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2022年度 長臨技 各種表彰者（敬称略） 

＜長野県臨床検査技師会 功労者表彰＞ 

該当者なし 

 

＜長野県臨床検査技師 永年職務精励者表彰＞ 

竹内 真理子、竹内 道子、中澤 貴子、西澤 美晴、岩岡 秀子、百瀬 茂治、柳澤 美千代、 

松本 正和、内田 守道、畠口 佳冴、浦野 亜由香、溝端 利昭、笠井 達夫、村澤 俊幸、 

望月 知佳、真島 正好、林 みゆき、斉藤 勝、石橋 恵津子、北澤 彩子、原口 育美、 

山﨑 里美、岡村 雄一郎、畔上 美穂、柳原 永子 

                        

表彰式は 6月の総会で行われる予定ですが、状況により賞状・記念品の発送をもって代えさせていただ

く場合がございます。ご了承ください。 

 

問合せ先 医療法人平成会小島病院 青木 佑太          

     TEL：026-217-3861 FAX：026-217-3821 E-mail：kojimahp.system@gmail.com 

 
 

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。 

新たな年を迎え世界中で多くの死者を出し、人々を翻弄し社会経済活動を停滞させてきた新型コロナ

ウイルス感染症は発生から 3年が経過しました。そして世の中の経済活動の活発化に反し、未だ我々医

療従事者は多くの制約がある中で生活が続いています。今後、我々医療従事者も含めて、以前のような

生活に一日も早く戻れることを切に望みます。そのような中、今年も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は實原会長による運営が 4年目となり「コロナに負けじ」と積極的かつ

安定した事業展開を役員一丸となって行って参りました。なかでも節目となる長野県臨床検査技師会創

立 70 周年記念講演・式典および一都八県人材育成研修会を開催致しました。事業の推進におきまして

は支部、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。継続するコロナ禍

ではありますが当会の使命を全うすべく，更なる貢献を目指し邁進して参ります。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。 

本年も引き続きタスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会が開催されます。多職種とさ

らに連携の強化をはかり積極的な取り組みを進めます．そして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。 
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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 

 

第 46回長野県臨床検査学会 

～生涯教育登録のためにアンケートへのご協力お願いします～ 

初めてのWeb学会にも関わらず 433名の皆様に参加登録をいただき誠にありがとうございました。 

一般演題の配信期限は 2023年 1月 15日までとなりますのでご視聴ください。 

尚、生涯教育点数の付与には、アンケートへの回答が必須となります。参加証の裏面にもあります通り、

2023年 1月 15日（日）までにご回答よろしくお願い致します。 

https://forms.gle/6WQTfqqrF71iBXYJ6 

問合せ先 第 46回長野県臨床検査学会事務局 

北アルプス医療センターあづみ病院 臨床検査科 佐々木 朝海      

E-mail：seirikensa@azumi-ghp.jp 

 

令和 5年賀詞交歓会中止のお知らせ 

令和 5年 1月に開催を予定しておりました「令和 5年賀詞交歓会」につきましては、昨年に引き続き中

止とさせていただきます。 

 

長野県臨床検査技師会主催研修会等 

2022年度血液検査研究班研修会 

日  時 2023年 1月 9日（月）1：00～2023年 2月 12日（日）23：59 

場  所 YouTubeによるWEB開催  

テ ー マ 血球形態標準化を目指して 

内  容 No.294 12月号に掲載済みです。 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 日臨技会員（賛助会員）：無料 日臨技非会員：3,000円 

申込要領 Googleフォームよりお申込みください。（長臨技ホームページ又は、下記申込先） 

（※携帯電話アドレスでの登録はご遠慮ください） 

申込期間：2022年 12月 1日（木）～2023年 2月 5日（日） 募集人数：100名程 

申請後、登録したアドレスへ自動返信メールが届きます。 

自動返信メールが届かない場合は、登録したアドレスの確認と迷惑メールフォルダへ入って 

いないか確認してください。 

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、YouTubeアクセス URLをメールにてお送りします。 

開催 3日前までにメールが届かない場合は、下記までお問合せください。 

1/9以降のお申込みは、随時お知らせします。   

申 込 先 https://forms.gle/9xCEGSEN26mK7qaE9 よりお申込みください。 

問合せ先 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 仲條 夏海 

TEL：0263-33-8600（内線 1406） E-mail：723nitegami@gmail.com 

そ の 他 研修会参加後のアンケートに回答いただくことで生涯教育登録を行います。 

 

2022年度第 2回東信支部研修会 

日  時 2023年 1月 28日（土）15：00～16：30 
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場  所 WEB開催（Zoom）  

