
各種活動報告 

 

 本年度も、さまざまな活動が活発に行なわれた。本会の目的を達成するために、

次のように諸行事、諸会議を開催し会務の適切な運営、執行を図った。 

 

山梨県医学検査学会 

リフレッシュ研修会 

県学術講習会 

新人研修会 

検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会 

第３回山梨臨床検査フォーラム 

定例部局長会議 

定例理事会 

広報部活動 

組織部活動 

渉外部活動 

情報管理部活動 

精度保証認証委員会 

学術専門研究班活動 

山梨県医師会関係 

日本臨床衛生検査技師会（日臨技）関係 

関東甲信地区技師会関係 

 

◇第 31 回山梨県医学検査学会 

担当グループ：E グループ 

 日時:平成 27 年 3 月 21 日 

 場所：山梨大学医学部付属病院 臨床大講堂  

 内容：一般演題  17 題 

：市民公開講座Ⅰ 「パスは心のキャッチボール」 

講師 塚田 雄二先（一般社団法人総合型地域 U-Sports club 代表） 

   ：教育講演（市民公開講座Ⅱ）「体内時計によるアレルギー反応の制御」 

講師 中村 勇規先生 （山梨大学医学部 免疫学講座 講師） 

   ：特別講演（市民公開講座Ⅲ）「認知症に関する最新の話題」 

               ～予防から早期診断・治療まで～ 

講師 布村 明彦先生（山梨大学医学部 精神神経医学・臨床倫理学講 准教授）  



 

 

 

 

 

◇リフレッシュ研修会 

 担当地区：峡南地区 

 日 時：平成 27 年 9 月 26 日 

 場 所：樹園 

内 容：「落語」甲府落語会 

 参加者：24 名 

 

◇学術講習会 

担当地区：郡内地区 

 日 時:平成 27 年 11 月 7 日                  

場 所：ホテルレジーナ河口湖  

内 容：「わが国における心臓移植と補助人工心臓の現状」 

講師 布田 伸一 先生 （東京女子医科大学東医療センター心臓血管診  

療部内科教授）  

参加者：29 名 

 

◇検査と健康展 

日 時：平成 27 年 11 月１日 

場 所：イオンモール甲府昭和店 3 階イオンホール 

内 容:「いきいき健康展」（血管年齢・骨年齢・肺年齢・SMBG・体組成検査 

                   検査専門医による健康相談）   

   「乳がん早期発見予防キャンペーン」（超音波による画像デモ・病理細

胞診 の顕微鏡観察等） 

 参加者：47 名 

 

◇HIV・STI 予防啓発キャンペーン 

日 時：平成 27 年 10 月 24 日 

場 所：山梨中銀スタジアム 

内 容: HIV・STI 予防啓発のティッシュやパンフレットの配布掲示等を実施 

 参加者：28 名 

 



 日 時：平成 27 年 12 月 14 日 

 場 所：山梨県立昭和高校 

 内 容：出張講座（１年生 80 名） 

    「青少年派の HIV・STI 予防啓発教育講座」 

    「臨床検査技師の紹介」 

 参加者：５名 

 

◇新人研修会 

日 時：平成 27 年 6 月 28 日 

場 所： 

内 容： 

 参加者：41 名 

 

◇第 3 回山梨県フォーラム 

 日 時：平成 28 年 2 月 6 日～7 日 

 場 所：石和温泉 ホテル甲斐路 

 テーマ：「医療安全を追及する～あなたの施設大丈夫ですか～」 

1 日目 講演Ⅰ 「医療安全に必要な知識」           

講師 村崎 和佳子先生（株式会社スズケン営業企画部 

マーケティング課） 

    講演Ⅱ 「病院内医療安全の考え方」 

      講師 井上 修先生（山梨大学医学部 安全管理部感

染制御室准教授） 

    講演Ⅲ 「R-CPC」 

講師 井上 克枝先（山梨大学医学部 臨床検査医学

講座教授） 

        

      「日臨技・組織強化セミナー」―都道府県技師会との連携達が鍵― 

                     横地 常広（日臨技専門理事） 

 

2 日目 研究班研修会 

    生理検査研修会 

    超音波研修会 

    血液研修会 

    臨床化学研修会 

    一般研修会 



    微生物研修会 

    輸血研修会 

    ランチョンセミナー「栄研化学（ロ（株）シスメックス（株）」 

      

 

 

 

◇定例部局長会議・定例理事会・拡大理事会 

 第１回定例部局長会議および第 1 回定例理事会 

   平成 27 年 4 月 15 日    JCHO 山梨病院 2F 会議室 

� 会長会議報告事項 

� 第 30 回山梨県医学検査学会報告 

� 渉外部報告（検査と健康展について） 

� 平成 27 年度主要行事予定について 

� 平成 27 年度会員名簿について（庶務） 

      

 第２回定例部局長会議 

   平成 27 年 5 月 20 日   JCHO 山梨病院 2F 会議室     

� 会長会議報告事項 

� 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会について 

� 60 周年記念誌作成について 

� 日臨技主催女性管理者セミナーについて 

� 新人研修会について 

� 日臨技管理システム更新について 

     

