◇広報部活動報告
平成 23 年度は発行形態を変更し、編集作業改善を図った。速報版と通常版に
分け No.289 から No.300 号を発行した。速報版には主に研修会や学会などのお
知らせ、求人求職情報等タイムリーな内容を掲載。通常版には、従来と同様に
お知らせ、求人求職情報、報告、Q＆A、施設紹介、学会レポート、議事録等、
豊富な内容で構成した。会報は、会員の皆様からお寄せいただく原稿をもとに
成り立っており、日々感謝するとともに今後もご協力をお願いしたい。来年度
は、ツイッターや SNS を利用した情報提供や会員同士のコミュニケーション（つ
ぶやき）を展開していく予定である。また、臨床検査技師の中心機構である日
臨技でどのような議論・運営がなされているか等の情報を、理事と同じレベル
で会員の皆様が周知できるよう情報提供に努力していきたい。
（広報部長 浦田香代美）

◇組織部活動報告
組織部として法人化への取り組みも大詰めとなり重要事項が進められた１年
であった。
５月１５日に開催された平成２３年度定期総会において会員の皆様の承認のも
と一般社団法人への移行が決定された。
１１月２６日に行われた平成２３年度臨時総会では、法人格取得の要となる一
般社団法人定款（案）を承認していただくことができ、いよいよ『一般社団法
人山梨県臨床衛生検査技師会』登記に向けて最終段階となった。
今定期総会後に公証役場での「一般社団法人山梨県臨床衛生検査技師会 定款」
の認証後４月２日の法務局での登記に向けて滞りのないよう進めていく。
平成 24 年 3 月 3 日には、学術、組織部合同にて「第９回検査室改革セミナー」
を社会保険山梨病院において以下の講演にて開催した。
講演１ 演題：「体系的な血糖測定 について」
講師：満吉 利佳氏
（ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ DC 事業部マーケティング部）
テーマ：「臨床検査における国際情勢」
講演２ 演題：「臨床検査室の国際認定 ―迫り来る国際潮流―
講師：下田 勝二氏
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（公益財団法人日本適合性認定協会認定センター，東京都技師会長）
講演３ 演題：「臨床検査技師の国際化」
講師：小松 京子氏
（杏林大学医学部付属病院病理部，IFBLS 次期会長）
（組織部長

清水正彦）

◇渉外部活動報告
今年度渉外部は、例年同様無料職業紹介事業に携わってきた。梨臨技ニュー
ス及び山梨県臨床衛生検査技師会ホームページに 5 回求人・求職情報を掲載し、
会員に広く呼びかけ情報提供を依頼した。
求人施設･件数は例年どおりであり、パート職に限らず正職の募集もあった。
求職者の情報は当会が取り扱った件は無かった
平成 23 年度無料職業紹介事業取り扱い件数
求人施設
5件
求職者
0件
(備考)
数字はパート職を含む。
また、今年度より日臨技国民健康増進委託事業（乳がん予防啓発事業、青少年
STI 予防啓発事業）を渉外部の担当として行った。
12 月 22 日イオンモール甲府昭和店 4F イオンホールで乳がん早期発見予防キ
ャンペーン開催。来場者 220 名。
11 月 27 日山梨中銀スタジアムヴァンフォーレ甲府戦で来場者にエイズ予防に
関するパンフレット、ティッシュなど配布。
12 月 16 日甲府昭和高校 2 年生 80 名を対象に「STI・HIV・AIDS 正しい知識
を〜」という内容の出張講演を行った。
これら公益事業には、研究班ならびに多くの会員の皆様に協力していただき大
きな成果を得ることが出来た。長く広く活動を行っていくことが重要課題であ
ると認識している。
無料職業紹介事業、公益事業ともに会員の皆様の更なるご支援・ご協力をお
願いいたします。
(渉外部長 清水由美)

13

◇情報管理部活動報告
活動として、専ら県技師会ホームページ（www.riringi.jp）維持管理・メー
リングリスト管理をした。新規事業として、いち早い情報の発信を目的に
Twitter を立ち上げた。
（※Twiiter アカウント：riringi）加えて、当会資産の
PC 管理も行なった。
今後、SNS の活用を含め会員への情報をより良く進める方向で検討していく。
未だに、研究班ページの公開が超音波研究班のみである。今後も継続して、
研究班に対して作成支援を実施し促進していく。
来年度は法人格の取得により、ホームページの改変も行う。
(情報管理部長 川上浩基)

