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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（演題募集最終案内） 

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～8月 20日（延長しました） 

なおこれ以上の延長はしません。最終締め切りとなります。 

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。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年度長野県一般検査初心者講習 

日  時 2021年 6月 14日（月）～ 2021年 9月 30日（木） ※約 3ヵ月半公開します 
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場  所 Web上での開催 

YouTube上で限定公開する動画を各自に視聴していただく形式 

テ ー マ 尿沈渣・穿刺液検査（髄液は今回はポイントのみ解説）の基礎的な内容 

内  容 No.276 6月号に掲載済みです。 

また長臨技ホームページの一般検査研究班ページにも掲載しています。 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 会員：無料 非会員：3,000円（徴収方法は申込の返信にてお伝えいたします） 
申込要領 下記の申込専用の URL（Googleフォーム）よりお申込みください。 

長臨技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。 

申込先：https://forms.gle/VL6E71dtudYpoTLZ6 

※申込は個人単位で行ってください。 

自動で、登録いただいたメールアドレスに回答内容が送信されますので、届かない場合は登

録アドレスに間違いがないかご確認ください。 

返信にて、動画先の URLおよび QRコードをお伝えします。お手数ですが、申し込み後 3

日以内にURL等を記載した返信がない場合は下記までお問合せください。 

2021年 6月 14日（月）～2021年 9月 30日（木） 実施期間中に随時受付いたします。 

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 動画視聴後にアンケートに回答いただいた参加者についてのみ生涯教育の登録を行います。

詳細は申込の返信でお伝えします。 

 

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.「切り出し業務のポイント Vol.2」     

飯田市立病院 臨床検査科 北原 康宏  

2.「技師による切り出しについて～生臓器処理から切り出しまで～」          

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教室 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.「当院技師による解剖介助」 

社会医療法人財団 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。 

問合せ先 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。 
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2021年度臨床化学・免疫血清研究班初心者講習会 

日  時 2021年 8月 21日（土）13：00～16：00 

場  所 WEB開催（ZOOM使用） 

内  容 13：05～13：50（45分） 

「こんな時どうする？生化学検査の基礎」 講師：長野赤十字病院 検査部 大塚 翔平 

14：00～14：45（45分） 

「検査試薬の基礎的な事と検討の仕方」  講師：相澤病院 検査科 武井 崇弘 

14：50～16：00（70分） 

「R CPC」               講師：長野市民病院 臨床検査科 島崎 朋之 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 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。後日、ZOOMの ID、パスコードをお送りいたします。 

申し込み期限：2021年 8月 15日（日） 

申 込 先 長野市民病院 臨床検査科 島崎 朋之 

TEL：026-295-1199（2212） FAX：026-295-1167  

E-mail：tomoyuki_shimazaki@hospital.nagano.nagano.jp 

そ の 他 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。 

 

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 1. やってはいけない検査室～生理編～  

JA長野厚生連長野松代総合病院 宮原 遼 

2. やってはいけない検査室～血液編～ 飯田市立病院 久保敷 遥歩 

3. やってはいけない検査室～細菌編～ 

株式会社ミロクメディカルラボラトリー 中野 瑛介 

4. やってはいけない検査室～生化・免疫編～ 昭和伊南総合病院 松尾 賢 

5. やってはいけない検査室～一般編～ 信州大学医学部附属病院 七戸 加奈 

6. やってはいけない検査室～輸血編～ 

JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター 中曽根 允彦 

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 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。 
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2021年度第 1回微生物検査研究班研修会 

日  時 2021年 9月 28日（火）18：00～19：30 

場  所 Web開催（Zoom使用） 

テ ー マ 日常検査やサーベイランスに活用可能な情報 

内  容 1.「CLSIの変更点について」 ベックマン・コールター株式会社 関谷 健 

2.「耐性菌の検査法」     栄研化学株式会社 澤山 あい 

3.「SICSSについて（仮）」  信州大学医学部附属病院 臨床検査部 堀内 一樹 

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、9月 21日（火）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送ります。（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/uShNfWmvpAeJ9f3p8 よりお申込みください。 

