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会長就任のあいさつ 

一般社団法人長野県臨床検査技師会 会長 實原 正明 

この度 2021 年度定時総会ならびに理事会におきまして、会長に再任いたしましたのでご挨拶を申し

上げます。前体制で臨んだ 2年間は、自然災害やパンデミックにより従来通りに事業を進めることができず、

置かれた状況下で我々ができることを模索しつつ、会員の皆様にも多くのご支援・ご協力をいただき、臨床

検査技師としての使命を全うすべく取り組んでまいりました。同時に、これまでの価値観やあり方を考えさ

せられる機会となりました。これらの経験がこれからの 2 年間に活かせるよう役員一同歩みを進めて参り

ます。 

 本年度は新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、従来から取り組んでまいりました生涯教育、

検査と健康展・がんイベント・感染症イベントの公益事業を継続しつつ、「臨床検査技師の学術技能の研鑽及

び発展、並びに医療及び公衆衛生の向上を図り、もって長野県民の健康の維持増進」への寄与を目標とし以

下の事業を進めてまいります。 

1．行政・地域保健活動への参加・協力に関する事業として、災害対策は近々の課題と考えています。台風 

19号災害を振り返ると共に、我々医療人としての使命を果たすための研修会を実施し、行政との連携や 

DVT実施手順の構築を実現化させ、長野県との協定締結を目指します。 

2．検査精度事業の向上・標準化の推進事業として、SARS-CoV-2検査の外部精度管理実施に向けた取り組 

みを進めてまいります。多くの施設で実施可能となった SARS-CoV-2検査に対し精度保証を充実させるこ 

とで県民の皆様が安心して検査を受けられるよう整備してまいります。 

3．臨床検査に関する知識の普及啓発及び情報発信事業として、医師の働き方改革によるタスクシフティン 

グにおける臨床検査技師の役割は再考すべき課題と考えています。今求められる臨床検査技師の役割を積 

極的に遂行しつつ、臨床検査技師を取り巻く環境の変化を見据えた未来の検査技師のあり方を模索し、 

多職種連携・チーム医療の中で確固たる職種として確立させ、良質な医療提供に貢献できるよう努めてま 

いります。 

4．資質向上事業である当会最大のイベント「第 45回長野県臨床検査学会」は 2021年 11月 28日に飯田市 

飯田女子短期大学キャンパスにおいて南信支部が担当で開催します。一年延期を余儀なくされましたが、 

多くの会員の参集のもと、日々研鑽の成果を発表し、会の活性化に繋げたいと考えます。 

これからも役員一同が協働して（一社）長野県臨床検査技師会が益々発展できるように努めてまいりま

すので、皆様からの変わらぬご支援を賜ります様お願い申しあげまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

2021・2022年度一般社団法人長野県臨床検査技師会役員一覧 

6月 6日（日）に開催されました 2021年度定時総会にて、下記役員が選任されました。 

［任期：2021年 6月 6日～2023年度に開催される定時総会まで］ 

会長 實原 正明 飯田市立病院 臨床検査科 

副会長 宮原 祥子 伊那中央病院 臨床検査科 

副会長 中山 朋秋 
JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

臨床検査科 
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常務理事 阿藤 由理 
JA 長野厚生連南長野医療センター 篠ノ井総合病院 

