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長野県臨床検査技師会主催研修会等

H25・H26 年度長臨技出前講座派遣事業の講師募集について
長臨技では、地域住民等からの要請に応じて会員が出向き、臨床検査を中心とする医療に関する講演
等を行ない、地域住民への臨床検査の知識・普及を図ることを目的とした出前講座派遣事業の H25・26
年度講師を募集します。詳しくは長臨技 HP をご覧ください。
講師募集：臨床検査技師会活動の普及啓発ができる者、管理運営等の実績がある者、専門分野での講演
ができる者など。
費用：講師の交通費、資料代は派遣要請者の負担、講師料（5,000 円）は長臨技負担
講師登録申請：「長臨技出前講座派遣事業講師登録申請書」
（別紙１）による（長臨技 HP にも掲載）
申込み先：長野市民病院 臨床検査科 櫻井 博文
〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333-1
TEL：026-295-1199(内 4322) FAX：026-295-1167
E-mail：hirofumi_sakurai@hospital.nagano.nagano.jp

平成 25 年度

臨床化学免疫血清・血液合同初心者講習会

平成 25 年 8 月 10 日（土） 14：00～18：30
平成 25 年 8 月 11 日（日） 9：00～12：30
場
所 松本青年の家
内
容 No.181 7 月号に掲載済みです。
生涯教育点数 専門 30 点
参 加 費 宿泊あり全参加 5000 円、講義+懇親会 2500 円、講義のみ 1000 円
申込要領 1、氏名
2、所属施設名（電話番号も）
3、会員番号（今年入会されて番号がわからない方は、“新入会員”と記入）
非会員の方は非会員と記入
4、参加形態
を記入の上、メール（または FAX）でお申込みください。申込期限 8 月 5 日（月）
※1 週間以内に受付完了の返信がない場合は、お問い合わせください。
申 込 先 国保軽井沢病院 土屋 志津恵
TEL：0267-45-5111 FAX：0267-45-0041 E-mail：labo@karuizawa-hosp.jp
そ の 他 駐車場完備ですが、駐車スペースの都合上できるだけ乗り合わせてお越しください。
日

時
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平成２５年度第一回東信支部研修会・支部総会・支部交流会
平成 25 年 8 月 24 日（土）16：00～17：30
小諸厚生総合病院 5F 会議室
東信支部総会
第１回東信支部研修会
「眠りと健康‐最近の睡眠医療の話題と検査技師の関わり方‐」
佐久市国保浅間総合病院 臨床検査科 睡眠医療認定検査技師 森本 光俊
生涯教育点数 基礎 20 点
参 加 費 無料
申込要領 事前申し込みは必要ありません。
問合せ先 信州上田医療センター 研究検査科 柳澤 隆司
TEL：0268-22-1890 FAX：0268-24-6603 E-mail：t.yanagisawa@nagano-hosp.go.jp
日
場
内

時
所
容

平成 25 年度輸血検査研修会
平成 25 年 9 月 29 日（日）13：30～16：00
信州大学旭会館 3F 大会議室
県内における血液事業の現状と輸血感染症
講師は長野県赤十字血液センター 所長 佐藤 博行 先生です。輸血感染症の幅広い貴重なお
話が伺えると思います。また、閉会後、日頃感じている輸血業務における疑問点や問題点、
対応に苦慮した症例について、ご相談に応じる時間を設けます。奮ってご参加下さい。
生涯教育点数 専門 20 点
参 加 費 会員 1000 円、非会員 2000 円
申込要領 事前申し込みは必要ありません。
問合せ先 長野赤十字病院 輸血部 田中 康夫 TEL：026-226-4131(2220)
日
時
場
所
テ ー マ
内
容