 第３回定例部局長会議および第２回定例理事会 

   平成 27 年 6 月 17 日   JCHO 山梨病院 2F 会議室    

� 会長会議報告事項 

� 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会について 

� 検査と健康展について 

� 学術講習会開催について 

� 医師会サーベイについて 

� 新人研修会について 

� 法人登記のついて 

      

 第４回定例部局長会議 



   平成 27 年 7 月 15 日    JCHO 山梨病院 2F 会議室     

� 会長会議報告事項 

� 渉外部より検査と健康展について中間報告 

� リフレッシュ研修会について 担当：峡南地区 

� 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会中間報告 

� 検査と健康展について 

� ＰＳＧ研究会について 

� 技師会ホームページリニューアルについて 

 

 第 5 回定例部局長会議および拡大理事会 

   平成 27 年 8 月 7 日    「千の庭」甲府店     

� 会長会議報告事項 

 ・定款変更について 

� 学術部より「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」

が無事終了と報告 

� 「検査と健康展」について中間報告 

� 生理検査研究班長より生理検査・超音波研究班が別の理由は？と

質問あり 

� 支部学会進捗状況報告 

  

 第６回定例部局長会議 

   平成 27 年 9 月 16 日    JCHO 山梨病院 2F 会議室 

� 会長会議報告事項 

 ・次期参院選に日臨技会長（宮島氏）が立候補することとなった 

� 渉外部より「検査と健康展」について 

 ・HIV・STI 予防啓発キャンペーンについて 

� 選挙管理委員会より役員改選について 

� リフレッシュ研修会について（峡南地区担当） 

� 先駆的医療実践講習会について 

� 60 周年記念誌について 

 

 第７回定例部局長会議および第 3 回定例理事会 

   平成 27 年 10 月 21 日    JCHO 山梨病院 2F 会議室 

� 会長会議報告事項 

 ・清水（監事・連盟支部長・組織検討委員長）さん退任について 

 ・法人・定款については、今後横内司法書士事務所に依頼 



 ・次期参院選について 

� 渉外部報告事項 

・ 「検査と健康展」について 

・ 「HIV・STI 早期発見キャンペーン」について 

� 次期事務局紹介 

� 第 3 回山梨県臨床検査フォーラム開催案内 

� 精度管理委員会より生化・血算の基準範囲について 

 

 第 8 回定例部局長会議 

   平成 27 年 11 月 18 日   JCHO 山梨病院 2F 会議室 

� 会長会議報告事項 

 ・支部学会特別講演について 

 ・日臨技臨時総会について 

 ・次期参院選について 

� 渉外部 

 ・「検査と健康展」についての報告 

 ・HIV・STI 予防キャンペーンの報告 

 ・青少年への HIV・STI 予防啓発教育事業について 

� 学術部より第 3 回山梨県臨床検査フォーラムについて中間報告 

� 60 周年記念誌について進捗報告 

� 交通費支給について 

� 第 31 回山梨県医学検査学会について 

              

 第 9 回定例部局長会議および第 2 回拡大理事会 

   平成 27 年 12 月 2 日    「千の庭」甲府店 

� 会長会議報告事項 

 ・関甲信学会について 

      ・次期参院選について 

� 学術部より第 3 回山梨県検査フォーラムについて中間報告 

� 第 31 回山梨県医学検査学会について 

� 次期事務局挨拶 

� HIV・STI 特別授業と臨床検査技師の説明（甲府昭和高校で開催） 

� 次年度役員編成の検討 

 

 

 



 

第 10 回定例部局長会議 

  平成 27 年 1 月 21 日   JCHO 山梨病院 2F 会議室 

� 会長会議報告事項 

 ・第 2 回総会後に、日臨技下田常務理事による「検体採取講習会」 

の説明会開催 

      ・J－ステージへの会誌の論文登録について、エントリーするため 

に必要な提出書類を用意している 

      ・関甲信支部医学検査学会が 10 月 17、18 日に長野県で開催され

る。「若手技師セミナー」おいての発表者を募る     

� 渉外部報告 

・HIV・STI 予防啓発教育事業アンケート調査結果 

� 学術部 

・第 2 回山梨県検査フォーラムについて当日役割等詳細報告 

 

 第 11 回定例部局長会議および第 4 回定例理事会 

   平成 27 年 2 月 18 日    JCHO 山梨病院 2F 会議室 

� 会長会議報告事項                        

� 第３回山梨県検査フォ―ラム報告                            

� 次期役員改選について 

� 名誉会員推薦について 

� 平成 28 年度一般会計予算案について 

� HIV・STI 予防啓発講座（甲府昭和高校において）報告 

� 60 周年記念誌進捗報告 

  

 

 



◇広報部活動報告 

 

 平成 27 年度は，梨臨技ニュース No.337 から 348 号を発行した．主に技師会行事や研修

会，学会などのお知らせ，研修会報告，公益事業や学術講習会、リフレッシュ研修会等の

活動報告，研究班による Q＆A，地区別の施設紹介，学会レポート，会員紹介コーナー「わ

たしたちをよろしく」，部局長会議および理事会議事録等を掲載した．今年度も各研究班班

長のご協力により研修会報告や Q&A を，また各理事のご協力のもと技師会の各イベント

報告等を豊富な内容で掲載することができた．本技師会活動が活発化する中で、会報梨臨

技ニュースが情報伝達手段のひとつとしてより会員の皆様に役立つよう今後も努力してい

きたい．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めてい

きたいと考える．会報は，会員の皆様から寄せられた原稿をもとに成り立っており，感謝

するとともに今後もご協力をお願いしたい． 

 

