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和臨技会長あいさつ

紀南病院
竹中 正人

平素は、和臨技、日臨技活動にご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

7月の西日本豪雨災害により各地に甚大な被害をもたらし、犠牲になられた方々のご冥福を心よ
りお祈りします。被災された皆様の一日も早い復興がなされ安心して生活できる日が来ることを願う
ばかりです。
和臨技では災害対策委員会を設け、模擬訓練なども実施していますが改めて会員への一斉連絡
が必要であると感じています。和臨技会員メーリングリストも更新して運用を開始しました。より良い
情報伝達手段にするためには一人でも多くの会員が登録することが重要となりますのでご協力をお願
いします。

近年、臨床検査技師等に関する法律の改正により我々の業務は変換期を迎えています。平成
26年に検体採取等の業務追加がありました。業務を行うためには、厚生労働大臣が指定する講習
会を修了する必要があります。国家資格に関わる重要な講習会であり、大阪会場での受講は、来
年度で終了予定として進められていますので未受講の会員は注意してください。また、平成29年には
検体検査の品質・精度の確保に関する事項が一部改正され、平成30年12月より施行されます。精
度管理事業が益々重要となりますが、全国施設を対象とした日臨技や日本医師会等の精度管理
事業とは別に、和臨技ならではの精度管理事業を模索しながら実施していきます。

今年度は日臨技事業として、9月に卒後10年目までを対象にした初級職能開発講習会、10月に
認知症対応力向上講習会、11月に多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会を開催
します。多くの会員の参加をお待ちしています。和臨技事業としては、例年通り学術事業、公益事
業、渉外事業に取り組んでいきます。また、この他にも職能団体としての意識を強く持ち、他団体等
に対し存在をアピールしていくことも重要であると考え、和歌山県病院協会学術大会、和歌山県知
事・病院協会理事長との懇談会、医療推進協議会などに対しても積極的に参画し活動していきた
いと考えているところであります。

最後に、これら事業を推進していくためには、会員および賛助会員の皆様のご指導とご協力が必
要不可欠です。どうぞよろしくお願いいたします。

和臨技定時総会での会長



宮島日臨技会長と田中技師

日臨技優秀演題賞を受賞して
この度は、このような光栄ある賞を賜ることができまして、誠にありがとうございました。
準備不足も否めない中での発表でしたが、700を超える一般演題の中から推薦を頂いたことに、
大変恐縮に存じます。
日臨技表彰式は舞台正面にパイプオルガンがある厳かなホールにおいて、竹中会長はじめ和臨技理事の方々がご
列席して頂いたなかで、宮島日臨技会長から表彰楯を拝受いたしました。

さて、「アスベスト関連疾患での胸水中可溶性メソテリン関連ペプチドの有用性について」と題し発表させていただきまし
た。ご承知のようにアスベスト関連疾患は様々な社会背景（特に高度経済成長期における社会基盤構築において石
綿（アスベスト）が大量消費された時代）から30年以上経った現在、大きな社会問題となっております。
余談ですが、理科の実験で使用した石綿金網（ビーカー等の下にひいたもの）や、石綿繊維を用いた炎色反応が皆様
にとって比較的身近な石綿曝露!?ではないでしょうか。
アスベスト関連疾患は、臨床検査技師だけでなく医療業界全般においてもまだまだ認識が低いため、啓発活動も目的
の一つとして発表させていただきました。
今後、様々な分野でご活躍される臨床検査技師の方々にアスベスト関連疾患を知って頂き、本疾患について臨床へ
言及して頂くことで、診断および補償（石綿健康被害救済制度）への一助になれば幸いです。
この受賞は、職場はもちろんのこと技師会活動の中で皆様からご指導を受けた賜物と励み、今後につなげたいと思いま
す。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

日臨技優秀演題賞
「アスベスト関連疾患での胸水中可溶性メソテリン関連ペプチドの有用性について」

～いち早く石綿健康被害救済制度の申請を目指して～
和歌山労災病院 田中 規仁技師

和臨技臨床検査精度管理調査
K－J法を用いて
・和臨技サーベイの長所 ・和臨サーベイの欠点 ・和臨技サーベイに期待すること

アクトシティ浜松

各グループ
活発に意見交換
されていました



この度平成30年度和歌山県臨床検査技師会の定期総会において永年勤続表彰をいただきました。ありがとうございました。
私は臨床検査技師になり33年目、和歌山で働くようになって27年目になります。日臨技の表彰はいただいていたのですが、

和臨技の表彰はまだ数年後と思っていました。ところが和臨技の規約が変更になったそうで本年頂ける事になりました。改めて
自分も年を取ったのだなと感じています。
これまで和臨技では学術を中心に関わってきて、一期のみですが理事も務めさせていただきました。あまりお役には立てなかっ
たと思いますが、今後も後進の育成を中心に頑張るつもりですので、よろしくお願いいたします。今回は本当にありがとうござい
ました。

