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長臨技だより掲載依頼締め切りは毎月 27 日、翌月１日発行

平成 17 年度 通常総会（決算）並びに学術講演会のお知らせ
定款第２０条の規定により下記の通り平成１７年度予算総会を開催致しますのでご多用のこと
と存じますが、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
開催日
平成 18 年 5 月 28 日（日）
開催場所
長野赤十字病院 3 階研修ホール
時
間
総 会 14：30〜15：00
学術講演会 15：00〜16：00
学術講演会 内容 ：「DPC と微生物検査
―検査室が経済的メリットを生み出すにはー」
講師：株式会社 ミロクメディカルラボラトリー
柳沢 英二 先生
総会に出席できない方は必ず委任状を事務局まで送り下さい。締切 5 月 26 日（必着）

第 34 回長野県臨床検査学会演題募集のご案内
会
期
平成 18 年 10 月 15 日 日曜日
会
場
飯田市文化会館
飯田市高羽町 5-5-1
Ⅰ．学会内容（予定）
1. 公開講演
2. 教育講演
3. 一般演題（公募）
口演発表（7 分） 質疑応答（3 分）予定
Ⅱ．演題申し込み
一般演題について演題を募集します。
1. 締め切り：平成 18 年 5 月 31 日（水）必着
2. 募集要項：演題は臨床検査に関わる内容とします。
3. 応募資格：検査技師会会員以外の応募も受け付けます。
4. 応募方法：必要事項と発表要旨（200 字程度）を記入し、下記の学会事務局まで応募してください。
受付後「抄録・スライド作成要領」をお送りいたします。
① E-mail による応募（推奨）
1）インターネットを利用する方法（4 月下旬以降）
技師会ホームページ http://www.avis.ne.jp/~naganoamt から登録フォームをダウンロー
ドし、必要事項を入力して、下記アドレスまでお送りください。
2）応募用紙「第 34 回長野県臨床検査学会 一般演題申込書」に準じた内容を明記し、下記アドレ
スまでお送りください。
② 郵送による応募
応募用紙「第 34 回長野県臨床検査学会 一般演題申込書」に記入の上、下記の学会事務局まで
送付してください。
５．応募先
＜問い合わせ先＞
＜演題送付先＞
第 34 回長野県臨床検査学会 学術担当
第 34 回長野県臨床検査学会 事務局
飯田市立病院
津金 雅之
飯田市立病院
実原 正明
〒395-8502 長野県飯田市八幡町 438 TEL：0265（21）1255
演題募集用 E-mail アドレス ： kensa@imh.jp

平成１８年度 第１回長野県生理検査研究班研修会
会
会
内

期
場
容

平成１８年 ５月２１日（日）10:00〜15:30
信州大学医学部附属病院 ９階会議室
心電図検査初級編（日当直で役立つ心電図の読み）
「心電図検査の技術的基礎」10:00〜10:40
担当：佐久総合病院 生理検査室 鈴木 技師
日常検査や検診の心電図検査のコツや注意点などを講義します。
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「心電図波形判読の基礎」10:50〜12:00
担当：北信総合病院 生理検査室 西澤 技師
心電図で何が分かるのか？刺激伝導系と心電図波形等、
心電図波形の基礎的知識の講義をします。
「日当直で役立つ心電図の読み方」13:10〜15:30
「検査技師が知っておくべき患者急変時の対応」 担当:相澤病院 臨床検査センター 草間 技師
いろいろな症例の心電図波形を提示して判読のポイントを説明します。
又、緊急を要する（見落としが許されない！）波形など、実際の日当直業務に使える知識の講義
をします。さらに患者さん急変時の初期救急対応のＡＢＣを講義します。
参加費
会員 １，０００円 非会員 ２，０００円
申込要領 施設名・連絡先・参加希望者の会員番号・氏名・担当部署を、e‑
mail か FAX でお送りください。
〆切は５月１９日（金）です。当日参加も歓迎致します。
申込先
〒383‑
8505 中野市西 1‑
5‑
63 JA 長野厚生連北信総合病院
生理検査室 西澤 欣一
℡ 0269‑
22‑
2151 内線(2640)
Fax 0269‑
22‑
8024
E‑
mail kandm@janis.or.jp
研究班 長野県生理検査研究班
主催 社団法人長野県臨床衛生検査技師会

