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長野県臨床検査技師会主催研修会等

平成 26 年度

第1回

中信地区輸血研究班勉強会

平成 26 年 4 月 15 日（火）18：30～20：30
信州大学医学部附属病院 外来診療棟４階 研修室７
輸血に必要な基礎知識
輸血検査全般に関する内容、血液型検査・不規則抗体スクリーニング・交差適合試験など
講師：バイオラッドラボラトリーズ(株) カスタマーサポート部部長
兼 IH 学術マネージャー 柿沼 幸利
生涯教育点数 未定
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 信州大学医学部附属病院輸血部 石川 伸介
TEL：0263-37-3223 FAX：0263-37-3027 E-mail：shinchan@shinshu-u.ac.jp
そ の 他 輸血検査における基礎知識を養うべく、毎月第３火曜日に開催します。ふるってご参加くだ
さい。
日
時
場
所
テ ー マ
内
容

平成 26 年度一般検査初心者講習会
平成 26 年 4 月 27 日（日）8：30～12：30
安曇野赤十字病院 大会議室
受付・開講式
8：30～9：00
講演 1「尿定性検査の落とし穴」
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 マーケティング部
講演 2「尿沈渣検査における分析装置の現状」
東洋紡株式会社
講演 3「長野県一般検査研究班初心者講習プログラム（総論・尿沈渣）
」
安曇野赤十字病院 検査部 沖 英彦
※内容や順番が一部変更となる場合があります。
生涯教育点数 専門 20 点
参 加 費 会員 500 円、非会員 1000 円
申込要領 申し込み用紙は長野県技師会 HP よりダウンロードするか、もしくは下記の申込先よりお取
り寄せ下さい。メールでのお申し込みの場合は、申し込み用紙の 1～4 の項目をご入力の上、
下記アドレスまでお申し込み下さい。FAX もしくは郵送の場合は、用紙をお一人様一枚ずつ
とし、必要事項を記入の上お申し込み下さい。
募集人員：40 名 申し込み期間：平成 25 年 4 月 20 日（日）まで
申 込 先 安曇野赤十字病院 検査部 沖 英彦
TEL：0263-72-3170（内線 1167）FAX：0263-73-5634（検査）
E-mail：med-tech@azumino.jrc.or.jp
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場
内

時
所
容

長臨技だより NO.190（2014 年）平成 26 年

【青年局企画】
日
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所
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容
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第１回ビギナーズセミナー

平成 26 年 5 月 25 日（日）9：00～15：30（受付 8：30～）
信州大学医学部保健学科 北校舎・中校舎
「基礎的な実習型講習会」 「統計学・エクセルなどの基礎講義」
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。
実習型講義は初級レベルの内容で、普段触れない分野での基礎的な技術習得、知識の再確認
などを目的としています。できれば自身の専門分野以外を選択してみてはいかがでしょうか。
統計学やエクセルの基礎講義は全員受講できます。

オリエンテーション
学会で発表してみよう！【全員受講】
「発表してみよう」 佐久総合病院佐久医療センター 高見沢 将
「Excel って、なにげにすごい」 伊那中央病院 堀 憲治
実習型講義Ⅰ【選択式】
生化学・血液・輸血の中から１つ選択
ランチョンセミナー
「感染症について（PCT、β グルカン、ET）
」 和光純薬工業株式会社 中尾 孝一
「遺伝子検査について」 アークレイマーケティング株式会社 蛯名 秀峰
実習型講義Ⅱ【選択式】
生理・微生物・一般（細胞診）の中から１つ選択
基礎講座【全員受講】
「統計学の基礎」 シスメックス株式会社 岩崎 陽介
※（別紙１）にタイムテーブルを添付しました。詳細はそちらをご覧ください。
生涯教育点数 専門 20 点
参 加 費 2,000 円
申込要領 事前申し込みを行います。申し込み用紙（別紙２）に必要事項を記入の上、下記の E-mail
または FAX にお申し込みください。申し込み期間は 4/4（金）～4/18（金）
※先着順ではありません。応募者多数の場合は抽選となります。
申 込 先 諏訪赤十字病院 伯耆原 慎也
TEL：0266-52-6111（内 2305） FAX：0266-57-6371
E-mail：pathology@suwa.jrc.or.jp
そ の 他 以下の賛助会員様にご協賛いただいております。
（順不同）
株式会社三和化学研究所、松浪硝子工業株式会社、日本光電北関東株式会社、
和光純薬工業株式会社、アークレイマーケティング株式会社、シスメックス株式会社