和臨技永年勤続表彰を受章して

公立那賀病院 稲垣 充也

永年勤続表彰は５名に贈られました
東山 将治技師(白浜はまゆう病院)
奥野 千晶技師(和歌山労災病院)
石井 啓子技師(県立こころの医療センター)
稲垣 充也技師(公立那賀病院)
稲垣 真左子技師(日赤和歌山医療センター)

和臨技表彰
会長賞
川野 友彰技師(日赤和歌山医療センター)
学術奨励賞
水谷 陽介技師(日赤和歌山医療センター)
新人賞
福島 美幸技師(新宮市立医療センター)

竹中会長と稲垣技師

竹中会長と川野技師・水谷技師・福島技師

表彰式では、和臨技表彰として、会長賞、学術奨励賞、新人賞と永年勤続表彰５名が表彰されました。
平成２９年度事業経過報告 収支決算報告
平成３０年度事業計画案 予算案 すべての議案は承認されました。
教育講演会「医療法・臨検法の一部改正に伴う今後の方向性」 日臨技 常務理事 丸田 秀夫 氏

永年勤続表彰は、和臨技に２５年にわたり所属され、
技師として精励されてきた功績を表彰するものです。

日臨技 常務理事
丸田 秀夫 氏

検体検査の精度保証を盛り込んだ医療法等改
正法案が可決され、この改正により臨床検査を実
施している施設には精度管理の法的基準が導入
されます。日臨技 常務理事の丸田氏にお話いた
だきました。５０名の参加がありました。



☆市内地区
和歌山労災病院 楠木 結香技師

奥田 有依子技師
済生会和歌山病院 芦刈 霞澄美技師
和歌山県立医科大学附属病院 吉積 修平技師

沼 ゆい技師
亀谷 孝志技師
堀井 結女技師

和歌山市医師会成人病センター 前田 奈緒技師
津々見 真千子技師

☆紀中地区
済生会有田病院 小川 優希技師
国立病院機構和歌山病院 北 卓磨技師

新規入職者は１１名、これからよろしくお願いします。

「血液検査の基礎～正しい結果を報告するために～」
血液検査班 島谷 まどか技師 (和歌山労災病院)

「病理検査について」
病理細胞検査班 奥村 寿崇技師 (日赤和歌山医療センター)

学術部ミニレクチャー

組織(日臨技・和臨技)について 竹中会長
事務局より 神藤事務局長
検体採取等に関する厚生労働省指定講習会について

大石前副会長
精度管理事業・学術活動・公益事業活動について

田中副会長
学術部について 木下前学術部長
技師連盟について 脇村理事



2018・2019年度 役員紹介①（和歌山北部）

会誌和臨技担当

①秋田豊和（アキタ トヨカズ） B型
②橋本市民病院
③好きな食べ物：肉（牛・豚・鳥・馬等）

嫌いな食べ物：特になし
④イタリア産赤ワインを飲み比べる（たまに
スペイン産も入ってきます）
⑤五十肩（肩関節周囲炎）を完治させる
⑥一生独身
⑦民間病院、民間企業のブランチラボ、自
治体病院とあらゆる医療機関を経験してい
るので、培った知識や技術および管理手
法を惜しげもなく伝授いたします。

和臨技ホームページ、会報担当

①丸澤佳子（まるざわけいこ） O型
②高野町立高野山総合診療所
③数の子、軟骨、つぶ貝などの食感の良
いものが好き、レバーが嫌い
④韓国ドラマをみてキュンキュンする
⑤男になる。細マッチョな体を作るために
筋トレひとすじ。
⑥ものをつくる仕事
⑦和臨技会員の結束力は縦横関係なく、
すばらしいです。その中で関わることが出
来たこと、とても光栄で、ありがたく思って
います。今後も少しでもお役にたてるよう
努めていきたいです。

和臨技事務局長
①神藤 洋次（じんとう ようじ）ＡＢ型
②和歌山県立医科大学附属病院
中央検査部 微生物検査室
③好きな食べ物：肉系、この頃年を取って
きたので魚の煮つけが食べたくなります。
嫌いな食べ物：ごぼう（木の根っこを食べて
る感覚に陥ります）
④何もブームがやってこない。
⑤セレブで男前に生まれ変わること
⑥車が好きなので、整備士か車販売かな
（悪徳業者かも・・・）
⑦現在、和臨技の事務局をしています。事
務局にいると検査技師を取り巻く環状・状
況が一般会員の時より多く入ってきます。
それを皆さんに伝え、考えてもらい、行動し
てもらえるようにして、検査技師としてのス
キルアップに寄与できればと考えています。