上記 URLへアクセスできない場合は問合せ先へご連絡ください。 

問合せ先 諏訪赤十字病院 小口 はるみ E-mail：biseibutu@namt.jp 

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

2021年度細胞診初心者講習会 

日  時 2021年 9月中旬～下旬 

場  所 YouTubeを利用した web研修会 

テ ー マ 細胞診の基礎と形態 ～細胞検査士試験対策～ 

内  容 今年度もオンデマンド形式で行います。 

問題形式でスライド出題し、その後 YouTubeを利用し、音声付き PowerPointの動画で解説 

を予定しています。 

・婦人科       長野赤十字病院     技師 佐藤 秀太   

・呼吸器・その他   佐久医療センター    技師 井出 伸也   

・乳腺・甲状腺    信州大学医学部附属病院  技師  下條 康代  

・泌尿器・体腔液   飯田市立病院      技師 北原 康宏  

・標本作製・技術   篠ノ井総合病院     技師 藤森 俊平   

生涯教育点数 専門 20点 CT（JSC10 IAC7）予定（確認中） 

参 加 費 会員：無料 非会員：3,000円 
申込要領 9月 3日（金）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。 

※申し込み後、受付確認のメールを返信いたします。1週間以内にメールが届かない場合は、

下記申込先にご連絡ください。 

申 込 先 篠ノ井総合病院 塩野谷 理江 

TEL： 026-292-2261（内線 4971） E-mail：gochopin0918@gmail.com  

そ の 他 今年度も昨年度に引き続き、細胞試験に標本作製・技術が含まれない可能性も考えられます

が、細胞検査士の基本になりますので、受講項目といたしました。 

 

日本臨床衛生検査技師会及び関東甲信地区臨床検査技師会主催研修会 

第 33回日臨技首都圏支部・関甲信支部微生物研修会 

日  時 2021年 11月 1日（月）12：00 ～11月 30日（火）12：00  
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場  所 WEB開催 

テ ー マ Next stage～いま微生物検査に求められる事～ 

内  容 講演 1「グラム染色の基礎から応用～付加価値のある結果報告を求めて～」 

千葉市立海浜病院 臨床検査科 静野 健一  

講演 2「各種微生物の同定検査～過去から未来へ～」  

株式会社スギヤマゲン 開発室 霜島 正浩 

講演 3「薬剤耐性菌の世界的な動向とその検査法」 

         埼玉県立大学 保健医療福祉学部 准教授 岸井 こずゑ 

講演 4「PCR 検査の応用～新型コロナウイルス感染症を経験して～」 

         埼玉医科大学病院 中央検査部 部長 前田 卓也 

講演 5「新たなる時代の微生物検査技師へ～求めること、伝えたいこと～」 

国際医療福祉大学 成田保健医療学部 学部長 長沢 光章 

生涯教育点数 専門 30点 

参 加 費 一般会員：1,000円 賛助会員：1,000円 非会員：8,000円 
申込要領 会員：日臨技 HP「会員専用サイト」にログインし、日臨技会員メニュー「行事日程・参加

申込・受講書類 など」より本研修会を選択。「事前参加申請」より会員番号・設問必須項目

を入力して申し込みしてください。 

申込締切：2021年 8月 31日（火）※期限にご注意ください。募集人数：180 名 

※非会員、賛助会員の申込方法、参加費振込方法については、事前に配布済みの案内を参照 

してください。 

申 込 先 埼玉医科大学国際医療センター 中央検査部 渡辺 典之 

TEL：042-984-4371（直通）FAX：042-984-4371 E-mail：noriyuki@saitama-med.ac.jp 

 

第 23回首都圏支部・関甲信支部輸血検査研修会 

日  時 2021年 12月 11日（土）～12月 26日（日） 

場  所 JAMTISを利用したオンデマンド形式によるWEB開催 

テ ー マ ヒューマンエラーの無い輸血医療を目指して 

内  容 1、輸血医療におけるヒューマンエラーの実態 

虎の門病院 輸血部 牧野 茂義 

2、患者安全ガイド（輸血編）について 

昭和大学江東豊洲病院 臨床病理検査室 坂本 大 

3、採血時の取り組み（患者照合や RFIDの利用について） 

帝京大学医学部附属病院 中央検査部 奥藤 由紀子 

4、輸血検査の自動化とコンピュータクロスの運用について 

東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科 輸血室 杉本 達哉 

5、輸血管理から実施まで 

（輸血部門システムを利用した輸血の安全対策-都立墨東病院の取組み-） 

東京都立墨東病院 検査科 間 由紀 

6、自己血や細胞治療におけるシステムの利用について 

虎の門病院 輸血部 水村 真也 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 1,000円 
申込要領 申し込み期間：2021年 8月 1日～11月 30日 定員：500名（先着順） 