◇精度保証認証委員会報告
日臨技精度管理調査においては、昭和 40 年より開始され、平成 19 年度より
全国の標準化を実現化する目的で基幹施設ネットワークを構築し、各都道府県
技師会の協力を得て全国の施設間データの互換性や検査成績の信頼性向上に取
り組んでいる。
昨年度より検査データの信頼性を維持管理するために、日臨技主催の外部精度
管理調査及びデータ標準化事業に参加し、信頼性が十分保障されていると評価
できる施設に対し、
「精度保障認証施設」として認証する制度が発足した。当会
も精度保障施設認証委員会を設置して、各施設からの申請書及び必要書類の提
出に対して、日臨技「精度保障施設認証制度指針」に従い委員会で審査したう
えで、認証基準の要求事項をすべて満たす施設を、日臨技認証委員会（精度保
障部）に申請した。
１．都道府県申請受付期間： 12 月 1 日（木）〜12 月 14 日（水）必着
２．都道府県審査期間 ：12 月 15 日（木）〜1 月 8 日（日）
３．日臨技申請受付期間 ：1 月 10 日（火）〜１月 20 日（金）必着
４．日臨技審査日程 ：1 月 21 日（土）〜2 月 5 日（日）
５．日臨技理事会審議、承認 ：平成 24 年 3 月中
平成 24 年 1 月 13 日には、市立甲府病院、山梨厚生病院、笛吹中央病院の 3
施設を山梨県精度保証委員会から日臨技に申請した。今後も多数の県内施設の
臨床検査データの精度向上と精度保証認証を取得できる環境づくりを進めてい
きたい。
（精度保証認証委員会委員長 多田正人）
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◇学術活動報告
各研究班班長のご尽力により学術活動は安定した活動が行われた。昨年度は、
東日本大震災により県学会が計画停電の影響を受け紙上発表となったが、今年
度は、甲府共立・厚生連を中心としたグループにより開催された。学術活動に
おいては、初歩的な基礎を極める幅広い研修会や研究班の隔たりを超えた合同
の研修会など新たな企画で充実した内容であった。
今年は、法人化という新たな技師会活動の中、班長の交代もあるかと思われる
が、益々の研究班活動の発展と協力をお願いする。
（平成 23 年 3 月から平成 24 年 2 月まで 文中敬称略 学術部長 多田正人）

臨床化学研究班（班長 輿石芳夫）
第１回研修会（6 月 23 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
「平成 22 年度県医師会精度管理調査 臨床化学部門報告」
（多田正人・山梨大学医学部附属病院検査部）
「よくわかる生化学！生化学検査の基礎をもう一度学ぼう〜バリデーションを
理解する〜」
（長尾健次・和光純薬工業（株））
＜参加者 63 名・20 点＞
第２回研修会（7 月 22 日：山梨県立中央病院 2 階会議室）
「日臨技 精度保証施設認証制度について 現状と今後 」
（多田正人・山梨大学医学部附属病院検査部）
「よくわかる生化学！生化学検査の基礎をもう一度学ぼう〜バリデーションを
理解する〜」
（佐々木 智・和光純薬工業（株））
＜参加者 51 名・20 点＞
第１８回泉郷セミナー（8 月 27 日〜28 日：セラヴィリゾート泉郷）
「酵素活性測定法の基礎 実測 K ファクターはもういらない？」
（新井堅仁・関東化学（株））
「これだけは押さえよう！精度管理の基本」
（木曽加奈子・シスメックス（株））
「R‑CPC・皆で学ぶ症例検討会」
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（櫻林郁之介・自治医科大学）
「簡単！臨床検査に役立つ初心者エクセル」
（川上浩基・加納岩総合病院）
「腎疾患と免疫との関わり フォトサーベイ含む」
（天野陽生・社会保険山梨病院）
「各施設の異常データ遭遇事例を共有しよう尿定性検査の基本とポイント」
（杉本雅史・都留市立病院）
「各施設の異常データ遭遇事例を共有しよう 反応過程の自動チェック機能を
用いて確認された異常波形」
（浦田香代美・社会保険山梨病院）
「各施設の異常データ遭遇事例を共有しよう 検査センターの立場から」
（祖谷淑美・富士吉田医師会臨床検査センタ−）
「各施設の異常データ遭遇事例を共有しよう 当院の異常データ遭遇事例と解
析」
（輿石芳夫・北杜市立塩川病院）
＜参加者 63 名・20 点＞
第３回研修会（10 月 21 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
「各施設のコスト削減への取り組み アンケート調査結果報告」
（輿石芳夫・北杜市立塩川病院）
「よくわかる生化学！生化学検査の基礎をもう一度学ぼう〜生化学分野の異常
値解析（異常値データの解析事例） 〜」
（遠藤美香・和光純薬工業（株））
＜参加者 41 名・20 点＞
第４回研修会（11 月 24 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
「よくわかる生化学！生化学検査の基礎をもう一度学ぼう
バリデーション
とは何か？どう使うか？」
（長尾健次・和光純薬工業(株)）
＜参加者 37 名・20 点＞
第５回研修会（2012 年 3 月 1 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
「HbA1c 標準化の変遷」
(本間雅史・アークレイマーケティング(株))
「よくわかる生化学！生化学検査の基礎をもう一度学ぼう 精度管理どこまで
やるか」
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（長尾健次・和光純薬工業(株)）
＜参加者 名・20 点＞