テ ー マ 感染症の話題 

内  容 1，「急増する梅毒患者！梅毒の検査・診断・治療など」 

株式会社シノテスト 甲信越支店 支店長補佐 竹本 享史 

2，「C型肝炎撲滅に向けて 

－肝炎対策基本指針の改正内容を踏まえたウイルス性肝炎検査の結果通知の重要性－」 

アッヴィ合同会社 肝炎戦略統括部 初崎 英樹  

生涯教育点数 基礎 20点 

参 加 費 長臨技会員：無料 長臨技非会員：1,000円 

申込要領 所属施設、漢字氏名、カナ氏名、会員番号を記載したメールを申込先までお送りください。

申込期間：2023年 1月 1日～1月 25日 

申 込 先 toushinshibu@gmail.com 

問合せ先 医療法人清泰会そよかぜ病院 検査室 岡田 英嗣   

TEL：0268-35-0305 FAX：0268-35-0534 E-mail：okada@seitaikai.or.jp 

そ の 他 受講後、2月 12日までのアンケート回答で生涯教育点数の付与となります。 

 

2022年度第 1回長臨技生理検査研究班研修会 

日  時 2023年 2月 4日（土）～2023年 2月 12日（日） 

場  所 YouTubeを利用したWeb講習会 

テ ー マ 簡易肺機能検査、ABI 検査の基礎～新人、初心者、初級向け～ 

内  容 「簡易肺機能検査（VC・FVC）の基礎」  

安曇野赤十字病院 検査部 笠井 達夫 

「ABI・PWV・CAVI の基礎」  

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 中島 淳 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 長臨技会員：無料 長臨技非会員：3,000円 
申込要領 長臨技会員の方は日臨技会員ページの事前参加申込より申し込んで下さい。 

非会員の方は施設名・連絡先・氏名・ふりがなを、下記 E-mailまでお送りください。 

申し込み締め切り：1月 27日（金）まで。            

問合せ先 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。 

 

第 66回病理組織研修会 

日  時 2023年 2月 6日（月）～2023年 2月 20日（月） 

場  所 YouTubeを利用したWeb研修会 

内  容 No.294 12月号に掲載済みです。 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 長臨技会員：無料 長臨技非会員：3,000円 
申込要領 申し込み期間：2023年 1月 1日（日）～2月 17日（金） 

下記 URL及び QRコードより申し込みください。 

https://forms.gle/jXcecfRDfVoafLuj8            

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（A=15点、B=15点、D=10点） 

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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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 24回関甲信支部・首都圏支部輸血検査研修会（申込延長） 

日  時 ①2023年 1月 1日（日）～2023年 1月 31日（火） 

②2023年 1月 28日（土）14：00～15：30 

場  所 ①JAMTISを利用したオンデマンド形式によるWEB開催 

②Zoomを利用したオンライン形式によるWEB開催 

テ ー マ オンデマンドでレベルアップ！～輸血業務の Newステージへ～ 

内  容 No.294 12月号に掲載済みです。 

生涯教育点数 専門 20点 

参 加 費 1,000円 

申込要領 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。 

【申込期間】2022年 11月 14日～2023年 1月 27日 ※延長しました。 

【定員】300名（先着順） 

※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 日臨技ホームページの会員専用サイト（事前参加申請） 

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 別紙１の開催案内をご参照ください。 

 

その他 

一斉メールに関する確認のお願い 

長野県臨床検査技師会では日本臨床衛生検査技師会会員管理システムを活用して毎月1日に長臨技だよ

りを会員個人あてに一斉メールを行っております。 

その際、携帯キャリアメールアドレスをお使いの場合は一斉メールを受け取らないことがあるために、

会員ページの登録メールアドレスをキャリアメール以外のアドレスにしていただくようにお願いをし

てまいりました。 

最近同様に「ぷららメール」を登録されている会員の皆様あてのメールが不達になる現象が発生してお

ります。 

日臨技、長臨技からの大切なお知らせを受け取れない場合がありますので、「ぷららメール」を利用し

ていらっしゃって、長臨技だよりが届いていない会員の方は、メールアドレスの変更をお勧めします。 

問合せ先 伊那中央病院 宮原 祥子 TEL：0265-72-3121 E-mail：namt@inahp.jp 

 

 

2023年 1月分 会員動向（令和 4年 11月 28日〜令和 4年 12月 27日受付分：敬称略） 

〈退会〉 

204520 木賀田 由美 北信個人 

701050 武井 崇弘  中信個人 

736809 上川 夢菜  中信個人 

〈氏名の変更〉 

724974 日向 なつみ（旧姓：西沢） 松本市医師会検査検診センター 

〈新規施設〉 

     9700072 信州大学医学部 循環病態学教室 

     〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1  

TEL：0263-37-2578 （内線：5507） FAX：0263-37-2564 
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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 
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別紙１

 