臨床検査科 

理事（庶務兼事務局長） 野上 綾子 飯田市立病院 臨床検査科 

理事（会計） 山本 美枝 諏訪中央病院 技術部 中央検査科 

理事（学術部長兼生涯教育） 笠井 大助 地方独立行政法人 長野市民病院 臨床検査科 

理事（精度管理事業部兼標準化精度保証） 藤原 祝子 
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 

理事（学術誌／総務感染対策） 堀内 一樹 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

理事（青年局兼社会福祉部長補佐） 半田 憲誉 
JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 

臨床検査科 

理事（特別委員会担当） 佐々木 朝海 
JA 長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 

臨床検査科 

理事（表彰兼県学会式典） 青木 佑太 医療法人平成会 小島病院 臨床検査科 

理事（広報・HP） 楜澤 由美 医療法人丸山会 丸子中央病院 臨床検査科 

理事（賀詞交歓会） 藤森 晶子 伊那中央病院 臨床検査科 

理事（社会福祉部長兼関係団体交流） 岩渕 恭子 
地方独立行政法人 長野県立病院機構 

長野県立こども病院 臨床検査科 

理事（職能教育部長） 萩原 俊美 
JA長野厚生連富士見高原医療福祉センター  

富士見高原病院 臨床検査科 

理事（北信支部長兼会員管理補佐） 竹内 誠志 医療法人 鈴木泌尿器科 検査室 

理事（中信支部長兼会員管理補佐） 中野 聡 
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  

臨床検査センター検査科 

理事（東信支部長兼会員管理補佐） 中澤 裕司 
社会医療法人恵仁会 くろさわ病院  

医療技術課 臨床検査室 

理事（南信支部長兼会員管理補佐） 西尾 昌晃 飯田市立病院 臨床検査科 

監事 赤羽 貴行 安曇野赤十字病院 検査部 

監事 井出 充 社会医療法人抱生会 丸の内病院 診療技術部検査課 

顧問 上原 昭浩 長野医療生活協同組合 本部 総務部 

顧問 村山 範行 安曇野赤十字病院 検査部 

研究班長一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究班班長（臨床化学・免疫血清） 島崎 朋之 地方独立行政法人 長野市民病院 臨床検査科 

研究班班長（一般） 髙橋 俊介 JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 臨床検査科 

研究班班長（血液） 仲條 夏海 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 臨床検査センター検査科 

研究班班長（微生物） 小口 はるみ 諏訪赤十字病院 検査・輸血部 

研究班班長（生理） 大井 さおり 国保浅間総合病院 臨床検査科 

研究班班長（病理） 西雄 一貴 JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 病理診断科 

研究班班長（細胞） 塩野谷 理江 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 病理検査室 

研究班班長（輸血） 小嶋 俊介 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 

研究班班長（遺伝子・染色体） 松田 和之 信州大学 医学部保健学科 
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2021年度（第 36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 10.遺伝子 

申し込み期間：2021年 7月 1 日（木）～2021年 7月 30日（金）必着 

・昨年度と同様、申込用紙の配布は致しません。 

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/ 

・今年度は変更点・注意点が多くありますので募集要領をよく読み、間違いのないようにお願い致しま

す。 

・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必ず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 

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 

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”～だれかのために、みんなのために～ 

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」 

     ・教育講演 テーマ「がん医療の最前線」 

        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：松山三四六さん 

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、長臨技ホームページ内に提示してあります通り、 

JAMT(http://www.jamt.or.jp/)の会員専用ページよりログインし、日臨技会員メニューから 

学会演題発表・査読・講義資料アップロードタブより第 45回長野県臨床検査学会を選択し、 

演題・抄録登録を行ってください。 

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       
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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。開催の決定は 8月末に行い、長臨技報等でお知らせします。 

 

2021年度長野県臨床検査技師会南信支部諏訪地区第 1回講習会 

日  時 2021年 7月 27日（火）18：00～19：00 

場  所 Web開催 

テ ー マ SARS-CoV-2抗体検査について 

内  容 SARS-CoV-2抗体検査について、ワクチン接種と抗体価についてなど最新情報を交えた講演 

をしていただく予定です。 

「SARS-CoV-2抗体検査に関する最新情報」 

アボットジャパン合同会社診断薬機器事業部セールステクニカルソリューション部 

学術情報室マネージャー 村上 聡 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 諏訪地区だよりに掲載 

問合せ先 岡谷市民病院 検査科 飯島 舞 

TEL：0266-23-8000（内線 5032）E-mail：0milktea.1140@gmail.com 

 

2021年度新人会員Web研修会 

日  時 2021年 8月 1日（日）13：00～16：00 

場  所 Web研修（Zoom使用） 

テ ー マ 施設を越えた繋がりを育み、自ら考え実践できる技師 

内  容 ・新入会員の心得と検査技師の役割 

・本会の機構と事業について 

・日臨技の概要 

・青年局より先輩技師からのアドバイス 

・グループワーク 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 対象者は、2019年～2021年度入会会員で 2019年度未受講の方、現在申請中の方を含みま

す。5月末までに入会届けのあった対象者には、担当者より参加案内を送付いたします。案

内の必要事項を確認のうえメールにて長臨技事務所までお送り下さい。 

定員 80名（人数を超えた場合は、2019年度入会の方を優先とします）締切：7月 21日（水） 

申 込 先 長臨技事務所 E-mail：office@namt.jp 

問合せ先 富士見高原病院 臨床検査科 萩原 俊美 

TEL：0266-62-3030 内線 2198 FAX：0266-62-3073 E-mail：kensa_ict@fujimihp.com 

 

第 63回病理組織研修会 

日  時 2021年 8月 2日（月）～8月 30日（月） 

場  所 Youtubeを利用したWeb研修会 

内  容 病理組織検査におけるタスク・シフティング-切り出し編- 

1、「タイトル未定」   飯田市立病院 臨床検査科 北原 康宏  
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2、「タイトル未定」   地方独立行政法人長野市民病院 臨床検査科 山口 真愛 