平成 25 年度
日
場
内

【青年局企画】

若手研修交流会 兼 新入会員研修会

時 平成 25 年 10 月 12 日（土）10：00～10 月 13 日（日）12：00
所 いこいの村 アゼィリア飯綱・戸隠
長野市大字上ケ屋 2471-79 TEL：026-239-2522 http://www.azeiria.com/index.html
容 毎年、大変好評をいただいている若手技師向け研修交流会を今年も行ないます。今回は「資
格取得に挑戦しよう！」
「学会発表をしてみよう！」の２大テーマに沿って行ないます。
各分野の資格取得者の経験談を聞いて、直接相談出来るチャンス！です。受験したいけど近
くに合格者がいなくて困っているあなた、すでに合格済みのあなたも、たくさんの方の参加
をお待ちしています。施設間を越えた繋がりをこの機会にぜひ作りましょう。
※同研修会において、新入会員研修企画もあります。（多くの先輩と語らおう！）
新入会員の皆様は、万障お繰り合わせの上、ご参加をお願い致します。
●1 日目
アイスブレイキングを兼ねたカレー作り（昼食）やレクを企画中
新入会員研修企画
「長臨技・日臨技について」
諏訪中央病院
今井 眞澄（長臨技 会長）
長野医療生活協同組合 長野中央病院 上原 昭浩（日臨技 執行理事）.他
座学：
「資格に挑戦しよう！」各資格取得者に講師をしていただき、緊急検査士問題を
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中心に、日当直業務で役立つポイントをまとめていただきます。
座談会：資格取得者（各二級検査士や、各種認定者）に経験談や具体的なアドバイスを
聞ける場を設けます。
夜の大交流会
●２日目
座学：
「学会発表をしてみよう！」学会発表を多く経験されている方に、具体的なデータの
まとめ方や、発表までの進め方などのノウハウを発表していただきます。
グループワーク：検査（研究班）単位に分かれて、同じ検査をやっている者同士、どうし
たら学会発表にこぎつけられるのか？困ったときは誰に相談したらいいか？など
気軽に話し合う場を設けます。日頃の悩みを気軽に相談してみましょう！
※詳細な内容・講師につきましては、次号の長臨技だよりに掲載します。また、申込み施設
単位で案内を送付します。
生涯教育点数 基礎 30 点（宿泊までされる方）
、基礎 20 点（新入会員研修企画まで参加の方）
参 加 費 宿泊費込：10,000 円
新入会員研修企画まで参加の方：無料
申込要領 付属の申込み用紙（別紙２）に必要事項を記載の上、Email または FAX にてお申込み下さ
い。締め切り 8 月 23 日（金）まで
申 込 先 長野医療生活協同組合 長野中央病院 生理機能検査室 山崎 一也
TEL：026-234-3211 内線(1185)
FAX：026-234-3253
E-mail：seiri@healthcoop-nagano.or.jp

平成 25 年度長野県臨床検査技師会

遺伝子検査研究班研修会

平成 25 年 10 月 20 日（日）13：00～15：00
長野県立こども病院 南棟会議室
遺伝子検査の最新情報を学びましょう
1、「遺伝子・染色体検査の現状と問題点」 信州大学医学部附属病院 松田 和之
2、遺伝子検査の紹介と最新情報
ライフテクノロジーズジャパン㈱ 松島 亮一
(1)次世代シーケンサーの原理・概要紹介
・蛍光物質を使用しない Post Light シーケンスのメリット
(2)アプリケーション紹介
・キャンサーパネル（レーザーキャプチャーマイクロダイゼクションによる腫瘍 FFPE
サンプル 10ng からの解析）
・遺伝性疾患パネル
・BRCA パネルのご紹介
・カスタムパネルのご紹介
・出生前診断の使用例（単一遺伝子疾患の着床前診断への応用例・非侵襲性の異数性検査へ
の応用例）
・HLA タイピングの臨床応用
・血清中の分泌型 miRNA の網羅的解析
・発現解析
・網羅的全エクソン解析
・1000 ドルゲノムの時代へ
(3)今後の遺伝子診断の方向性（弊社 DX 製品の拡充情報）
3、SNP 検査の実際
県立こども病院 久保田 紀子
生涯教育点数 専門 20 点
参 加 費 無料
日
時
場
所
テ ー マ
内
容
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事前申し込みは必要ありません。
株式会社ミロクメディカルラボラトリー 玉井 清子
TEL：0267-54-2111 FAX：0267-54-2442 E-mail：mml-idenshi@miroku-lab.co.jp

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

2013 年度首都圏支部臨床衛生検査技師会

生理検査研究班研修会

平成 25 年 9 月 7 日（土）～8 日（日）
千葉県 クロスウェーブ船橋 講堂
生理検査初心者講座～ルチン業務の素朴な疑問解消しませんか？～
No.181 7 月号に掲載済みです。
※詳細は長臨技 HP をご覧ください。
生涯教育点数 専門 30 点
参 加 費 会員 8,000 円、非会員 15,000 円
申込要領 メールの件名 を「研修会申し込み」として、必要事項を記載の上、下記申込先にメールに
てお申し込み下さい。
1、氏名（フリガナ）
2、所属技師会、会員番号
3、施設名、施設住所および電話番号
4、連絡用メールアドレス（携帯電話不可）
5、情報交換会参加の有無
申し込み期間：2013 年 7 月１日（月）～8 月 15 日（木）
申 込 先 第 27 回関東甲信地区生理検査研究班研修会事務局
成田赤十字病院 検査科 吉田 有紀
〒286-8523 千葉県成田市飯田 90-1
E-mail：yukimomo@iris.ocn.ne.jp TEL ：0476-22-2311
日
時
場
所
テ ー マ
内
容

