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長野県臨床検査技師会主催研修会等

平成 25 年度公益事業

がんイベント

「長野県のがん対策の取り組み・がん検査の講演会」
平成 26 年 3 月 8 日（土）14：00～16：00
諏訪赤十字病院 研修センター
講演 1. 長野県のがん対策に対する取り組み 長野県健康福祉部健康長寿課長 小林 良清
講演 2. がん相談支援センターの紹介
諏訪赤十字病院 看護係長 橋爪 睦
講演 3. がんについて
信州大学医学部附属病院 信州がんセンター長 小泉 知展
講演 4. がん検査について
信州大学医学部附属病院 臨床検査部 副技師長 小林 幸弘
諏訪中央病院 技術部中央検査科 技師長 牛山 英俊
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 JA 長野厚生連 富士見高原病院 臨床検査科 小松 俊雄
TEL：0266-62-3030 内線 2198 E-mail：kensa@fujimihp.com
そ の 他 講演内容は一般の方を対象としています
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【青年局企画】

第１回ビギナーズセミナー

（予告）

平成 26 年 5 月 25 日（日）9：00～15：00（予定）
信州大学医学部保健学科
「基礎的な実習型講習会」「統計学・エクセルなどの基礎講義」（予定）
毎年好評をいただいている若手～中堅技師向けの【青年局企画】を今年度は２回開催します。
第１弾として、春に日帰りの講習会を企画しました。
若手技師からの要望の多い、
「基礎的な実習型講習会」を各分野（生化学・血液・輸血・
微生物・生理・一般・細胞診）同時進行し、受けたい実習を選択していただく予定です。
初級～中級レベルの内容で、日当直時に役立つ知識や基礎的な技術を再確認できる内容を計
画中です。
また、学会発表や論文に役立つ統計学やエクセル・パワーポイントなどの基礎的な講義も開
催する予定です。是非多くの皆様の参加をお待ちいたしております。
※詳細は来月号（４月号）に掲載します。
参 加 費 2000 円（予定）
申込要領 事前申し込みを予定しています。詳細は来月号（４月号）に掲載します。
問合せ先 諏訪赤十字病院 伯耆原 慎也
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TEL：0266-52-6111（内 2305） E-mail：pathology@suwa.jrc.or.jp

その他

第 66 回保健文化賞候補者の推薦について
標記事項は第一生命保険株式会社が主催し、厚生労働省が後援しており、保健衛生及び関連する福祉等
の分野で優れた業績の有った団体及び個人を表彰し、これにより我が国における保健衛生の一層の向上
を図ることとされています。
これについては、
「第 66 回保健文化賞候補者の推薦について(協力依頼)」
平成 26 年 2 月 3 日付健発 0203
第 1 号 厚生労働省健康局長より協力依頼の通知がありました。
応募等については、各団体及び各自で行っていたたくことになりますが、第一生命保険株式会社のホー
ムページにより、募集要綱および募集用紙についてはダウンロードいただきますようお願い致します。
なお、書類の受付は 4 月 15 日(火)(当日消印有効)となっていますので、ご注意ください。
【第一生命保険会社のホームページアドレス】
http://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/society/contribution/welfare.html

関係医療団体からのお知らせ
第 45 回日本看護学会－精神看護－学術集会が、日本看護協会と長野県看護協会との共催にて、平成 26
年 10 月 16・17 日に開催されます。
詳細は日本看護協会ホームページ（http://www.nurse.or.jp/nursing/education/gakkai/）をご覧くださ
い。

訃報
当会会員である荻原 重正様が平成 26 年 2 月 19 日ご逝去されました。謹んでご報告すると共にご冥福
をお祈り申し上げます。

平成 26 年 3 月分

会員動向（平成 26 年 1 月 28 日〜平成 26 年 2 月 27 日受付分：敬称略）

〈退会〉
204743 淀 智子
株式会社 北信臨床
204993 新津 千鶴子 長野厚生連佐久総合病院 小海分院
200110 若林 洋志
東信個人
405990 増戸 智美
中信個人
200802 荻原 重正
ＪＡ長野厚生連 小諸厚生総合病院
〈転出〉
703047 高橋 香織 信州大学医学部附属病院 → 兵庫県
703140 森本 健斗 南信個人 → 静岡県
200227 北村 弘文 長野市民病院 → 群馬県
205109 磯野 佳以（旧姓：葛本） 県立こども病院 → 大阪府
〈勤務先の変更〉
205015 駒村 美晴
北信臨床 → 医療法人信愛会 田中病院
〈氏名の変更〉
204782 高橋 香保里（旧姓：小林） ＪＡ長野厚生連 佐久総合病院
204789 重藤 聖子（旧姓：久保田） 信州大学医学部附属病院
〈新規施設〉
9200204 医療法人信愛会 田中病院 長野市西和田 1-29-8
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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