（広報部 浦田香代美） 

 

◇組織部活動報告 

 

平成 27 年度新人研修会を、6 月 28 日（土）地域医療機能推進機構山梨病院において、

午後からの平成 27 年度第 1 回定期総会・特別講演に先立ち、午前中に行った。技師会の概

要･学術・公益事業・情報伝達手段の紹介を行い、テーマ「時間外検査における基礎知識と

心得」で学術部から７つの講義を行った。参加者 47 名（新人 22 名）であった。 

 ＯＢ会「銀の輪」の皆様には、5 月 21 日～23 日甲府市総合市民会館で行われた第 37 回

日本血栓止血学会学術集会の運営のお手伝いをして頂いた。 

新人の方々には引き続き技師会活動への積極的参加を希望します。また、ＯＢ会「銀の

輪」が広がって行けますよう皆様のご支援・ご協力をお願い致します。 

（組織部長 早川寿美） 

 

◇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一般

社団法人山梨県臨床衛生検査技師会ホームページに 11 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・件数は例年より増加傾向であり、正規職員の募集がほとんどであった。 

求職者の情報は当会が取り扱った件はなかった。 



   平成 27 年度無料職業紹介事業取り扱い件数 

      求人施設       １１件 

      求職者         0 件 

        （備考）  数字はパート職を含む 

また、毎年恒例の日臨技委託事業『検査と健康展』と、乳がん予防啓発事業、青少年 STI

予防啓発事業を昨年同様、渉外部の担当として行った。 

11 月 1 日イオンモール甲府昭和店 3F イオンホールにて『検査と健康展』と乳がん早期

発見予防キャンペーンを、山梨県事業団と共催、山梨県放射線技師会の共同主催で開催。

来場者 200 名 

10 月 24 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、ティッシュなどを配布。 

12 月 14 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。幅広く継続的な活動を行って行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 中川英二） 

 

◇情報管理部活動報告 

 

 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などを実施

した。来年度からホームページの更新をするべく、その準備に今期を当てた。研究班ペー

ジの作成が通年の課題であるが、ホームページ更新後の改善を見込む。 

（情報管理部長 川上浩基） 

 

◇精度保証認証委員会報告 

 

平成 19 年度から臨床検査が、いつ、どこで実施されようとも、信頼性の高い検査結果が

得られるよう臨床検査データ標準化活動を進めてきた結果、わが国の臨床検査における技

術水準の高さを検証する結果が得られてきた。この臨床検査データ標準化事業と、全国規

模・都道府県単位で実施している精度管理事業とは車の両輪のような関係で相互に補完し

あいながら、国民の健康管理、疾病予防に有用な臨床検査の信頼性を保証している。 

「標準化され、かつ、精度が十分保証されていると評価できる施設」に対し、精度保証施

設として認証する制度を平成 22 年に発足し、現在、47 都道府県で 659 施設が認証されて

http://www.riringi.jp）維持管理・メーリングリスト管理などを


いる。 

 

〈施設認証審査日程〉 

１ 認証対象：山梨県施設 

２ 申請書類受付期間：平成 27 年 10 月 1 日（水）～11 月 28 日（金） 

3 日臨技審査：平成 27 年 12 月 1 日（火）～12 月 27 日（日） 

4   JCCLS 承認、執行理事会(理事会)審議・承認：平成 28 年 1 月上旬～2 月上旬 

5   承認通知・認証料請求書発送：平成 28 年 2 月上旬～中旬 

6   認証書発送：平成 28 年 3 月下旬 

 

〈申請手順〉 

1  申請書類は、「『精度保証施設認証制度』の申請書類」欄よりダウンロードする。 

2  申請書（様式１）に必要事項を記入し、申請書式（様式２～６）に資料を揃えて、日臨

技へ郵送する。 

3  日臨技精度管理調査結果「適」書（様式２－１の代用書）は、精度管理調査システム

（JAMTQC）からダウンロード可能です。 

4  測定原理・基準範囲・単位一覧表（様式３）は、３．と同時にダウンロード可能です。 

5 都道府県精度管理調査結果「適」書（様式２－２の代用書）は、JAMTQC を使用して都

道府県精度管理調査を実施している場合、JAMTQC からダウンロード可能です。 

6 内部精度管理基本統計一覧表は、JAMTQC に入力済みの場合、３．と同時にダウンロー

ド可能です。 

次年度も精度保証認証委員会は、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

認証を取得できるよう臨床検査の標準化活動を進めていきたい。 

（精度保証認証委員会委員長 多田正人） 

 

◇学術活動報告 

 