血液検査研究班（班長 風間文智）
第１回研修会（11 月 29 日：山梨大学医学部附属病院 検査部カンファレンス室）
「フォトサーベイ出題写真から学ぶ」
（風間文智・山梨大学医学部附属病院検査部）
＜参加者 36 名・20 点＞

血液・遺伝子検査研究班合同研修会（2012 年 2 月 17 日：県立中央病院

会議室）

「平成 23 年度医師会サーベイ報告 （血液分野、含フォトサーベイ報告）」
「血液分野で実施されている遺伝子検査」
＜参加者 名・20 点＞

免疫血清検査研究班（班長 古屋良太）
第１回研修会（5 月 26 日：県立中央病院 会議室 2）
「HCV ウィルスに関する疫学、検査、検査キットについて」
（藤原俊哉・オーソ･クリニックダイグノスティクス（株））
＜参加者 24 名・20 点＞
第２回研修会（8 月 24 日：社会保険山梨病院
「心疾患ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ BNP について」

4 階会議室）
（江川孝則・富士レビオ（株））
＜参加者 22 名・20 点＞

第３回研修会（11 月 21 日：県立中央病院
「HBsAg 定量に関する最近の話題」

会議室 1）

（角田浩一・シスメックス（株））
＜参加者 17 名・20 点＞
第４回研修会（2012 年 2 月 2 日：山梨厚生病院 ５号館４F 多目的ホール）
「HTLV 感染症と検査について」
（中島俊彦・アボットジャパン㈱学術情報部）
＜参加者 名・20 点＞
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微生物検査研究班（班長 内田幹）
第１回研修会（7 月２9 日：談露館 2 階「アメジスト」）
講演「臨床から考えられる細菌と抗菌薬の組み合わせ」
（吉川哲夫・大正富山医薬品（株））
ディスカッション「山梨県における緑膿菌の耐性化状況について」
＜参加者 15 名・20 点＞
第２回研修会（9 月 9 日：山梨大学医学部付属病院 基礎研究棟 6 階大会議室）
「抗生物質の分類とその特徴に関して」
（山口重人・栄研化学株式会）
＜参加者 12 名・20 点＞
第１０回山梨病院感染対策セミナー（10 月 29 日：甲府アピオ 本館 1Ｆ）
＜参加者 4 名・20 点＞

病理・細胞診検査研究班（班長 小林奈美）
第１回研修会（4 月 27 日：県立中央病院病理検査室）
症例検討会
＜参加者 18 名・20 点＞
第２回研修会（5 月 26 日：山梨大学医学部付属病院病理検査室）
症例検討会
＜参加者 11 名・20 点＞
第３回研修会（6 月 23 日：県立中央病院病理検査室）
症例検討会
＜参加者 16 名・20 点＞