病理組織検査におけるタスク・シフティング -病理解剖編- 

1、「病理解剖執刀医の立場から解剖業務の円滑な進め方について」 

信州大学医学部病理組織学講座 松本 有機 

2、「佐久病院における病理解剖の概要」 

JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 臨床検査科 松本 匡人 

3、「タイトル未定」 

社団医療法人財団慈泉会 相澤病院 臨床検査センター 加藤 昌希 

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 8月 25日（水）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 JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 臨床検査科（病理検査室） 西雄 一貴 

TEL：0267-62-8181 (内線 2660) FAX：0267-88-7342 E-mail：pathology@sakuhp.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。 

 

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 2021年 8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 生化学・免疫、血液、一般、細菌、輸血、生理の 6 分野のうち日当直で扱う検査について、

やってはいけないこと、困った状況での対応法などを中心に講義をおこないます。 

※詳細は来月の長臨技だよりに掲載予定です 

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/TW4ioqooMEaKJxNv7 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 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。 

 

その他 

第 39 回日本臨床化学会甲信越支部総会 

第 19 回生物試料分析科学会甲信越支部総会 

日  時 2021年 7月 17日（土）12：30～18：10 

場  所 Web開催 

内  容 第 19回生物試料分析科学会甲信越支部総会 

12:30～13:00 生物試料分析科学会支部総会 

13:00～13:40教育講演 1 「バリデーションに必要な統計学の基礎理解」 
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北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科 小林 浩二  

13:45～14:25 教育講演 2 「国際的な標準化;ISO15189 認定取得について」 

新潟大学医歯学総合病院診療支援部 臨床検査部門 星山 良樹  

第 39回日本臨床化学会甲信越支部総会  

14:30 ～ 15:00 日本臨床化学会支部総会 

15:00 ～ 15:40 教育講演 3「R-CPC」 

15:45 ～ 16:15 特別企画「一般演題」 

16:20 ～17:10 退官記念講演  

福島県立医科大学保健科学部 臨床検査学科 菅野 光俊  

「臨床化学検査と免疫検査の進歩と研究」 

信州大学学術研究院保健学系 検査技術科学専攻病因・病態検査学領域  

奥村 伸生 

17:15 ～18:05 特別記念講演 「不思議な粒子:HDL 研究の魅力」  

順天堂大学大学院医学研究科 臨床病態検査医学 三井田 孝 

参 加 費 無料 
申込要領 氏名、所属、電話番号、メールアドレス、会員番号（日本臨床検査技師会）を記載して、 

下記の申込先までメールにてお申し込みください。申込期限：2021年 7月 10日 

申 込 先 新潟大学医歯学総合病院 検査部 藤巻 隼  

TEL：025-227-2682 E-mail：kagakukai.koushinetsu@gmail.com 

問合せ先 信州大学医学部附属病院 宇佐美 陽子 

TEL：0263-37-2800 E-mail：yoko89@shinshu-u.ac.jp 
 

長野心エコーWebセミナー 

日  時 2021年 7月 29日（木）19：00～20：00 

場  所 Web開催 

テ ー マ 心肥大を診たとき疑うべき疾患 

内  容 「肥大心に潜む心アミロイドーシス～早期診断・治療の意義」 

       信州大学医学部附属病院 循環器内科 南澤 匡俊 

「心アミロイドーシスの早期診断に役立つ心エコー情報」 

       信州大学医学部 循環器内科学講座 先端心臓血管病センター 井口 純子 

参 加 費 無料 
申込要領 視聴を希望される場合は、申込先担当者宛のメールに「ご施設名」「ご所属」「お名前」を記

載しご連絡をお願い致します。事前登録の URL を担当者より送信させて頂きます。 

申 込 先 ファイザー株式会社 斎藤 栄伸 E-mail：Yoshinobu.saito@Pfizer.com 

問合せ先 信州大学医学部附属病院 臨床監査部 倉田 淳一 

TEL：0263-37-3496 FAX：0263-34-5316 E-mail：junbike@shinshu-u.ac.jp 

 

2021年 6月分 会員動向（令和 3年 5月 28日〜令和 3年 6月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

732514 伊東 実春 南信個人 

733393 新津 美咲 JA長野厚生連長野松代総合病院 

733416 高沢 百夏 しいな医院 

733575 倉 菜々美 JA長野厚生連長野松代総合病院 

734116 上田 尚子 しいな医院 

〈再入会〉 

204336 赤羽 由紀 信州大学医学部内科学第二教室 

204909 丸山 加奈子 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 
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〈退会〉 

204891 中村 佳奈 長野臨床検査センター 

205131 関崎 奈都子 中信個人 

〈転出〉 

204538 菅野 光俊 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 → 福島県 

720721 植村 香苗 株式会社 ミロクメディカルラボラトリー → 神奈川県 

721041 石岡 佑一 株式会社 ミロクメディカルラボラトリー → 埼玉県 

 

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 

 

 

     