 今年度の学術活動は、研究班活動を中心に各研究班班長の熱意と行動力により多くの会

員が積極的に研修会に参加できる企画で充実した内容であった。県学会は、山梨大学附属

病院・ジャパンメディカル・武川病院などを中心とした甲府 E グループにより開催された。

2015 年度 日臨技推進事業に関する行事が第 22 回泉郷セミナー、第 17 回超音波画像診断

セミナー、超音波研究班、生理検査研究班、病理研究班、一般検査研究班、輸血研究班ま

た、第 3 回山梨検査フォーラムと 5 研究班研修会の合わせて 16 研修会が日臨技推進事業

（助成金）対象研修会を申請された。 

第 3 回山梨臨床検査フォーラムとして、技師会役員並びに研究班長の協力により会員全員

参加型の宿泊研修会を企画し、「医療安全を追及する～あなたの施設大丈夫ですか～」をテ



ーマに開催した。これは、臨床支援に貢献できる技師育成と研究班・世代の垣根を越えて

参加者が学び・交流し合うことを目的に開催したところ年々参加数が増加した。 

また、次年度に向けて班長の交代する研究班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。さらに、山梨県が担当で関甲信支部・首都圏支部医学検査学会

が 10 月 29・30 日に開催される。 

今後、各種認定制度を取得できるよう企画することで技師会会員が、研修会活動への積極

的な参加とご理解とご協力をいただきますようお願いしたい。 

（学術部長 多田正人） 

 

 

 

臨床化学研究班（班長 杉浦弘樹） 

第１回研修会（2015年 6月 23日 山梨県立中央病院 ） 

「生化学検査における免疫反応の注意点」 

（和光純薬株式会社） 

＜参加者 22名・専門 20点＞ 

 

第 22回泉郷セミナー（2015年 8月 29日・30日 セラヴィリゾート泉郷 八ヶ岳高原） 

テーマ：『基礎の先にあるものは・・・』 

講演Ⅰ「機器メーカーによる各社の特徴と機器の原理」 

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 

古後 富久（日本電子株式会社） 

薄井 忍（株式会社日立ハイテクノロジーズ） 

金原 健（東芝メディカルシステムズ株式会社） 

講演Ⅱ「酵素項目の測定原理と基礎知識」 

遠藤 美香（和光純薬工業株式会社） 

講演Ⅲ「共有基準範囲のアンケート集計結果と内容について」 

樋口 綾子、杉浦 弘樹（臨床化学検査研究班） 

講演Ⅳ ｢精度管理の基礎と認定技師｣  

多田 正人（山梨大学医学部附属病院 検査部） 

講演Ⅴ「ＨＢＶに学ぶ感染管理」 

株式会社富士レビオ 

特別講演「今後検査室に求めるもの～看護師の立場から～」 

岩崎 吉津（加納岩総合病院 医療安全管理室） 

＜参加者 36名・専門 30点＞ 

 



第 2回研修会（2015年 11月 26日 山梨県立中央病院） 

「自動分析機の過去・現在・未来」 

 （株式会社日立ハイテクノロジーズ） 

＜参加者 11名・専門 20点＞ 

 

第 3回研修会（2016年 1月 21日 山梨県立中央病院） 

「自動分析装置供給する純水の基礎と検査への影響」 

   金沢 旬宣（メルク株式会社） 

＜参加者 16名・専門 20点＞ 

 

第 4回研修会（2016年 2月 7日 ホテル甲斐路） 

SMBG一緒にやってみませんか？ 「こんな症例もあります！！」 

 ＜参加者 29名・専門 20点＞ 

 

免疫血清検査研究班（班長 遠藤真澄） 

第 1回研修会（2015年 4月 28日 山梨大学附属病院 管理棟 2階中会議室） 

「平成 26年度山梨県医師会精度管理報告会」古屋 良太技師（山梨厚生病院） 

「鉄代謝とフェリチンその臨床的意義について」小林 亘（デンカ生研株式会社） 

＜参加者 13名・専門 20点＞ 

 

第２回研修会（共催 アボットフェア甲府）（2015年 6月 25日 山梨大学附属病院） 

「最新の HBV、HCVの検査と治療について」 

坂本 穣（山梨大学医学部付属病院 肝疾患センター センター長） 

＜参加者 25名・専門 20点＞ 

 

血液検査研究班（班長 風間文智） 

第 1回研修会（2015年 11月 18日 山梨大学医学部基礎研究棟） 

「末梢血の血液細胞形態のポイント 」 

雨宮 憲彦（山梨大学医学部附属病院検査部） 

＜参加者 33名・専門 20点＞ 

 

第 2回研修会（2015年 2月 7日 ホテル甲斐路） 

「今から判る、血液疾患診断の進め方・考え方」 

常名政弘（東京大学医学部附属病院） 

＜参加者 41名・専門 20点＞ 

 



一般検査研究班（班長 杉本雅史） 

第 32回山梨県精度管理調査 一般検査部門報告会（2015年 4月 11日 JCHO山梨病院） 

「第 32回山梨県医師会精度管理調査 一般検査部門報告」 

天野 陽生（JCHO山梨病院） 

「尿検査の基礎と尿アルブミンについて」 

宮沢 俊郎（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社） 

＜参加者 22名・専門 20点＞ 

第 1回一般検査地区別研修会（郡内エリア）（2015年 5月 29日 都留市立病院） 

「尿中赤血球形態の鑑別方法」天野 陽生（JCHO山梨病院） 

＜参加者 10名・専門 20点＞ 

 

第 2回一般検査地区別研修会（峡東地区）（2015年 7月 10日 山梨厚生病院） 

「尿中赤血球形態の鑑別方法」天野 陽生（JCHO山梨病院） 

＜参加者 13名・専門 20点＞ 

 