平成 26 年度細胞診初心者講習会
日
場
内

時
所
容

平成 26 年 6 月 22 日（日）8：30～17：00
信州大学医学部保健学科
8：30～9：00
受付
9：00～9：10
オリエンテーション
9：10～12：00 講義・細胞画像の解説・質疑応答
12：00～12：50 昼食（お弁当とお茶ご用意します）
13：00～17：00 鏡検 随時質問可
・婦人科Ⅰ
(5 問) 長野赤十字病院
・婦人科Ⅱ
(5 問) 長野赤十字病院

技師 佐藤 秀太
技師 佐藤 秀太
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・呼吸器
(5 問)
・乳腺・甲状腺 (5 問)
・消化器・その他 (5 問)
・泌尿器・体腔液 (5 問)

相澤病院
飯田市立病院
長野中央病院
松本市立病院

技師
技師
技師
技師

池上
岩田
藤原
小堺
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陽太
貴博
正人
智文

生涯教育点数 専門 20 点
参 加 費 3,000 円（弁当代を含む）
申込要領 5 月 31 日までにメールにて申込み下さい。募集人数 30 名 定員になり次第締め切ります。
申 込 先 長野赤十字病院 花岡 浩明
TEL：026-226-4131 (内 5114) FAX：026-226-4690
E-mail：hanaoka@nagano-med.jrc.or.jp
そ の 他 駐車場は信州大学病院外来駐車場をご利用ください。受付時 100 円駐車券をお渡しします。
当日のキャンセルは参加費を頂きます。ご了承ください。教室内は上履きをご持参下さい。

平成 26 年 4 月分

会員動向（平成 26 年 2 月 28 日〜平成 26 年 3 月 27 日受付分：敬称略）

〈退会〉
200440 新倉 秀雄
信州大学医学部附属病院
701546 高比良 幸子 長野赤十字病院
〈転入〉
124867 藤田 圭子
埼玉県 → 小諸高原病院
200764 唐沢 秀樹
東京都 → まつもと医療センター 中信松本病院
140342 山﨑 剛
日臨技 → 東長野病院
〈転出〉
205130 藤澤 美穂
県立木曽病院 → 日臨技
703132 土屋 和輝
県立木曽病院 → 静岡県
200367 吉池 昌三
まつもと医療センター 中信松本病院 → 東京都
204991 酒井 里枝
JA 長野厚生連 篠ノ井総合病院 → 愛知県
〈勤務先の変更〉
204217 畠山 秀子
一般財団法人 長野県公衆衛生協会 → 北信個人
205121 丸山 望美（旧姓：日向） JA 長野厚生連 佐久総合病院 → 中信個人
〈新規施設〉
9700011 フルタクリニック 佐久市中込 3611-208
9700012 JA 長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 佐久市中込 3400-28

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。
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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

