温、マスク装着、1週間以内の感染多発地域への往来を控えるな 

どの感染防御対策に留意してお越しください。 

WEB受講をご希望の施設は 6月 2日までに、連絡先、責任者、参加人数を明記の上、事務 

局にお問い合わせください（mail：shitashimu-us2014@imh.jp）。 

WEBの場合は 2名以上でご参加ください 

そ の 他 本会は日本超音波医学会認定超音波検査士の資格更新 5単位が取得できます。 

※新型コロナウイルスの影響による内容の変更または中止にさせて頂く可能性がございま 

す。変更が生じた際には NPO超音波スクリーニングネットワークのホームページ 

（http://us-screening.kenkyuukai.jp/event/）に掲載したしますので必ずご確認ください。 

 

2021年 4月分 会員動向（令和 3年 2月 28日〜令和 3年 3月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

731524 飯島 美佳 南信個人 

731566 堀田 奈津江 中信個人 

731567 橋詰 拓磨 長野臨床検査センター 

731681 𠮷川 未紗 飯田市立病院 

731732 大橋 美沙季 昭和伊南総合病院 臨床検査科 

731795 倉島 裕一 医療法人財団大西会 千曲中央病院 

731882 鈴木 晴媛 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

731961 鉢呂 彩花 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

732034 山﨑 香織 長野県立こども病院 

732124 新海 拓真 北信個人 

732256 山﨑 美優 諏訪赤十字病院 検査・輸血部 

732315 藤村 哲士 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

732316 髙谷 美紅 諏訪赤十字病院 検査・輸血部 

732330 森 広太朗 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

732374 平谷 早菜 諏訪湖畔病院 

732530 新井 早季 中信個人 

〈転入〉 

200779 岡村 治 新潟県 → 独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター 

204537 山内 一由 茨城県 → 信州大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 

701678 兒玉 伊世 大阪府 → 長野県松本保健福祉事務所 検査課 

706182 宮山 和樹 群馬県 → 国立病院機構 信州上田医療センター 研究検査科 
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709572 那須野 智美 埼玉県 → 南信個人 

709941 飯田 詩穂 石川県 → 中信個人 

717180 中戸川 浩平 埼玉県 → 国立病院機構 信州上田医療センター 研究検査科 

719766 二宮 秀伸 大阪府 → 国保依田窪病院 検査科 

726134 呉 詩星 埼玉県 → 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

727098 小倉 弥央 愛知県 → 中信 

〈退会〉 

200385 菊池 重忠 JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

200405 今村 明美 社会医療法人栗山会 飯田病院 臨床検査科 

200423 荻原 毅 JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

200580 有賀 昌子 岡谷市民病院 

200591 青木 政子 一般社団法人 松本市医師会 松本市医師会検査健診センター 

200675 松嶋 寛 長野県赤十字血液センター 

200703 渡辺 達男 長野県健康づくり事業団伊那健康センター 

200723 小山 米子 国保依田窪病院 検査科 

204163 木下 まなみ 長野臨床検査センター 

204484 中村 佐和子 北信個人 

204683 塩野 照代 長野医療生活協同組合  長野中央病院 

204985 田中 ゆう子 医療法人健静会 上田病院 

205085 酒井 利枝 南信個人 

205096 鎌倉 伸子 JA長野厚生連下伊那厚生病院 

716708 廣田 成美 中信個人 

〈転出〉 

135811 前澤 直樹 独立行政法人 国立病院機構 まつもと医療センター → 東京都 

204436 齊川 祐子 長野県立こども病院 → 東京都 

704518 横井 貴之 国立病院機構 信州上田医療センター → 千葉県 

710317 田中 絵理伽 諏訪赤十字病院 → 山梨県 

718197 鈴木 眞 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 → 千葉県 

725644 大川内 沙織 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 → 東京都 

728100 蜂巣 智也 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 → 群馬県 

〈新規施設〉 

    9700034 このはなクリニック 

    〒396-0012 長野県伊那市上新田 2426 TEL：0265-98-8814 FAX：0265-98-8820 
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別紙１ 

2020年度長野県精度管理調査改善検討会  

【動画アクセス用 QRコード一覧】 

臨床化学 血液 免疫血清 
   

細胞 一般 微生物 

 
  

輸血 病理 生理 
   

動画視聴登録＆ 
アンケートサイト 

 

 

【アドレス一覧】以下のアドレスを手入力でもご覧いただけます 

臨床化学 https://youtu.be/8PZ4Wpt5EzE 

血 液 https://youtu.be/XtrRiIUTj9k 

免疫血清 https://youtu.be/l_P6YrbmXgg 

細 胞 https://youtu.be/gOHjhaoqjYs 

一 般 https://youtu.be/Mjmji9GBfLw 

微生物 https://youtu.be/E-dLH3f99ck 

輸 血 https://youtu.be/uFUPKDkDohc 

病 理 https://youtu.be/FAwtmFr6dxo 

生 理 https://youtu.be/9sFkNxKxBUI 

アンケート https://forms.gle/T6R1DyDBgo6NT5uc7 
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別紙２ 

 

 