第 8回山梨県・長野県合同一般検査研修会（2015年 7月 12日 JCHO山梨病院） 

『症例検討』   

天野 陽生（JCHO山梨病院） 

『尿沈渣有形成分による集塊出現時の鑑別ポイント』     

  安藤 正（学校法人田島学園 東京医学技術専門学校） 

『尿試験紙の留意点および測定原理について』  

 日野 雄太（栄研化学株式会社） 

『－尿沈渣成分をマスターしよう－ 尿沈渣講義、フォトサーベイ』 

 沖 英彦（安曇野赤十字病院）・小川 賢二（甲府共立診療所） 

＜参加者 40名・専門 20点＞ 

 

第 3回一般検査地区別研修会（甲府地区）（2015年 9月 7日 山梨県立中央病院） 

「尿中赤血球形態の鑑別方法」天野 陽生（JCHO山梨病院） 

＜参加者 22名・専門 20点＞ 

 

第 4回一般検査地区別研修会（峡北地区）（2015年 11月 5日 韮崎市立病院） 

「尿中赤血球形態の鑑別方法」天野 陽生（JCHO山梨病院） 

＜参加者 14名・専門 20点＞ 

 

山梨臨床検査フォーラム一般検査研究班研修会（2016年 2月 7日 ホテル甲斐路） 

テーマ：～苦手意識の克服～ 尿中異型細胞をマスターしよう 



講演 1チーム医療～一般検査からの参画 

「チーム医療において一般検査から提言出来ること～糖尿病外来編～」 

天野陽生（JCHO山梨病院） 

 「フォトサーベイ」               山梨県一般検査研究班 

 講演 2「尿路上皮細胞の鑑別ポイント～細胞質にも鑑別のヒントがある～」 

猪浦一人（埼玉県済生会栗橋病院） 

 講演 3「集塊状に出現する細胞の鑑別」 

宿谷賢一（東京大学医学部附属病院） 

＜参加者 56名・専門 20点＞ 

微生物検査研究班（班長 内田幹） 

第 14回山梨病院感染対策セミナー（2015年 11月 28日 アピオ甲府） 

＜参加者 4名・専門 20点＞ 

 

第１回研修会（2016年 2月 7日 ホテル甲斐路） 

「医療施設における院内感染対策～質量分析を中心に～」 

原敬志（シスメックス株式会社） 

＜参加者 19名・専門 20点＞ 

 

第 2回研修会（2016年 2月 19日 山梨大学医学部附属病院） 

「嫌気培養検査の考え方 ～2012嫌気性菌検査ガイドライン～」 

中間 慎哉（極東製薬工業株式会社） 

＜参加者 名・専門 20点＞ 

 

生理検査研究班（班長 秋山忍） 

第 1回研修会（2015年 4月 25日 甲府共立病院） 

「H26年度日臨技サーベイ結果検討会」 

＜参加者 7名・専門 20点＞ 

 

第 2回研修会（2015年 10月 10日 JCHO山梨病院） 

「心電図の基礎研修」 

  

＜参加者 31名・専門 20点＞ 

 

第 3回研修会（2016年 2月 7日 ホテル甲斐路） 

「心電図判読スクール」 

石﨑一穂（三井記念病院） 



＜参加者 43名・専門 20点＞ 

 

超音波検査研究班（班長 新津好江） 

第１回研修会（2015年 6月 12日 JCHO山梨病院） 

「乳腺超音波を学ぼう 検診から臨床まで検査精度向上にむけた Up Date」 

講師：基礎：小林 京子（JCHO山梨病院）  

   応用：白倉 信一（JCHO山梨病院） 

＜参加者 45名・専門 20点＞ 

 

第２回研修会（2015年 8月 22日 甲府市医師会健康管理センター） 

「心エコーによる心不全等の心機能についての考え方 Up Date」 

講師：徳島 修（医療社団法人 山中湖クリニック） 

アドバイザー：平出 祐一（甲府市医師会健康管理センター） 

症例提示：新津 好江（甲府共立病院） 

＜参加者 34名・専門 20点＞ 

 

第 17 回超音波画像セミナー（2015 年 9 月 5 日 市立甲府病院 6 日 山梨県立中央病院） 

テーマ「基礎力に再点検・・・超音波検査に対する姿勢‘気合・ 自覚’」 

 「腹部エコーの基礎力の再点検 part1 

   ～検査に対する姿勢、これからの超音波教育について伝えたいこと～」 

     南里 和秀（静岡県立静岡がんセンター） 

 「腹部エコーの基礎力の再点検 part2～膵臓の超音波検査～」 

     南里 和秀（静岡県立静岡がんセンター） 

 「腎動脈・腹部血管領域の超音波 

  ～腹部エコーのルーチン検査にも生かせる観察ポイント～」 

     八鍬 恒芳（東邦大学医療センター大森病院） 

＜参加者 79名・専門 20点＞ 

 

第 3回研修会（2015年 12月 19日 JCHO山梨病院） 

「検査士試験直前対策とこれから試験に臨む方に」 

岡田 一孝（日立アロカメディカル株式会社） 

＜参加者 9名・専門 20点＞ 

 

