
各種活動報告 

 

 本年度も、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大防止のため様々な活

動の制限を受けた。その様な中、本会の目的を達成するために各種研修会、会

議等もオンラインを併用など工夫して開催し、会務の適切な運営、執行を図っ

た。 

 

山梨県医学検査学会 

新人研修会 

第 9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 

学術研究班活動 

日本臨床検査技師会（日臨技）関係 

首都圏支部・関甲信支部技師会関係 

山梨県医師会関係 

 

◇第 36回山梨県医学検査学会 

  担当グループ：E グループ 

日時：令和 4年 3 月 27日 

  場所：山梨大学臨床大講堂 

  内容：一般演題（併用開催：会場開催・Web開催） 

 

◇新人研修会 

  日時：令和 3年 8 月 15日～9月 14日 

  内容：日当直における基礎知識（YouTube視聴） 

  参加者：24名 

 

◇検査と健康展 

 日時：令和 3年 11 月 3日 

 場所：イオンモール甲府昭和店 

 内容：「高校生臨床検査技師体験」 



① DVD鑑賞 

② PPE装着実践 

③ 一般検査研究班「尿定性検査と尿沈渣細胞の解説」 

④ 輸血検査研究班「血液型検査指導」 

⑤ 超音波研究班「水枕の中身当てクイズ」 

⑥ 高野医師（山梨大学医学部附属病院：臨床検査専門医）講演 

    「血管機能検査」 

    「健康相談」 

  参加者：44名 

 

◇リフレッシュ研修会 

 担当地区：峡北地区・郡内地区 

 日時：令和 3年 11 月 21日 オンライン開催 

 内容：サントリーウイスキーリモート白州蒸留所ツアー 

 参加者：54名 

 

◇学術講習会 

 担当地区：峡東地区・峡南地区 

 日時：令和 4年 1 月 17日 オンライン/オンデマンド開催 

 内容：「タスク・シフト/シェアについて」 

     タスク・シフト/シェアに関する法改正の経過・内容と今後の展開 

丸田 秀夫（日本臨床検査技師会 副会長） 

 参加者：74名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



臨床化学研究班（班長 道林 智之） 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

「日宿直における基礎知識」 

 道林 智之（山梨厚生病院） 

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

臨床化学検査研究班・情報システム研究班合同研修会（2021年 11 月 1日～30

日 オンデマンド開催） 

「検査データの仕組み」 

道林 智之（山梨厚生病院） 

川上 浩基（加納岩総合病院） 

＜参加者 32名・専門 20点＞ 

 

血液検査研究班（班長 内藤 亮） 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

「血液検査の基礎知識」 

内藤 亮（山梨県立中央病院）                        

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

Yamanashi Hematological Web seminar（2021年 10月 29日 オンライン開

催） 

「骨髄増殖性腫瘍の鑑別 Point～CML早期発見の試みと実践」 

常名 政弘（東京大学医学部附属病院） 

「MPN最近の治療の動向：CMLを中心に」  

               桐戸 敬太（山梨大学医学部附属病院） 

＜参加者 94名・専門 20点＞ 

 

シスメックス ヘマトロジーセミナー in 山梨（2022年 2月 18日 オンライン

開催） 

「血液検査の基礎と応用～形態学検査を中心に～」 

志賀 修一（前 京都大学医学部附属病院） 

＜参加者   名・専門 20点＞ 

 

 

 

 



免疫血清検査研究班（班長 保坂 和宏） 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

「時間外検査における免疫血清検査のポイント」 

保坂 和宏（山梨県立中央病院）                        

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

Web-Seminar(2021年 8月 30日 オンライン開催) 

「臨床検査技師に必要なウイルス肝炎の知識と未治療者の拾い上げ」 

古屋 良太（山梨厚生病院） 

＜参加者 70名・専門 20点＞ 

 

一般検査研究班（班長 渡辺 峻介） 

第 13回山梨県長野県合同一般検査研修会（2021年 5月 23日 オンライン開

催） 

＜参加者 192名・専門 20点＞ 

 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

「時間外検査における基礎知識～一般検査部門～」 

渡辺 峻介（山梨県立中央病院）                        

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

検査と健康展（2021 年 11月 3日 イオンモール甲府昭和店） 

 

微生物検査研究班（班長 滝川 弘一） 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

「日宿直における基礎知識～グラム染色～」 

           滝川 弘一（山梨大学医学部附属病院） 

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

生理検査研究班（班長 関 弘之） 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

「日宿直における基礎知識～慌てない心電図検査編～」 

関 弘之（山梨厚生病院） 

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

 



生理検査研究班研修会（2021年 12月 2日 オンライン開催） 

「血圧脈波検査の基礎(検査時のコツ、チェックポイントなど） 

三木 俊（東北大学病院） 

＜参加者 43名・専門 20点＞ 

 