第 1 回病理・細胞診，遺伝子研究班合同研修会（7 月 5 日：県立中央病院 2 階看
護研修室 1 ）
「ヒトパピローマウィルスと子宮頸がん」
（渡邊佳代子・ロシュ・ダイアグノスティックス（株））
＜参加者 24 名・20 点＞
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第４回研修会（11 月 10 日：県立中央病院病理検査室）
症例検討会
＜参加者 15 名・20 点＞
病理・細胞診特別講演（12 月 21 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
「甲状腺穿刺吸引細胞診のベセスダシステムについて」
（加藤良平・山梨大学大学院人体病理講座）
＜参加者 22 名・20 点＞
第５回研修会（2012 年 2 月 23 日：県立中央病院病理検査室）
症例検討会
＜参加者

名・20 点＞

一般検査研究班（班長 天野陽生）
第７回一般検査地区別研修会「峡南編」
（6 月 15 日：社会保険鰍沢病院 2 階会議
室）
「これだけは知っておきたい一般検査」
（天野陽生・社会保険山梨病院検査部）
＜参加者 19 名・20 点＞
第１回研修会（10 月 23 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
「全部まるごとフォト講義」
（天野陽生・社会保険山梨病院検査部）
「症例検討」
（小川賢一・甲府共立病院 検査部）
（天野陽生・社会保険山梨病院検査部）
＜参加者 25 名・20 点＞
第２回研修会（12 月 18 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
「全部まるごとフォト講義」
（天野陽生・社会保険山梨病院検査部）
＜参加者 23 名・20 点＞
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生理検査研究班（班長 千野正彦
第１回研修会（7 月 26 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
「聴力検査（マスキングを中心に）」
（リオン（株））
＜参加者 23 名・20 点＞
第２回研修会（10 月 27 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
＜参加者 21 名・20 点＞

超音波検査研究班（班長 小川建一）
第１回研修会（6 月 2 日：山梨県厚生連健康管理センター 別館 3 階会議室）
「乳腺領域① 乳腺腫瘤像形成性病変について〜悪性病変を中心に〜」
（白倉信一・社会保険山梨病院）
＜参加者 56 名・20 点＞
第２回研修会（7 月 28 日：市立甲府病院 第一会議室）
「腹部領域① 症例検討会〜どう読んで、どう考えるか〜」
（平出祐一・甲府市医師会健康管理センター）
（福島貴美代・山梨大学附属病院）
＜参加者 33 名・20 点＞
第３回研修会（8 月 21 日：富士吉田市立看護専門学校）
「心臓領域① 心臓超音波実技講習会〜見直してみませんか？自分の検査の進
め方」
（徳島修・山中湖クリニック）
＜参加者 59 名・20 点＞
第４回研修会（9 月９日：山梨県厚生連健康管理センター 別館 3 階会議室）
「乳腺領域② 乳腺腫瘤像非形成性病変について」
＜参加者 53 名・20 点＞
第５回研修会（12 月 9 日：山梨県厚生連健康管理センター 別館 3 階会議室）
「症例を学ぼう「あなたならどう読む？どう考える？」」
（平出祐一・甲府市医師会健康管理センター）
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＜参加者 40 名・20 点＞
第１４回超音波画像診断セミナー（2012 年 2 月 18 日：ニュー芙蓉、山梨県 JA
会館 ）
「腹部超音波走査の講演と実技 」
（南里和秀・静岡がんセンター）
「腹部超音波所見と臨床的意義〜検査所見をいかにして臨床へ展開させるか
〜 」
（南里和秀・静岡がんセンター）
「乳房超音波検査機器の実用的な使用法〜当院における乳房超音波検査の現状
〜 」
（白倉信一・社会保険山梨病院）
「心を伝える技術 〜医療現場での接遇の基本〜 」
（内田佳寿子・㈱山梨文化会館）
「甲状腺超音波所見と甲状腺診療 」
（滝 克己・富士吉田市立病院）
＜参加者
名・20 点＞

輸血検査研究班（班長 小野美代子）
第１回研修会（7 月 3 日：社会保険山梨病院会議室 ）
「不規則抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞの基礎」
（設楽典孝・オーソ・クルニカル・ダイアグノスティックス（株））
＜参加者 15 名・20 点＞
第２回研修会（10 月 16 日：社会保険山梨病院会議室 ）
「「輸血のための検査マニュアル」を基にした実技講習会」
（小野美代子・社会保険山梨病院）
＜参加者 22 名・20 点＞

情報システム研究班（班長 浅川 諭）
第１８回泉郷セミナー（８月２７日〜２８日：セラヴィリゾート泉郷）合同
＜参加者 63 名・20 点＞
公衆衛生検査研究班（班長