第４回研修会（2016年 2月 7日 ホテル甲斐路） 

 テーマ：循環器への入門 

  「超音波検査における心機能評価の考え方と進め方」 



内藤博之（北関東循環器病院） 

  「心臓リハビリテーション」 

山田洋二（甲府共立病院 リハビリテーション室） 

＜参加者 42名・専門 20点＞ 

 

第 5回研修会（2016年 3月 26日 JCHO山梨病院） 

「血管エコー（腎動脈・頚動脈）のとり方と評価について基礎」 

伊藤 泉（山梨大学医学部附属病院） 

＜参加者 名・専門 20点＞ 

 

輸血検査研究班（班長 中野賢一） 

第１回研修会（2015年 6月 18日 JCHO山梨病院） 

「輸血検査の基礎（改訂赤血球型検査ガイドラインついて）」 

柿沼 幸利（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）  

＜参加者 29名・専門 20点＞ 

 

山梨県輸血検査実技研修会（2015年 12月 15日 山梨大学付属病院輸血部） 

「抗体価測定・血液型」 

＜参加者 9名・専門 20点＞ 

 

山梨臨床検査フォーラム輸血研究班研修会（2016年 2月 7日 ホテル甲斐路） 

「輸血実施時における安全確認 ～検査室から払い出された血液製剤の行方～」 

    金子誠（山梨大学医学部附属病院 輸血細胞治療部講師） 

    山中浩代（山梨大学医学部附属病院 看護部） 

＜参加者 20名・専門 20点＞ 

 

病理・細胞診検査研究班 (班長 中澤久美子)  

第 1回勉強会（2015年 4月 22日 山梨大学医学部附属病院病理部） 

 症例検討会（出題施設：山梨大学） 

＜参加者 10名・専門 20点＞ 

 

第 2回研修会（2015年 6月 24日 山梨大学医学部付属病院病理部） 

 症例検討会（出題施設：県立中央病院・甲府市医師会細胞診） 

＜参加者 14名・専門 20点＞ 

 

第 3回研修会（2015年 7月 22日 山梨大学医学部付属病院病理部） 



 症例検討会（出題施設：JCHO山梨病院・甲府共立病院） 

＜参加者 10名・専門 20点＞ 

 

第 4回研修会（2015年 10月 21日 山梨大学医学部付属病院病理部） 

 症例検討会（出題施設：市立甲府病院・山梨厚生病院） 

＜参加者 9名・専門 20点＞ 

 

第１回病理細胞診・遺伝子研究班合同特別講演会（2015年 11月 4日 山梨大学医学部基

礎棟） 

「病理組織・細胞診材料を用いた遺伝子解析について」 

         中西 陽子（日本大学医学部病態病理学系 病理学分野） 

＜参加者 23名・専門 20点＞ 

 

第 5回研修会（2015年 12月 2日 山梨大学医学部付属病院病理部） 

 サーベイ（出題施設：山梨大学） 

＜参加者 16名・専門 20点＞ 

 

情報システム研究班（班長 川上浩基） 

第１回研修会（2015年 6月 17日 JCHO山梨病院） 

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

公衆衛生研究班（班長 大木翔平） 

2014年度 HIV・STI予防啓発キャンペーン（2015年 10月 24日 山梨中銀スタジアム） 

 HIV・STI予防啓発のティッシュやパンフレットの配布掲示等を実施。 

＜参加者 28名・基礎 20点＞ 

 

2015年検査と健康展（2015年 11月 1日 イオンモール甲府昭和店） 

「いきいき健康展」（血管年齢・骨年齢・肺年齢測定、SMBG、体組成検査、検査専門医によ

る健康相談） 

「2015 年乳がん早期発見予防キャンペーン」（超音波による画像デモ、病理細胞診の顕微

鏡観察等） 

＜参加者 47名・基礎 20点＞ 

 

 

2015年 HIV・STI予防啓発教育講座（2015年 12月 14日 甲府昭和高校） 

「青少年への HIV・STI予防啓発教育講座」「臨床検査技師の紹介」   



＜参加者 5名・基礎 20点＞ 

 

遺伝子研究班（班長 長田誠） 

第１回病理細胞診・遺伝子研究班合同特別講演会（2015年 11月 4日 山梨大学医学部基

礎棟） 

「病理組織・細胞診材料を用いた遺伝子解析について」 

         中西 陽子（日本大学医学部病態病理学系 病理学分野） 

＜参加者 23名・専門 20点＞ 

 

その他 

第 3回山梨臨床検査フォーラム（2016年 2月 6日 石和温泉 ホテル甲斐路） 

『医療安全を追及する～あなたの施設大丈夫ですか～』 

講演Ⅰ「医療安全に必要な知識」 

       村崎 和賀子（株式会社スズケン営業企画部マーケティング課） 

 講演Ⅱ「病院内医療安全の考え方」 

       井上 修（山梨大学医学部 安全管理部感染制御室 特任准教授） 

R-CPC 

           井上 克枝（山梨大学医学部 臨床検査医学講座教授） 

 「日臨技・組織強化セミナー」－都道府県技師会との連携／情報伝達が鍵－ 

 横地 常広（日臨技専務理事） 

＜参加者 60名・専門 20点＞ 

 

