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長野県臨床検査技師会主催研修会等 

第 64回病理組織研修会 

日  時 2022年 1月 17日（月）～2月 14日（月） 

場  所 Youtubeを利用したWeb研修会 

内  容 No.283 1月号に掲載済みです。 

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 2月 9日（水）までに、(1)施設名・(2)氏名・(3)連絡先（E-mail・電話番号）・(4)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。 

 

2021年度第 2回輸血検査オンデマンド研修会 

日  時 2022年 2月 11日（金）～2022年 2月 28日（月） 

場  所 オンデマンド 

テ ー マ 初級者のための輸血検査のポイント解説 

内  容 血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験を実施する際のポイントについて、オンデマン 

ド形式（30分以内×2動画）で解説していきます。輸血検査歴が浅い方や当直業務のみ従事 

される方でも理解いただけるような初級者向けの研修会となります。 

（1）「輸血検査の総論」    浅間南麓こもろ医療センター 中曽根 允彦 

（2）「輸血検査の知識・実践」 信州大学医学部附属病院   小嶋 俊介 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 視聴希望の方はこちらの URLより、個人でお申し込みください。 

https://forms.gle/fbxnVfWCr3QyZbXX8 

申込期間：2022年 2月 1日～2月 28日 

※Googleフォームがうまく開かない方は問合せ先までご連絡ください。 

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 E-mail：kojishun@shinshu-u.ac.jp 

 

2021年度長野県臨床検査技師会南信支部諏訪地区第 3回講習会 

日  時 2022年 2月 16日（水）18：00～19：00 
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場  所 Web開催 

テ ー マ 臨床検査技師にとってのタスクシフト 

内  容 1.医師の働き方改革とタスクシフトの関係・位置づけ、病院として行わなければならない 

こと 

2.臨床検査技師へのタスクシフトについて、厚生労働省の検討会で決まった内容と、決まる 

までの審議の経緯 

3.臨床検査技師の業務拡大は何をやるべきか？今回決まった業務以外も含めての考え方に 

ついて 

「臨床検査技師にとってのタスクシフト ～その背景と今後に向けた考え方～」 

シーメンスヘルスケア株式会社 M＆S本部マーケティング＆エデュケーション部 

マネージャー 松尾 久昭 

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年度北信支部総会兼第 1回北信支部学習会 

日  時 2022年 2月 26日（土）13：00～14：45 

場  所 Web開催（ZOOM） 

内  容 【総会の部】 

2021年度 支部事業報告 決算報告 

【学習会の部】 

・「ISO15189の基礎と取得に向けての流れ」 

シスメックス株式会社 北関東支店 学術サポート課 中島 正雄 

・「ISO15189取得へのチャレンジから現在まで」 

南長野医療センター篠ノ井総合病院 臨床検査科 阿藤 由理 

・「タスク・シフト/シェア指定講習会における長臨技の取り組み」 

       （一社）長野県臨床検査技師会 副会長 宮原 祥子 

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 無料 
申込要領 下記のお申込み専用サイトからお申し込みください。 

     https://bit.ly/3qMyAkX     

      

     申し込み期限 2月 22日（火） 

     ZOOMの URL等をメールでお送りします。 

 

申込みに際してのお問い合わせ先 

医療法人平成会 小島病院 青木 佑太 

TEL：026-217-3861 E-mail：kojimahp.system@gmail.com 

問合せ先 医療法人 鈴木泌尿器科 竹内 誠志 

TEL：026-227-8515 FAX：026-224-8677 E-mail：tanabesuzuki@mx1.avis.ne.jp 

 

2021年度第 1回長臨技生理検査研究班研修会 

日  時 2022年 3月 5日（土）～3月 13日（日） 

場  所 Youtubeを利用したWeb講習会 

テ ー マ 心電図の基礎と虚血性心疾患について～新人、初心者、初級向け～ 



長臨技だより NO.284（2022年）令和 4年 2月 1日 3 / 4 

内  容 「心電図判断の基礎」      佐久市立国保浅間総合病院 臨床検査科 大井 さおり 

 「虚血性心疾患の心電図を読む」 佐久市立国保浅間総合病院 臨床検査科 森本 光俊 

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 施設名・連絡先・会員番号（申請中も可）・氏名・ふりがなを、下記 E-mailまでお送りくだ

さい。申し込み確認後返信メールを送ります。 

一週間以上返信が来ない場合は問い合わせをお願いします。 

申し込み締め切り 2月 25日（金）まで。 

申 込 先 佐久市立国保浅間総合病院 大井 さおり 

TEL：0267-67-2295（内線 7947）FAX：0267-67-2933 E-mail：yosatasoyu@gmail.com 

そ の 他 動画視聴後に配布するアンケートの回答をもって生涯教育登録をいたします。 

 

 

タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会受講のお願い 

タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会特設サイトが、日臨技 HPで公開されています。

本講習会は医師のタスクシフト・シェアに関して臨床検査技師が可能となった業務を行うために必須の

研修会であり、日臨技が厚生労働省より委託され開催されます。検体採取講習と同様に全臨床検査技師

が受講することが求められています。講習はオンデマンドの座学と各県で開催予定の実技講習の 2部構

成となっており、座学講習が終了しないと実技講習が受講できません。日臨技特設サイトをご確認いた

だき、受講を開始していただきますようよろしくお願いいたします。なお、県内で実施する実技講習会

については鋭意準備を進めています。開催が決まりましたらご連絡いたします。疑問な点に関しては問

い合わせ先までご連絡ください。 

 

http://www.jamt.or.jp/task-shifting/ 

 

問合せ先 伊那中央病院 宮原 祥子 

TEL：0265-72-3121 

E-mail：namt@inahp.jp   
 

その他 

2022年度会費について 

2022年度会費は、2月 28日（月）にご登録いただいた口座から引き落としになります。 

日臨技年会費 10,000円と長臨技年会費 6,000円で、計 16,000円です。銀行口座の残高をご確認くださ

いますようお願いいたします。 

 

長臨技だより原稿締め切りについて 

今月の長臨技だよりの締め切りは、2月 25日（金）必着とします。お早めにお送りください。 

 

2022年 2月分 会員動向（令和 3年 12月 28日〜令和 4年 1月 27日受付分：敬称略） 

〈転出〉 

     204178 秋元 成美  独立行政法人国立病院機構 東長野病院 → 千葉県 

〈退会〉 

204629 赤羽 真理  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 

204837 内堀 ひろみ 社会医療法人恵仁会 くろさわ病院 

294190 花見 弥生  柿澤内科医院 
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731567 橋詰 拓磨  長野臨床検査センター 

 

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 

 

 

 

 

 