橘田千鶴）
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遺伝子検査研究班（班長 長田 誠）
第 1 回病理・細胞診，遺伝子研究班合同研修会（7 月 5 日：県立中央病院 2 階看
護研修室 1 ）
＜参加者 24 名・20 点＞
血液・遺伝子検査研究班合同研修会（2012 年 2 月 17 日：県立中央病院

会議室）

「平成 23 年度医師会サーベイ報告 （血液分野、含フォトサーベイ報告）」
「血液分野で実施されている遺伝子検査」
＜参加者 名・20 点＞

○学術・組織部合同開催「検査室改革セミナー」
（2012 年 3 月 3 日：社会保険山梨病院 4 階会議室）
テーマ：「臨床検査における国際情勢」
講演１ 講師：満吉 利佳
ロシュ・ダイアグノスティックス（株））
「体系的な血糖測定 について」
講演２ 講師：下田 勝二
公益財団法人日本適合性認定協会認定センター）
「臨床検査室の国際認定 ―迫り来る国際潮流―」
講演３ 講師：小松 京子
（杏林大学医学部付属病院病理部）
「臨床検査技師の国際化」
＜参加者 名・基礎 20 点＞

○ 第１２１回山梨臨床検査医学研究会
（8 月 31 日：山梨大学医学部 臨床講義棟小講義室）
I．「凝固時間延長における混合補正試験の有効な活用について」
（雨宮憲彦・山梨大学医学部附属病院検査部）
II．「臨床的出血症状を呈した症例の凝固・線溶検査値」
（玉井恵子・弘前大学医学部附属病院輸血部）
＜参加者 28 名・20 点＞