新人研修会（2015年 6月 28日 JCHO山梨病院） 

「時間外検査における基礎知識と心得」 

杉浦弘樹（山梨県立中央病院） 中野賢一（山梨赤十字病院） 

風間文智（山梨大学医学部附属病院） 秋山忍（甲府共立診療所） 

遠藤真澄（山梨大学医学部附属病院） 深澤裕美（山梨厚生病院） 

天野 陽生（JCHO山梨病院） 

＜参加者 41名・専門 20点＞ 

 

特別講演（2015年 6月 28日 JCHO山梨病院） 

 講演１：これからの地域医療と臨床検査技師のありかた 

安田 守（京都府向日市市長） 

講演２：2025問題と地域医療 

    中嶋 克仁（衆議院議員 ほくと診療所院長） 

 



検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会（2015年 7月 19日・20日 JCHO山梨

病院） 

 「臨床検査技師が検査説明・相談に取り組む意義」＜ビデオ放映＞ 

  宮島喜文（日臨技会長） 

 「臨床検査技師の検査説明･相談に期待するもの」 

                  横山 宏（恵信甲府病院名誉理事長） 

 「接遇の基本」 

                        浅田均（株式会社エスアールエル） 

 「検査説明の実際」 

             諏訪部章（岩手医科大学医学部臨床検査医学講座） 

「患者心理と面接」 

             笠井 正一（県立北病院・心理士） 

「Ｒ－ＣＰＣ」 

      井上克枝（山梨大学大学院医学工学総合研究部臨床検査医学講座） 

「看護師の患者接遇」 

              古屋 美代子（甲州市立勝沼病院・総看護師長） 

「実践から学ぶ 検査説明研修会実例紹介」（ビデオ放映）   

                  實原正明（飯田市立病院） 

 「検査説明･相談の模擬演習」 

                  野上綾子（飯田市立病院） 

＜参加者 22名・基礎 30点＞ 

 

リフレッシュ研修会（2015年 9月 26日 樹園） 

「落語」甲府落語会 

懇親会：バーベキュー 

＜参加者 24名・基礎 20点＞ 

 

学術講習会（2015年 11月 7日 ホテルレジーナ河口湖） 

「心臓移植について」 

 布田 伸一（東京女子医科大学大学院重症心不全制御学  

東医療センター心臓血管診察部） 

＜参加者 29名・基礎 20点＞ 

 

第 31回山梨輸血研究会（2015年 12月 12日 山梨県立中央病院） 

 一般演題 

「検査方法により検出感度の違いを認めた抗 Fyｂ抗体の一症例」 



「当院における緊急輸血依頼体制の構築」 

「アレルギー性輸血副作用から見つかったハプトグロビン欠損症の一症例」 

「山梨県立中央病院における多発性骨髄腫の自家移植について」 

教育講演：「県内Ｉ＆Ａの結果報告について」 

 中村 弘（山梨県赤十字血液センター） 

特別講演：「TTP/ADAMTS13等血栓・止血をやさしく解説」 

 藤村 吉博（近畿ブロック血液センター） 

＜参加者 26名・専門 20点＞ 

 

第 124回山梨臨床検査医学研究会（2016年 1月 14日 山梨大学医学部） 

「血液形態からわかる血液疾患の病態」 

通山 薫（川崎医科大学 検査診断学） 

＜参加者 38名・基礎 20点＞ 

 

2014年度 HIV・STI予防啓発キャンペーン（2015年 10月 24日 山梨中銀スタジアム） 

 HIV・STI予防啓発のティッシュやパンフレットの配布掲示等を実施。 

＜参加者 28名・基礎 20点＞ 

 

2015年検査と健康展（2015年 11月 1日 イオンモール甲府昭和店） 

「いきいき健康展」（血管年齢・骨年齢・肺年齢測定、SMBG、体組成検査、検査専門医によ

る健康相談） 

「2015 年乳がん早期発見予防キャンペーン」（超音波による画像デモ、病理細胞診の顕微

鏡観察等） 

＜参加者 47名・基礎 20点＞ 

 

2015年 HIV・STI予防啓発教育講座（2015年 12月 14日 甲府昭和高校） 

「青少年への HIV・STI予防啓発教育講座」「臨床検査技師の紹介」   

＜参加者 5名・基礎 20点＞ 

 

第 33回山梨県精度管理調査報告会（2016年 2月 2日 JCHO山梨病院） 

「免疫血清部門」  古屋 良太（山梨厚生病院） 

「血液部門」   雨宮 憲彦（山梨大学医学部附属病院） 

「微生物部門」  深澤 裕美（山梨厚生病院） 

「臨床化学部門」  輿石 芳夫（北杜市立塩川病院） 

「輸血部門」   中野 賢一（山梨赤十字病院） 

「一般部門」   杉本 雅史（都留市立病院） 



＜参加者   名・基礎 20点＞ 

 

第 33回甲信心エコー図セミナー（2015年 5月 31日 信州大学） 

基調講演：『心エコーで見る高血圧治療の重要性について』 

小山 潤（信州大学医学部 循環器内科学教室 准教授） 

特別講演：『心臓血管外科医から見たエコー画像のポイント』 

岡田 健次（信州大学学術研究院医学系医学部･外科学教室･心臓血管外科 ） 

＜参加者 14名・専門 20点＞ 

 