日臨技ホームページの会員専用サイトからお申し込みください。 

※受領確認の返信メールに振込先・期日を記載いたします。 

※1週間以内に受領確認の返信メールが届かない場合は、申込先へお問い合わせください。 

申 込 先 武蔵野赤十字病院 臨床検査部 森 威典 

TEL：0422-32-3111（内線 5259） FAX：0422-32-6906 
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E-mail：yuketsu@musashino.jrc.or.jp 

問合せ先 信州大学医学部附属病院 輸血部 小嶋 俊介 

TEL：0263-37-3223 FAX：0263-37-3027 E-mail：kojishun@shinshu-u.ac.jp 

そ の 他 別添の開催案内をご参照ください。 

 

その他 

第 30回信大臨床検査セミナー（Web セミナー） 

日  時 2021年 9月 12日（日）9：00～15：40 

場  所 Web講習会（Zoom使用） 

内  容 シンポジウム 新型コロナウイルス感染症 

「新型コロナウイルス感染症の臨床検査―現状と展望－」 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 栁原 克紀 

「新型コロナウイルス感染症対策～長野県クラスター対策チームの立場から～」 

信州大学医学部附属病院 感染制御室 金井 信一郎 

「新型コロナウイルス感染症に対する大学病院の臨床検査部としての取り組み」 

信州大学医学部附属病院 臨床検査部 重藤 翔平 

「SARS-CoV-2遺伝子検査の運用紹介」 

株式会社ミロクメディカルラボラトリー 玉井 清子 

「（一社）長野県臨床検査技師会の取り組みと地域への参画」 

長野県臨床検査技師会 實原 正明 

研究を通した新しい臨床検査領域の開拓：臨床検査技師教育に携わる教員の立場から 

「私の研究～より正確な診断を目指して～」 

信州大学医学部 保健学科 生体情報検査学領域 安尾 将法 

「Apolipoprotein Eの臨床病理学」 

信州大学医学部 保健学科 病因・病態検査学領域 山内 一由 

ワークショップ「Reversed CPC、CPC」 

「Reversed CPC」 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 石嶺 南生 

「CPC」     信州大学医学部 病態解析診断学教室 上原 剛 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 信州大学医学部附属病院 臨床検査部ホームページ 

https://www.shinshu-u.ac.jp/hp/bumon/i-chuken/posts/event5.html から申込みをお願い 

致します。開催日 3日前を目安に、ご登録いただいたメールアドレスへ当日のアクセス URL 

をお送り致します。 

問合せ先 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 堀内 一樹 

TEL：0263-37-3493 FAX：0263-34-5316 E-mail：hori9000@shinshu-u.ac.jp 

 

事務所より夏季休業のお知らせ 

8月 13日（金）～16日（月）は事務所を休業させていただきます。 

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 

 

2021年 8月分 会員動向（令和 3年 6月 28日〜令和 3年 7月 27日受付分：敬称略） 

〈新入会〉 

733530 加藤 結衣 長野医療生活協同組合  長野中央病院 

733687 金田 麻莉愛 社会医療法人抱生会 丸の内病院 

734177 岡沢 真鈴 長野臨床検査センター 
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734381 酒井 渉 社会医療法人健和会 健和会病院 

734402 佐藤 優奈 （株）ビー・エム・エル BML松本 

734445 佐々尾 愛理 JA長野厚生連 北アルプス医療センター あづみ病院 

734625 佐藤 華純 佐久市立国保浅間総合病院 

734651 樺沢 亮哉 JA長野厚生連 北アルプス医療センター あづみ病院 

〈再入会〉 

146858 町田 輝子 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 

204187 片井 京子 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 

204369 岡本 美弥子 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 

〈退会〉 

200676 堀内 礼子 医療法人丸山会 丸子中央病院 

〈勤務先の変更〉 

205087 三澤 健   南信個人 → 社会医療法人抱生会 丸の内病院 

 

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。 

 

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 

 

 

     


