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平成 20 年度第１回通常総会（決算）・特別講演会
日 時 平成 20 年 5 月 25 日(日) 14 時 30 分から
会 場 こども病院 南棟２階会議室
内 容 平成 19 年度事業報告
平成 19 年度決算報告及び監査報告 その他
特別講演
内 容 演題名 「対人対応能力について」 ―コミュニケーション能力の向上を目指して―
講 師
オーソ・クリニカル・ダイアグノステイックス(株)
営業推進管理部 トレーニンググループマネージャー
清 康一氏

平成 20 年度臨床化学研究班初心者講習会
平成 20 年 6 月 15 日（日） 受付 9:00 開始 9：30〜終了 15：00
松本市医師会医療センター
参加費 1000 円 昼食代 500 円
Ⅰ.今さら聞けない臨床化学の疑問・常識 4 題
Ⅱ.ビリルビン測定について
Ⅲ.血液ガス測定について
Ⅳ.県精度管理委員会長野の活動 サーベイ・標準化から共通基準範囲の設定まで
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 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。
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平成 20 年度血液検査初心者講習会
日
内

時 平成 20 年 6 月 29 日（日） 9:30〜15:30
場 所 松本歯科大学
容 午前：講義
「血算器の測定原理〜開発の歴史を含めて」
講師：アボットジャパン株式会社 ヘマトロジー営業部 学術担当 富沢 俊仁 先生
「凝固検査の臨床的意義」（仮） 講師：松本歯科大学
半戸 茂友 技師
「細胞の特徴」
講師：長野赤十字病院 徳竹 孝好 技師
午後：実習 鏡検実習
参加費 会員 1,500 円
非会員 2,000 円
定 員 40 名
申込要領 施設名 会員番号 氏名 血液検査経験年数 連絡先を明記して、E-mail 又は FAX にて。
申込先 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 2375-1
軽井沢病院 土屋 志津江 TEL 0267-45-5111 FAX 0267-45-0041
E-mail labo@karuizawa-hosp.jp
件名「血液初心者講習会申込」とお願いします。
研究班 血液班
主 催 社団法人長野県臨床衛生検査技師会

第 26 回日本臨床化学会甲信越支部総会 第６回生物試料分析科学会甲信越支部総会
日

時

平成 20 年 6 月 7 日（土）〜8 日（日）
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会 場 妙高高原赤倉温泉 後楽荘ホテル（新潟県妙高市赤倉温泉 34-1 TEL： 255-87-2120）
参加費 生物試料分析科学会甲信越支部総会
会員、非会員にかかわらず 500 円
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、宿泊および懇親会費 10,000 円）
賛助会員 17,000 円 （参加費 7,000 円、宿泊および懇親会費 10,000 円）
なお、参加費にはテキスト代を含みます
参加対象 臨床化学・臨床検査に関連する方、興味のある方等どなたでも参加できます。
申込先
下記のいずれかの幹事または事務局にお申し込み下さい。
長野地区： 〒390-8621 松本市旭 3-1-1 信州大学医学部附属病院検査部
菅野 光俊 TEL: 0263-37-2800
申込締切 平成 20 年 5 月 23 日（金）
事務局
〒951-8520 新潟市中央区旭町通 1-754 新潟大学医歯学総合病院検査部 伊藤 正行
TEL: 025-227-2680 FAX: 025-227-0796 e-mail: ito@med.niigata-u.ac.jp
内 容
第１日 ６月７日（土） 12:15 から
生物試料分析化学会甲信越支部総会
生物試料分析科学会甲信越支部連絡会議
外部精度管理調査から見えたもの「管理試料の反応性」
そのⅠ 「管理試料の性質が尿酸測定に与えた影響について」
（山崎 忠 デンカ生研株式会社 試薬本部 POCT・臨床試薬部 CI 試薬技術課）
そのⅡ 「鉄、コリンエステラーゼについて」
（花田 寿郎 和光純薬工業株式会社 臨床検査薬事業開発本部 臨薬研究所）
日本臨床化学会甲信越支部総会 14:30 から
特別講演 「メタボリックシンドロームと特定健診―脂質異常症の評価を中心にー」
吉田 博（東京慈恵会医科大学 臨床検査医学講座 准教授／附属柏病院 中央検査部長）
教育講演 「特定健診における pre analytical phase」
桑 克彦（筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系 准教授）
18:00~20:00
夕食・懇親会
第２日 6 月 8 日（日） 7:30 から
日本臨床化学会甲信越支部連絡会議
支部総会（臨床化学会、生物試料分析科学会）
ワークショップ 「メタボ健診にまつわる話題」
新潟支部 「特定健診の保健指導における現状について」
（アクアーレ長岡健康増進センター ヘルスケアトレーナー、健康運動士 鬼山 毅）
新潟支部 「特定健診に向けた精度管理と標準化」HbA1c について（県立十日町病院 草間孝行）
LDL-C について （県立がんセンター新潟病院 石川直子）
長野支部 「特定健診に向けた臨床検査値の標準化と共有基準範囲」
（信州大学医学部保健学科検査技術科専攻 准教授 日高宏哉）
山梨支部 「当院における特定検診項目の動向」
（社会保険山梨病院検査部 有泉久美香）
トピックス 「コレステロールの合成・吸収・代謝マーカー」
中川沙織（新潟薬科大学薬学部薬品分析化学研究室）