＜第 64回日本医学検査学会＞ 

  開催日 2015年 5月 15日（金）～17日(日) 

  会 場 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡 

  メインテーマ「SAGA創 未来（さがそうみらい）」 

サブテーマ「時代が求める風になれ」 

〔一般演題発表〕 

  生理部門：秋山 忍（山梨県臨床衛生検査技師会生理研究班） 

       「山梨県における高齢者呼吸機能検査予測式の現状と 

今後の方向性」 

    輸血部門：内藤 勝人（山梨大学医学部附属病院） 

         「高頻度抗原に対する抗体（抗 Ge抗体）を検出した一症例」 

    臨床化学部門：溝呂木 彩加（山梨県立中央病院） 

           「『セロテック』TP-SLの基礎的検討」 

           天野 陽生（JCHO山梨病院） 

           「新規ヘリコバクターピロリ抗体検出キットについての比較検

討」 

    免疫血清部門：日野原 春菜（山梨大学医学部附属病院） 

           「遺伝子関連検査とコア抗原が乖離した HCVジェノタイプ 2aの

解析」 

   

＜第 52回関甲信支部医学検査学会＞ 

  開催日  平成 27年 10月 17日（土）～18日（日） 

  会 場  JA長野 長野県ビル アクティーホール 

  テーマ と き 

「～臨床検査の変革の時、解き明かす臨床検査の未来～」 

  〔一般演題発表〕 

輸血部門：古屋直樹(市立甲府)  



「不規則抗体により DHTRを起こした症例」  

公益事業：小川賢二(甲府共立)  

「甲府共立病院検査室の公益事業活動の取り組み」 

〔座長〕 

臨床化学： 道林智之(山梨厚生病院) 

一 般： 杉本雅史(都留市立病院) 

微生物： 滝川弘一(山梨大学医学部附属病院) 

細 胞： 中澤久美子(山梨大学医学部附属病院) 

生 理： 秋山忍(竜王共立病院)小川健一(富士吉田市立病院) 

チーム医療： 多田正人(山梨大学医学部附属病院) 

   〔パネルディスカッション〕 

若手技師セミナー「未来を受け継ぐ時代（とき）」 

原 順一(JCHO山梨病院) 

 「チーム医療を推進する一員として医師をはじめとした医療スタッフをサポー

トできる医療人になるためには？」 

学会シンポジウム「検査説明・相談ができる検査技師」 

 パネリスト：河合正行（甲府共立病院） 

 

＜関甲信支部研修会＞ 

第 22回関甲信・首都圏支部免疫血清検査研修会 

開催日 平成 27年 6月 13日（土）～14日（日） 

場 所 軽井沢町中央公民館 サァラ軽井沢ホテル 

担当県 千葉県 

2015年度関甲信・首都圏支部生理検査研修会 

開催日 平成 27年 8月 1日（土）～2日（日） 

場 所 ホテル談露館 

担当県 山梨県 

  第 26回日臨技首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会 

開催日 平成 27年 8月 29日（土）～30日（日） 

場 所 埼玉医科大学保健医療学部 

担当県 埼玉県 

第 28回首都圏支部・関甲信支部微生物検査研修会 

開催日 平成 27年 9月 12日（土）～13日（日） 



場 所 セミナーハウス クロスウェーブ府中 

担当県 東京都 

  第 21回関甲信支部・首都圏支部合同血液検査研修会 

開催日 平成 27年 9月 27日（日） 

場 所 山梨県立図書館 

担当県 山梨県 

第 18回首都圏支部・関甲信支部合同輸血検査研修会 

開催日 平成 27年 11月 29日（日） 

場 所 千葉大学 西千葉キャンパス けやき会館 

担当県 千葉県 

平成 27年度 日臨技指定講習会・関甲信支部輸血検査研修会 

開催日 平成 27 年 12 月 19 日（土）20 日（日） 

場 所 獨協医科大学 

担当県 栃木県 

平成 27年度日臨技首都圏支部・関甲信支部 呼吸循環生理部門研修会 

開催日 平成 28年 1月 16日（土）～17日（日） 

場 所 埼玉健産連研修センター 

担当県 埼玉県 

平成 27年度日臨技首都圏支部・関甲信支部 神経生理部門研修会 

開催日 平成 28年 1月 16日（土）～17日（日） 

場 所 埼玉健産連研修センター 

担当県 東京都 

第 17回関甲信支部・首都圏支部 遺伝子・染色体検査セミナー 

開催日 平成 28年 1月 24日（日） 

場 所 東京大学 

担当県 群馬県 

平成 27年度 日臨技病理細胞部門支部研修会 第 24回日臨技関甲信支部・首都圏支部

病理細胞診検査研修会 

開催日  平成 28年 1月 30日(土）～31日（日） 

場 所 高崎総合保健センター 

担当県 群馬県・栃木県 



平成 27年度 関甲信支部・首都圏支部 人材育成研修会 

開催日  平成 28年 2月 6日(土) 

場 所 日立シビックセンター 

担当県 茨城県 

平成 27年度首都圏支部・関甲信支部合同臨床化学検査研修会 

開催日  平成 28年 2月 13日（土）～14日（日） 

場 所  神奈川県産業振興センター 

担当県 神奈川県 

 