病理・細胞診検査研究班（班長 花井 佑樹） 

第 1 回病理細胞検査研修会（2021 年 7 月 14 日～8 月 2 日 オンライン/オンデ

マンド開催） 

テーマ『細胞診レクチャー』 

「呼吸器領域（組織）」 

大舘 徹（山梨大学医学部人体病理学講座） 

＜参加者 16名・専門 20点＞ 

 

第 2回病理細胞検査研修会（2021年 8月 10日～22日 オンライン/オンデマン

ド開催） 

テーマ『症例検討会』 

「リンパ節」 

河西 誠（甲府共立病院） 

＜参加者 14名・専門 20点＞ 

 

第 3 回病理細胞検査研修会（2021 年 9 月 8 日～23 日 オンライン/オンデマン

ド開催） 

＜参加者 8名・専門 20点＞ 

 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

「日宿直における病理検体の取り扱いに求めること」 

           花井 佑樹（山梨大学医学部附属病院） 

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

輸血検査研究班（班長 新田 由起子） 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

「検査の基礎・時間外の対応について」 

           新田 由起子（都留市立病院） 

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

 



検査と健康展（2021 年 11月 3日 イオンモール甲府昭和店） 

 

 

第 36回 山梨輸血研究会総会（2021年 5月 22日 オンライン開催） 

テーマ『山梨県におけるコロナ禍と血液事業』 

 杉田 完爾 (山梨県赤十字血液センター 所長) 

＜参加者 25名・専門 20点＞ 

 

第 1回輸血検査研究班研修会（2021年 9月 25日 オンライン開催） 

テーマ『ケーススタディ』 

～ブレインストーミング法によるグループディスカッション～ 

 吉田 純平(オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社) 

＜参加者 19名・専門 20点＞ 

 

輸血検査実技研修会（2021年 12月 4日 山梨県赤十字血液センター） 

テーマ『基礎的な検査技術について研修し、技術の向上を図る』 

輸血のための検査マニュアル変更のポイント 

井手 大輔 (近畿大学病院 輸血・細胞治療センター) 

＜参加者 17名・専門 20点＞ 

 

超音波検査研究班（班長 堀田 由美香） 

2021年度新人研修会（2021年 8月 15日～9月 14日 オンデマンド開催） 

          堀田 由美香（峡南医療センター 富士川病院） 

＜参加者 24名・専門 20点＞ 

 

検査と健康展（2021 年 11月 3日 イオンモール甲府昭和店） 

 

第 1回超音波研究班勉強会（2022年 2月 26日 山梨大学医学部附属病院） 

テーマ『心臓超音波検査について』 

超音波検査技師と多職種連携 

 中村 和人(山梨大学医学部附属病院 循環器内科) 

＜参加者   名・専門 20点＞ 

 

 

 

 



情報システム研究班（班長 川上 浩基） 

臨床化学検査研究班・情報システム研究班合同研修会（2021年 11 月 1日～30

日 オンデマンド開催） 

「検査データの仕組み」 

道林 智之（山梨厚生病院） 

川上 浩基（加納岩総合病院） 

＜参加者 32名・専門 20点＞ 

 

公衆衛生研究班（班長 大木 翔平） 

 

遺伝子研究班 

 

その他 

検査と健康展（2021 年 11月 3日 イオンモール甲府昭和店） 

「高校生臨床検査技師体験」（DVD鑑賞、PPE装着実践、一般検査研究班企画、輸

血研究班企画、超音波研究班企画） 

 

リフレッシュ研修会（2021年 11月 21日 オンライン開催） 

＜参加者 54名・基礎 20点＞ 

 

学術講習会（2022年 1月 17日 オンライン/オンデマンド開催） 

テーマ『タスク・シフト/シェアについて』 

タスク・シフト/シェアに関する法改正の経過・内容と今後の展開 

 丸田 秀夫（日本臨床検査技師会 副会長） 

＜参加者 74名・基礎 20点＞ 

 

 

 

第 9回山梨臨床検査フォーラム（2022年 2月 1日～28日 オンライン開催） 

「日臨技施設認証制度概要」 

滝野 寿（日本臨床衛生検査技師会） 

「RCPC」 

大石 沙織（山梨大学医学部附属病院） 

＜参加者  名・基礎 20点＞ 

 

 



令和 3年度山梨県医師会臨床検査精度管理報告会（2022年 2月 オンライン開

催） 

＜参加者 名・基礎 20点＞ 

 

＜第 70回日本医学検査学会＞ 

  開催日 2021年 5月 15日～6月 14日 

  会 場 ハイブリッド開催 

  テーマ「What to do in the future ～臨床検査の深化と進化（Deepen & 

Evolution）～」 

   

＜関甲信支部研修会＞ 

第 31回関甲信支部・首都圏支部合同一般検査研修会（2021年 10月 31日 オ

ンライン開催） 

「尿沈渣から腎症を斬る～確定診断に迫る付加価値～」 

＜参加者 127名・専門 20点＞ 

 