研究助成公募等の御案内
【助成団体】公益信託 臨床検査医学研究振興基金
公募名称 平成２０年度 研究奨励金の募集
目 的 本基金は臨床検査医学および臨床検査分野において活躍し、学術的貢献の期待が大きいと認められ
る若手研究者に研究奨励金を贈り、将来に向けて若手研究者を育成することを目的とします。
対 象 臨床検査医学及び臨床検査分野に関する研究にうち、本基金の目的に合致するもの。
応募資格 研究奨励金授与候補者は、以下のいずれかに該当しない研究者とします。
①応募締切日において年齢 50 歳以上の方
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②教授、病院、研究所等の部長職以上にある方
③過年度において当基金（振興会含）の研究奨励金を受けられた方
助成金額
1 件 100 万円以内
締め切り日 平成 20 年 6 月 20 日必着
詳 細
技師会事務局
【助成団体】公益信託 臨床検査医学研究振興基金
公募名称 平成２０年度 藤田光一郎賞の募集
目 的
臨床検査医学、とくに臨床検査室の管理運営(laboratory management)分野において、顕著な功
績があった臨床検査専門家を顕彰します。
対象者
臨床検査医学を専攻し、臨床検査室に永年にわたり専従し、特に臨床検査室の管理運営の分野に
おいて研究、創意、工夫、質改善等に関連して顕著な成果を挙げた者とする。原則として、定年
退職後、その業績が確立した時点に授与するものとする。
顕彰金額 毎年 1 名 50 万円
締め切り日 平成 20 年 6 月 20 日必着
詳 細
長野県臨床衛生検査技師会 事務局
【助成団体】公益信託 財団法人 黒住医学研究振興財団
公募名称 平成２０年度 研究助成金の募集
目 的
研究助成は、臨床検査、衛生検査及びこれらに係る基礎医学に関する調査並びに研究でより優れ
た学術研究・業績を助成事業の対象とし、若手の育成を主眼としています。
対象者
医学関連の大学及びその他の教育機関、研究所並びに医療機関等において、本助成事業の対象領
域において調査、研究に積極的に取り組もうとする個人及び団体とします。
助成金額 1 件最大 100 万円
募集期間 平成 20 年 4 月 10 日（木）から平成 20 年 6 月 30 日（月）まで。
詳 細
長野県臨床衛生検査技師会事務局あるいは http://www.kmf.or.jp/
【団体名称】独立行政法人 国際協力機構
公募名称 平成２０年度 JICA ボランティア春募集
応募資格 満 20 歳から 39 歳までの日本国籍を持つ方
募集期間 平成 20 年 4 月 8 日（火）から平成 20 年５月 23 日（金）まで。
詳 細
長野県臨床衛生検査技師会事務局あるいは http://www.jica.go.jp/