北信地区微生物研究班学習会
日
場
内

時
所
容

申込方法
い。
申込先

６月１０日 １５：００〜
長野市保健所
耐性菌に触れて見ませんか？
① 耐性菌の検出法（講義）−ＥＳＢＬを中心に−
講師：北信総合病院 池田さん
② 実習
講師：長野日赤 鷲野さん
白衣等必要物品をお持ちください。なお事前登録制とさせていただきます。
ご希望の方は５月２０日（必着）までに e-mail かお電話（１４時以降）でお申しこみくださ
町立信越病院 感染症検査室
牧野弘幸
TEL： 026-255-3100（28） FAX： 026-255-2427

e-Mail： h-makino@avis.ne.jp

平成 18 年度 臨床化学研究班初心者講習会
【期日】平成 18 年 5 月 21 日（日）
【時間】受付 9:00 開始 9：30〜終了 15:00
【場所】松本市医師会医療センター視聴覚室
【会費】参加費 1000 円 昼食代 500 円
1.精度管理の基礎（9：30〜10：40）
司会 羽生 登 技師
・ 総論
日高宏哉 先生 (信大保健学科)
・ パニック値の取り扱い
岩田貴博 技師（飯田市立病院）
2. 測定法の基礎（10：50〜12：00）
司会 中林徹雄 技師
・ 常用酵素標準物質の使用法
関東化学学術
・ アミラーゼ測定法について
セロテック学術（予定）
・ 血液ガス測定の基礎
バイエル学術
3. 分析器メンテナンスのコツ(13：00〜15：00)
司会 菅野光俊 技師、岩田貴博 技師
・ 日立
ユーザーより
村山昭彦 技師（安曇野日赤）
メーカーより
日立計測器サービス
・ 東芝
ユーザーより
岩田貴博 技師（飯田市立）
メーカーより
東芝（予定）
・ 日本電子
ユーザーより
松本市医師会（予定）
メーカーより
日本電子
・ オリンパス ユーザーより
尾崎慎二 技師（市立岡谷）
メーカーより
オリンパス
問合せ先
〒386-0603 小県郡長和町古町 2857
国保依田窪病院検査科
TEL 0268-68-2036
中林徹雄
特に事前の申し込みはいりません。多数のご参加お待ちしています。

平成 18 年度細胞診初心者講習会
日
時
場
所
受
付
内
容
定
員
参加費

平成 18 年 6 月 18 日（日）
信州大学医学部保健学科検査技術科 実習室（3F）
8：30
開始時間： 9：00
鏡検実習、解説
３０名
3,000 円
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血液初心者セミナー
会 期
会 場
内 容
研究班

平成 18 年 6 月 25 日（日）
松本歯科大学
次号に掲載予定です。
血液研究班 主催 社団法人長野県臨床衛生検査技師会

第 13 回 関東甲信地区免疫血清検査研修会
期
日
平成 18 年 6 月 24 日（土）〜25 日（日）
研修会場所 軽井沢町中央公民館
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2353-1 TEL 0267-45-8446
宿泊場所
サァラ軽井沢ホテル
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276 TEL 0267-45-5551
内
容
詳しい内容は前回号（NO89 3 月 1 日）に掲載されています。
参加希望者は下記を参照の上、必要事項を事務局まで申し込んで下さい。
参加区分、参加費用：
Ａ ; 全日程 （宿泊有） 17,000 円
Ｂ ; 全日程 （宿泊無） 10,000 円
Ｃ ; １日のみ（宿泊有） 12,000 円
Ｄ ; １日のみ（宿泊無） 5,000 円
募集人数
170 人（定員になりしだい締め切ります）
参加資格
日本臨床検査技師会会員、賛助会員、他
申込締切
平成 18 年 5 月 31 日（水曜日）必着
参加申込要領
1) 参加希望者は都県名、施設名、参加者名、参加者会員番号、参加区分(A〜D のいずれか)を明記の
上、事務局までメールあるいはＦＡＸで仮申し込みをして下さい。
2) メールで申し込みの際は Subject を「軽井沢免疫セミナー（施設名を記入）
」として下さい。
3) 参加の仮申し込み受付後、事務局より仮受付確認と参加費振込先・口座名をメールまたは FAX で
お送りします。
4) 事務局よりの仮受付確認にあるご自分の、施設名、参加者名、参加者会員番号、参加区分等を確
認の上、参加費を参加費振込先にお振込みください。
5) 振込みを確認した時点で正式な申し込みとさせていただきます。
6) 1 枚の用紙で複数人数分を振り込む場合や参加区分が別の場合などは通信欄に必ずそれぞれの氏
名を記入して下さい。
7) 申し込みおよび振込みが確認できしだい、受付完了の旨をメールまたは FAX で返信いたします。
8) 不明な点がありましたら事務局まで連絡をして下さい。
事務局 〒283‑
8588
千葉県東金市台方 1229
千葉県立東金病院 検査科内
第 13 回関東甲信地区免疫血清検査研修会
事務局
森川 一裕
電話 0475‑
54‑
1531 内線 215
FAX 0475‑
52‑
8160
メール k.mrkw3@mc.pref.chiba.lg.jp