○ 学術講習会（11 月 19 日：ホテルレジーナ河口湖）
シンポジウム「R‑CPC」
（高野勝弘・山梨大学臨床医学講座）
（五味律子・山梨大学附属病院、坂本美穂子・山梨大学附属病院）
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＜参加者 41 名・基礎 20 点＞
○ 第１３回山梨血管病研究会
（11 月 30 日：山梨大学医学部 看護学科６階会議室）
I．「研究用試薬 可溶性ＬＲ１１測定試薬のご紹介」
（阿部聡子・積水メディカル（株））
II．「新規の細胞幼若化マーカー 可溶性ＬＲ１１」
（武城 英・千葉大学大学院医学研究院 臨床遺伝子応用医学）
＜参加者 24 名・20 点＞
○ 第６０回日本医学検査学会（6 月 4 日〜5 日：東京国際フォーラム）
１．司会担当
教 育 講 演 ：小池 亨（山梨大学附属病院）
シンポジウム ：内田 幹（山梨大学附属病院）
２．座長担当
免疫血清部門 ：坂本美穂子（山梨大学附属病院）
病 理 部 門 ：芦澤正美（山梨県立中央病院）
３．一般演題
「BM6010 形自動分析装置によるβ２マイクログロブリン測定におけるプロゾ
ーン機能の評価」
（小池 亨：山梨大学附属病院）
「HbA1c 測定装置 ADAMS A1c HA8180 の基礎的検討」
（古屋直樹：社会保険山梨病院）
「全自動蛍光免疫測定装置ミュータスワコーi30 の PCT 測定による基礎的検
討」
（渡邉和亮：山梨大学附属病院）
「Endotoxin Activity Assay（EAA）の基礎的検討」
（長田誠：山梨大学附属病院）
「生体弁による大動脈弁置換術後に感染性心内膜炎羅患による生体弁疣贅の
興味ある 1 症例」
（窪田静枝：山梨県立中央病院）
「経胸壁心臓超音波検査で左室憩室症を疑った成人１症例」
（窪田静枝：山梨県立中央病院）
「左房内異常血流から判明した右冠動脈―左房瘻の一例」
（馬場美里：山梨大学附属病院）
「子宮頚部細胞標本作製法の検討」
（清水 幸：社会保険山梨病院）
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「胃型形質の認められた子宮頚部腺癌の免疫および病理組織学的背景につい
て」
（弓納持勉：山梨大学附属病院）
「当院における細菌尿についての付加価値情報の検討」
（天野陽生：社会保険山梨病院）
「血球貪食症候群を伴う血管内大細胞型 B 細胞性リンパ腫の一例」
（雨宮憲彦：山梨大学附属病院）
「当院検査部職員の昼食後血糖値の動向について」
（輿石早紀：山梨県立中央病院）
「血糖自己測定機器の指導上の問題点について 患者とスタッフへの使用感
調査結果より」
（浦田香代美：社会保険山梨病院）
○第４８回関東甲信地区医学検査学会（10 月 29 日〜30 日：前橋市民文化会館）
１．座長担当
臨床化学部門：輿石芳夫（北杜市立塩川病院）
生理検査部門：千野正彦（社会保険山梨病院）
免疫血清部門：古屋良太（山梨厚生病院）
２．一般演題
「各施設におけるコスト削減への取り組み―関東甲信地区臨床化学検査研究
班アンケート調査より」
（輿石芳夫：北杜市立塩川病院）
「腹部超音波検査における StrainHistogram 計測の有用性」
（小川健一：富士吉田市立病院）
「卵巣表層上皮における免疫組織学化学的検討」
（坂本圭一郎：山梨大学附属病院）
「山梨県一般検査における現状」
（天野陽生：社会保険山梨病院）
「糖尿病における d‑ROMｓ，BAP 測定と動脈硬化の関連」
（木山知子：山中湖クリニック）
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関東甲信地区検査研究班の研修会・学術活動
１．第１８回関東甲信地区免疫血清検査研修会
開催日 平成 23 年 6 月 18 日（土）・19 日（日）
場 所 長野県：軽井沢町中央公民館
担当県 東京都免疫血清検査研究班
２．第２２回関東甲信地区一般検査研修会
開催日 平成 23 年 8 月 20 日（土）・21 日（日）
場 所 自治医科大学附属病院
担当県 栃木県一般検査研究班
３．第１７回関東甲信地区血液検査研修会
開催日 平成 23 年 9 月 25 日（日）
場 所 つくば国際会議場 中ホール
担当県 茨城県血液検査研究班
４．第１４回関東甲信地区輸血検査研修会
開催日 平成 23 年 11 月 20 日（日）
場 所 昭和大学 上條講堂
担当県 東京都輸血検査研究班
５．第２０回関東甲信地区病理検査研修会
開催日 平成 23 年 10 月 1 日（土）
場 所 BML 総合研究所 講堂
担当県 埼玉県病理検査研究班
６．第２４回関東甲信地区微生物検査研修会
開催日 平成 23 年 10 月 1 日（土）・2 日（日）
場 所 大宮ソニックシティ
担当県 埼玉県微生物検査研究班
７．第１９回関東甲信地区臨床化学検査研修会
開催日 平成 24 年 1 月 28 日（土）・29 日（日）
場 所 信州大学医学部附属病院大会議室
担当県 長野県臨床化学検査研究班
８．第２３回関東甲信地区生理検査研修会
開催日 平成 23 年 10 月 1 日（土）・2 日（日）
場 所 埼玉建産連研修センター大ホール
担当県 埼玉県生理検査研究班
９．第２４回関東甲信地区生理検査研修会
開催日 平成 24 年 1 月 28 日（日）
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場 所 アルカディア市ヶ谷（私学会館）
担当県 東京都生理検査研究班
１０．第１３回関東甲信地区遺伝子・染色体検査研修会
開催日 平成 24 年 2 月 5 日（日）
場 所 東京大学医学部附属病院 入院棟 A 大会議室
担当県 栃木県遺伝子・染色体検査研究班
１１．第１回関東甲信地区細胞診検査研修会
開催日 平成 24 年 2 月 5 日（日）
場 所 日本医科大学
担当県 東京都細胞診検査研究班
平成２３年度上半期研究班長会議（5 月 19 日：甲府府共立病院
１．平成 22，23 年度役員確認と上半期研究班事業について
２．研究班費申請について
３．関東甲信地区研究班研修会について
４．日臨技、関甲信学会座長について
５．その他
平成２３年度下半期研究班長会議（10 月 26 日：甲府府共立病院
１．下半期研究班事業について
２．研究班費追加申請について
３．第４８回関東甲信地区学会について
４．組織・学術合同セミナーについて
５．第２７回山梨県医学検査学会について
６．第６１回日本医学検査学会について
７．その他
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10 階会議室）

10 階会議室）