平成 20 年 4 月分

会員動向（平成 20 年 4 月 1 日〜平成 20 年 4 月 30 日受付分：敬称略）

200248 飯島 みち子 信州大学医学部附属病院
204055 小林 正人 長野県環境保全研究所
204909 丸山 加奈子 北信個人
〈氏名の変更〉204829 住澤 郁恵（旧姓 西原） 長野松代総合病院
204715 久米 康子（旧姓 望月） 篠ノ井総合病院
〈勤務先の移動〉200176 宮島 喜文 長野県立こども病院 → 県立木曽病院
200288 中島 清子 和光純薬工場株式会社松本工場 → 中信個人
204184 高野 美香子 長野県環境保全研究所 → 県立総合リハビリテーションセンター
200558 池田 和代 北信総合病院 → 篠ノ井総合病院
〈転出〉
204853 富山 隆介 国立病院機構 松本病院 → 富山県
〈施設削除〉 9200074 和光純薬工場株式会社松本工場 → 削除
〈退会〉

事務局変更のお知らせ
役員改選に伴い事務局の連絡先が変更になりました。新しい連絡先および年会費専用口座は以下となります。
新事務局 〒388-8004 長野市篠ノ井会 666-1
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JA 長野厚生連篠ノ井総合病院 臨床検査科内
社団法人長野県臨床衛生検査技師会事務局 宮川恭一
℡/Fax 026-292-2294
メール：naganoamt@grn.janis.or.jp
年会費専用口座 （H20 年度会費の振込先は前年度と変わりません。）
八十二銀行 松代支店（店番号 ２８２）
口座番号 ３７５７４２
社団法人 長野県臨床衛生検査技師会
まだ会費納入（継続：¥ 16,000、新規：¥ 20,000）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。勤務先の移動、転出、退会、氏名の変更等、会員移動があった場合は忘れずに速やかに事務
局まで FAX 等でお知らせ下さい。
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。

平成 20・21 年度長野県臨床衛生検査技師会役員名簿
役職

氏名

施設名称

TEL

FAX

会長

宮島喜文

県立木曽病院 臨床検査科

0264-22-2703

0264-22-2538

副会長

今井真澄

諏訪中央病院 検査部

0266-72-1000

0266-73-9347

副会長

臼井明美

抱生会丸の内病院

0263-28-3012

0263-28-3013

理事（常務）

上原昭浩

長野中央病院 検査室

026-234-3211

026-234-5627

理事（庶務）

湯本佳良子

県立こども病院 臨床検査科

0263-73-6700

＊
0263-73-6710

理事（会計）

内田美寿子

安曇総合病院 臨床検査科

0261-61-1174

0261-62-6653

理事（渉外）

池田昌伸

佐久総合病院 臨床検査科

0267-82-3131

0267-81-1033

理事（学術）

山内一由

信州大学医学部附属病院

0263-35-4600

0263-34-5316

診療技術部検査課

臨床検査部

理事（北信支部長） 北村弘文

長野市民病院 臨床検査科

026-295-1199

026-295-1167

理事（北信支部理事) 山田美智治

長野赤十字病院 中央検査部

026-226-4131

026-223-3093

理事（東信支部長） 中林徹雄

依田窪病院

0268-68-2036

0268-68-0490

理事（東信支部理)

佐久総合病院 臨床検査科

0267-82-3131

0267-81-1033

理事（中信支部長） 青木政子

松本市医師会医療センター 検査部

0263-32-8042

0263-32-6382

理事（中信支部理事） 野村公達

国立病院機構まつもと医療センター
松本病院 研究検査科

0263-58-4567

0263-86-3183

理事（南信支部長） 実原正明

飯田市立病院 臨床検査科

0265-21-1255

0265-56-1411

理事（南信支部理事） 加藤由美子

昭和伊南総合病院

0265-82-2121

0265-81-4720

理事（南信支部理事） 尾崎慎二

岡谷塩嶺病院 臨床検査科

0266-22-3595

0266-22-3599

監事

滝澤

長野赤十字病院 病理部

026-226-4131

026-223-3093

監事

久保田理彦

伊那中央病院 臨床検査科

0265-72-3121

0265-78-2248

事務局長

宮川恭一

篠ノ井総合病院 臨床検査科

026-292-2261

026-293-0025

連絡事務所

〒388-8004 長野市篠ノ井 666-1

026-292-2294

026-292-2294

鈴木信三

通

検査科

臨床検査科

篠ノ井総合病院 臨床検査科内

＊平成 19 年度会員名簿のこども病院ＦＡＸ番号が間違っています。上記名簿をご参照ください。