第 24 回日本臨床化学会甲信越支部総会第 4 回生物試料分析学会甲信越支部総会
総会長 奥村伸生(信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻)
日 時 平成 18 年 6 月 10 日（土）〜6 月 11 日（日）
会 場 ビレッジ安曇野
長野県安曇野市豊科南穂高 6780 (TEL:0263‑
72‑
8568)
参加費１ 生物試料分析学会甲信越支部総会
会員・非会員にかかわらず 500 円
参加費２ 日本臨床化学会甲信越支部総会 一般会員 12,000 円(参加費 2,000 円, 宿泊・懇親会 10,000
円)賛助会員 17,000 円(参加費 7,000 円, 宿泊・懇親会 10,000 円)参加費にはテキスト代を含みます。
参加対象 会員・非会員にかかわらず、どなたでも参加できます。
申込方法 下記のいずれかの事務局にお申し込みください。申し込み締め切り 平成 18 年 5 月 26 日（金）
山梨地区：〒409‑
3898 中央市玉穂町下河東 1110 山梨大学病院検査部
細萱 茂実
TEL:055‑
273‑
6924
長野地区：〒388‑
8004 長野市篠ノ井会 666‑
1 JA 長野厚生連篠ノ井総合病院検査科
羽生 登
TEL:026‑
292‑
2261
新潟地区：〒951‑
8520 新潟市旭町通 1‑
754 新潟大学医歯学総合病院検査部
伊藤 正行
TEL:025‑
227‑
2680
事務局 羽生 登 〒388‑
8004 長野市篠ノ井会 666‑
1 JA 長野厚生連篠ノ井総合病院検査科
TEL:026‑
292‑
2261, FAX:026‑
293‑
0025 e‑
mail: n̲hanyu@wg8.so‑
net.ne.jp
生物試料分析学会甲信越支部総会プログラム
6 月 10 日（土）12:30〜14:30 テーマ：BCP 法による血清アルブミン測定試薬（試薬メーカー3 社講演）
日本臨床化学会甲信越支部総会プログラム
6 月 10 日（土）
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15:15〜16:15 特別講演 本田孝行（信州大学医学部病態解析診断学講座・臨床検査部 助教授）
「信州大学病院における院内感染対策」
16:30〜17:30 教育講演大沢進（九大医学部保健学科教授）
「全国の臨床検査データ共有化の戦略」
6 月 11 日（日）
9:00〜10:30 ワークショップ
テーマ「ＮＳＴと臨床化学検査」
（山梨県支部）山梨甲陽病院 輿石 幸長 先生 「NST へ検査室からのメッセージ」
（新潟県支部）済生会新潟第二病院 長澤 千春 先生
「消化器疾患の術後の予後指標としての栄養アセスメント蛋白測定の有用性」
（長野県支部）長野市民病院 小林 宏正 先生 (仮題)「NST 活動と褥創対策」
10:45〜11:45 教育講演長村洋一（千葉科学大学危機管理学部教授）
「臨床検査と食の問題」(仮題)