【青年局企画】第１回ビギナーズセミナー タイムテーブル
時間

内容

8：30～
9：00
9：05

受付 （受付終了時刻は 10：00 とさせていただきます）
オリエンテーション
学会発表をしてみよう！【全員受講】
「発表してみよう」 佐久総合病院佐久医療センター 高見沢 将（10 分）
「Excel って、なにげにすごい」 伊那中央病院 堀 憲治（40 分）
休憩・移動
実習型講義Ⅰ【選択式】※①～③は同時進行しますので、この中から１つを選んで受講してください。
① 生化学 「TRY してがってん!!SMBG」
SMBG の正しい使用方法について実習を交えて学びます。基本操作から採血部位による測定値の違い、
飲食後の影響など SMBG に関して理解を深めます。（※できれば空腹でご参加下さい）
（協賛：株式会社三和化学研究所）
② 輸血 「初めての輸血検査！～目指せ YDG（Y＝輸血、D＝できる、G＝技師）への道～」
血液型検査（試験管法）の基本を確認し、緊急輸血についてみんなで考えてみましょう。
③ 血液 「日当直で役立つ眼力をつけよう！」
血算検体からできる限りの情報をすばやく得る術を学びましょう。
（協賛：松浪硝子工業株式会社）
移動・準備
昼休み（ランチョンセミナーを２会場予定しています。当日受付にて選択していただきます。）
「感染症について（PCT,βｸﾞﾙｶﾝ,ET）」 和光純薬工業株式会社 中尾 孝一
「遺伝子検査の現状と遺伝子解析装置 i-densy のご紹介」 アークレイマーケティング株式会社 蛯名 秀峰
実習型講義Ⅱ【選択式】※④～⑥は同時進行しますので、この中から１つを選んで受講してください。
④ 生理 「きっと役立つ BLS！医療従事者として、最低限の知識を身に着けよう」
患者さんの急変時に遭遇してしまった！こんな時、あなたならどうする！？
また、BLS って何？という方、受講したけど忘れてしまった方も必見！
（協賛：日本光電北関東株式会社）
⑤ 微生物 「やってみよう！血液培養のグラム染色！」
血液培養、血液培養のグラム染色の基礎知識について、実際にグラム染色を体験してもらい、理解を深
めます。
⑥ 一般（細胞診） 「みんなで見よう！症例から学ぶ一般検査の考え方～細胞診も交えて～」
一般検体の細胞像や検査データから推察される病態を考えるポイントなどをグループディスカッションも交
えて楽しく学びます。
休憩
基礎講座 【全員受講】
「統計学の基礎」 シスメックス株式会社 岩崎 陽介

9：55
10：05

11：25
11：40

12：45

14：05
14：15

（実習型講義の注意点）
※実習型講義Ⅰ（①～③）およびⅡ（④～⑥）よりそれぞれ好きな講義を選択してください。必ずⅠ、Ⅱの両方について
申込用紙に第１～第３希望を記入してください。
※定員は各講義 30 名です。応募者多数の場合は抽選となり希望に添えないことがありますのでご了承ください。
※できれば自身の専門分野以外を選択してください。専門分野でも結構ですが内容は初級レベルに設定しています。
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別紙２

【青年局企画】第１回ビギナーズセミナー 参加申し込み用紙
（送信先） 諏訪赤十字病院 病理部

伯耆原 慎也

E-mail：pathology@suwa.jrc.or.jp （件名を「【青年局企画】参加申し込み」としてください。）
FAX：0266-57-6371
※個人単位でお申し込みください。できれば E-mail（ファイルを添付して）での申し込みをお願いします。
※申し込み期間：平成 26 年 4 月 4 日（金）～4 月 18 日（金）
※申し込み完了の連絡を、記入いただいた連絡先に４月末日までにいたします。連絡が無い場合には上記にお問
い合わせ下さい。
ふりがな

性別

氏名

男 ・ 女

勤務先施設名
技師歴（経験年数）

年齢

会員番号
（平成 26 年度で）

年目
担当分野の
経験年数

主に担当している分野

年目

連絡先ＴＥＬ番号
連絡先ＦＡＸ番号
連絡先 E-mail
【選択式】実習型講義の希望を記入してください（必ず講義Ⅰと講義Ⅱの両方に記入してください）
実習型講義 Ⅰ
① ：生化学
② ：輸血
③ ：血液
※①～③を希望する順に
記入してください

第１希望：

第２希望：

第３希望：

実習型講義 Ⅱ
④ ：生理
⑤ ：微生物
⑥ ：一般（細胞診）
※④～⑥を希望する順に
記入してください

第１希望：

第２希望：

第３希望：

※各実習型講義の定員は 30 名です。応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承下さい。
※なるべく自身の専門分野以外を選択してください。（専門分野でも結構ですが実習は初級レベルに設定しています）
※申し込み後のキャンセルはできませんので、よろしくお願いします。