その他

第 22 回信大臨床検査セミナー
平成 25 年 9 月 15 日（日）9：00～15：50
信州大学旭総合研究棟 9 階 講義室
講演１三重大学医学部 臨床検査医学講座 教授 登 勉
講演２国際臨床病理センター所長・自治医科大学名誉教授 河合 忠
講演３信州大学医学部附属病院臨床検査部 菅野 光俊
午後の部 「細菌セミナー」
講演４富山大学医学部 臨床分子病態検査学講座 仁井見 英樹
講演５信州大学医学部附属病院臨床検査部 松本 竹久
講演６信州大学医学部保健学科 病因病態検査学講座病因生体防御系 教授 川上 由行
生涯教育点数 基礎 20 点
参 加 費 1,000 円
申込要領 FAX または E-mail でお申し込みください。当日参加も可能です。
申 込 先 信州大学医学部附属病院臨床検査部 松田和之
TEL ：0263-37-2802 FAX： 0263-34-5316 E-mail： kmatsuda@shinshu-u.ac.jp
日
場
内

時
所
容
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会員動向（平成 25 年 6 月 28 日〜平成 25 年 7 月 27 日受付分：敬称略）

〈入会〉
705734 百瀬 雅紀
706962 五十嵐 愛
706614 豊田 淳美
706938 浦野 あさ美
706939 池田 奈菜子
706940 小林 伶
706941 原 明日香
706942 岩井 つくし
707053 黒岩 夏子
706592 中山 貴博
706593 中島 優季
707035 唐沢 恵理
707068 沢田 晋
707084 山口 大
707054 若杉 明日香
〈再入会〉
204868 金本 涼子
204324 草間 昭俊
145993 村松 友美
164358 小林 美絵子
〈転入〉
145993 村松 友美
164358 小林 美絵子
204178 秋元 成美
115749 牛山 晶子
〈転出〉
204352 大野 惠子
〈施設名変更〉
NTT 東日本長野病院

公益財団法人 長野市保健医療公社長野市民病院
佐久市立国保浅間総合病院
県立木曽病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
一之瀬脳神経外科病院
ＪＡ長野厚生連 佐久総合病院
ＪＡ長野厚生連 佐久総合病院
医療法人栗山会 飯田病院 臨床検査科
医療法人栗山会 飯田病院 臨床検査科
信州大学医学部保健学科 検査技術科学専攻
南信個人
ＪＡ長野厚生連 篠ノ井総合病院
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
長野県健康づくり事業団
長野県健康づくり事業団
神奈川県 → 長野県健康づくり事業団
富山県 → 長野県健康づくり事業団
千葉県 → 独立行政法人国立病院機構 東長野病院
東京都 → 南信個人
NTT 東日本長野病院 → 東京都
→

朝日ながの病院
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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）や退会などの希望のある
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。
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、毎月 27 日、翌月 1 日発行です。
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

長臨技

出前講座 派遣事業 講師登録申請書

氏名
フリガナ
技師会会員番号
所属施設
住所
所属部門・役職
技師会役員歴
取得している認定資格
認定資格取得月日
連絡先 TEL
連絡先 E-Mail
出前講座登録内容
例：冬の感染症対策
例：臨床検査データの読み方

その他
講師依頼について、配慮してほ
しいこと等記入してください。

申請先：

長野市民病院 臨床検査科 櫻井博文
〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333-1
TEL(026)295-1199(内 4322) FAX(026)295-1167
E-mail: hirofumi_sakurai@hospital.nagano.nagano.jp
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別紙２

平成 25 年度

【青年局企画】

若手交流会

参加申込み用紙

FAX：026-234-3253 E-mail：seiri@healthcoop-nagano.or.jp
上記連絡先に、E-mail または FAX にてお申込みください。
Email の場合は、件名に「
【青年局企画】参加申込み」とお願いします。

施

設 名；

連

絡 先

TEL；
E-mail；
会員番号

ふりがな

参加者氏名
主な担当分野

経験年数
年目

会員番号

参加形式
宿泊あり・新入会員研修まで
ふりがな

参加者氏名
主な担当分野

経験年数
年目

会員番号

参加形式
宿泊あり・新入会員研修まで
ふりがな

参加者氏名
主な担当分野

経験年数
年目

会員番号

参加形式
宿泊あり・新入会員研修まで
ふりがな

参加者氏名
主な担当分野

経験年数
年目

会員番号

参加形式
宿泊あり・新入会員研修まで
ふりがな

参加者氏名
主な担当分野

経験年数
年目

参加形式
宿泊あり・新入会員研修まで

※記載していただいた個人情報は、当研修会での利用目的以外の目的では利用いたしません。
また、不要となった個人情報については、速やかに且つ適正に削除・廃棄いたします。