平成 18 年 4 月分 会員動向（平成 18 年 4 月 1 日〜平成 18 年 4 月 30 日受付分：敬称略）
〈新入会員〉205032 藤本浩 205031 池田 瞳 厚生連新町病院 205030 北原栄子 134208 塚田知子 千
曲中央病院 205028 水野由美子 205027 有賀理砂 長野赤十字血液センター 205020 篠田朋美 205022
井出達朗 205021 中原剛 ミロクメディカルラボラトリー 205023 和田沙緒理 205024 大久保洋一
205025 井出美由紀 JA 長野厚生連 健康管理センター 205026 中田未和子 佐久総合病院 05018 荻原
直子 信州大学医学部付属病院
205017 熊木大祐 松代総合病院
205019 高畑いずみ 浅間総合
病院 205016 関崎絵美 中信松本病院 205015 櫛原美晴 ツチヤエンタープライズ 05014 井原知穂
飯田病院 205012 中野志乃
205011 小口真友美 市ノ瀬脳神経外科病院 05010 藤森雅也 株）
ヘルス
サービス長野
205029 勝山明子 長野中央病院 205033 藤原久 205034 白倉聡 205035 小倉和幸
相澤病院内視鏡センター205036 浅井のどか 長野赤十字病院 05037 千國ひろみ 市立大町総合病院
05038 井口 純子 安曇野赤十字病院
〈退会〉200039 小林文人 204998 鈴木なつ子 204695 山岸紗苗 204344 宮脇美保子 204136 小
出裕子 204833 奥原美晴 204652 鈴木生美 00278 林恵美
200172 武重恒一
〈氏名の変更〉204484 高見沢佐和子（旧姓 中村） 長野市民病院
204718 唐沢若菜（旧姓 小松）
こども病院 138180
柴田 綾（旧姓 菊池）
〈勤務先の移動〉200293
青柳知保 松本保健所 → 県立こども病院 00176 宮島喜文 須坂病院 →
県立こども病院 200746 荒井園子 大町保健所 → 県立こども病院 04286 徳竹由美 須坂病院 → 県
立こども病院 200351
薩摩林一代 上田保健所 → 松本保健所 00015 大蔵敏夫 南信臨床検査研
究所 → 個人 200632
大槻千博 諏訪保健所 → 伊那保健所 04769 竹村英里子 長野市民病院 →
新生病院 204764 市村直子 下伊那厚生病院 → 篠ノ井総合病院 200673 御子柴佳剛 国立松本病院
→ 中信松本病院 200536 宮坂たつ子 こども病院 → 上田保健所 04401 久保井真純 須坂病院 →
木曽病院 204847 塩谷美保 信州大学付属病院 → 諏訪中央病院 04950小須田ひろみ 松本病院 →
個人 200777 小澤俊之 佐久病院小海分院 → 佐久総合病院 04317 宮島勲 飯田保健所 → 諏訪保健
所 204133 畔上由佳 上田保健所 → 長野県環境保全研究所 04935 藤森豊子 個人 → 松本病院
204655 辻田朝海 富士見高原病院 → 安曇総合病院
〈再入会〉204424 丸山 忍 保健科学研究所 204353 上野 直子 安曇総合病院
〈転入〉125284 佐藤潤 千葉県 → ミロクメディカルラボラトリー 130714 服部利郎 国立成育医療セ
ンタ− → 国立病院機構 松本病院 134606 和田修二 独立行政法人国立病院機構災害医療センター →
松本病院 141365 渡邊出 相模原病院 → 中信松本病院 146761 黒岩園子 湘南鎌倉総合病院 → 佐久総
合病院 204579 栗原 真由子 東京都 → 長野市民病院 204597 野村 典子 高崎病院 → 長野病院
〈転出〉080240 石川醇 中信松本病院 → 千葉県 200779 岡村治 長野病院 → 茨城県 120637 坂本
正弘 → 群馬県 314185 武井直樹 → 熊本県 330890 加賀みゆき → 埼玉県
〈住所変更〉9200033 北信保健所 〒389-2255 飯山市静間 1340-1 ℡0269-62-3105 Fax0269-62-6036
9200099 株）ヘルスサービス 〒392-0027 諏訪市湖岸通り 5-11-104 ℡0266-58-8840 Fax0266-58-8733
〈施設名称変更〉9200278 長野市保健所衛生検査課→長野市保健所環境衛生試験所 9200086 豊科赤十字病
院→安曇野赤十字病院 9200218（社）長野県食品衛生協会食品衛生試験所 →（社）長野県食品衛生協会松本
食品衛生試験所 9200025 長野県身体障害者リハビリテーションセンター →長野県立総合リハビリテーション
センター

事務局からお知らせ
会費納入の時期です、まだ入金の済んでいない施設または個人の方は早めに入金を済ませるよう
お願いします。
また請求書、領収書が必要な場合、自ら書類を作成し、切手を貼った返信用封筒も添えて事務局
までお送りください、会長印を押して送り返します。
よろしくご協力をお願いします。