医療セミナー担当
①森井眞治（B型）
②和歌山県立医科大学附属病院
③好き：ラーメン 嫌い：特になし
④お城めぐり。日本城郭協会が定める「日本
100名城」の全国スランプラリーに挑戦中。
2013年から始めて現在71城、登城済み。
⑤宝くじで億単位の高額当選。
ほとんど買ったことは無いですが。
⑥鉄道員
高校3年時の担任に某鉄道会社への就職を
進められたが、断って兄と同じ臨床検査技
師の道へ。今でも少し未練があります。
⑦技師会会員になって24年、今までは何を
することも無く年齢だけを重ねてきたように
思います。今後は理事として微力ながら尽
力していく所存です。よろしくお願い致します。

和臨技監事

①大石 博晃 AB型Rh+
②和歌山県立医科大学附属病院
中央検査部
③好き：ロースカツカレー

嫌い：強烈にすっぱい酢の物
④最近買った車に乗ることかなあ
⑤和臨技のさらなる発展かなあ
⑥ものづくり系の職人かなあ
⑦普段からあまり熱くなったことがないの
で、難しい質問ですが、若い頃から今まで
ズ－ッと和臨技に関わってきたことが、和
臨技への想いになるのかな？

和臨技学術部長

①栗林伴有 Ａ型
②日本赤十字社和歌山医療センター
③果物なら何でも好きです。

嫌いなものゴーヤです。
④釣り
⑤大物を釣りたい。
⑥設計士
⑦担当一年目、頑張ります。

和臨技災害対策委員長

①藤谷 泰明（O型Rｈ＋）
②日本赤十字社和歌山医療センター
③好きな食べ物：特にありません、雑食生
でなんでも美味しくいただきます。嫌いな
食べ物：飲み物ですが、お酒が超下戸で
す（遺伝子検査済み）。楽しそうに飲んで
いる方々が羨ましいです。
④ランニングです。練習は週に１〜２回、５
〜10Kｍ程度で、今までに参加した大会は、
大阪マラソン・石垣島マラソン・とくしまマラ
ソン・神戸マラソンなどです。記録はご想
像にお任せします。
⑤疲れない体が欲しいです。最近、マラソ
ンしていても、農作業していても、何もして
いなくても体がしんどいですね。
⑥野球が大好きなのでプロ野球選手に
なっているか、実家が農家なので農業を継
いでいるかのどちらかです。おそらく後者
ですね。
⑦新米理事でまだまだ、与えられた災害
対策委員長の仕事をこなすだけで精一杯
です。これから、役員及び会員のみな様か
ら熱い想いをお聞きして学んで行きます。
和臨技は、人間を成長させてくれる場でも
あると思います。

和臨技精度管理対策委員長

①久保 光史 くぼこうじ（B型）
②社会福祉法人 恩賜財団

済生会和歌山病院
③好きな食べ物:唐揚げ・エビフライ

嫌いな食べ物:茹でたうずらの卵
④徒歩通勤（8月は暑さに負けた日が多い
ですが・・・）
⑤デビュー当時のLED ZEPPELINのライブ
を生で観たい！
⑥動物園の飼育係かトリマー
⑦臨床検査技師として働く上での、考え方
を教えてもらった和臨技への恩返しと新し
い世代へのサポートが少しでもできれ
ば・・・

和臨技副会長

①田中 規仁 O型
②独立行政法人
労働者健康安全機構 和歌山労災病院
③やきそばが好き、納豆（食わず嫌い）
④朝、自転車で出勤時に「雲」を見ること
今（八月半ば）は低い夏雲の隙間から、高
い秋雲が見えることがあります
⑤タイムマシンで過去に行き、昔の街並み
を歩いたり古い鉄道（特に卵電車）に乗っ
てみたい
⑥写真家
⑦会員の誰もが参加できる敷居が低い職
能団体ではあるが、医療業界の主要な組
織でもあるべき。そのためには会員皆が一
致団結して、学術活動や技術向上にりん
しょう犬さん（研鑽）するべきである。

みなさんに質問してみました～！！

①名前と血液型
②所属施設名
③好きな食べ物、嫌いな食べ物
④マイブーム
⑤ひとつだけ願いが叶うとしたら
⑥臨床検査技師になっていなかったら
⑦和臨技への熱い想い

プチ調査～！！その１
好きな食べ物、嫌いな食べ物
うーん、 みなさんそれぞれですね～。 (^-^;。



2018・2019年度 役員紹介②（和歌山中南部）

検査展担当、
技師連盟ブロック長

①脇村 小津江（AB型Rh陽性）
②医療法人恵友会 恵友病院
③好きなもの:お刺身 ヘルシーと思うから

嫌いなもの:油っぽいもの 下痢するから
④草木染め 道端の草で染めてます。着
物着ることに憧れてます。
⑤息子に 結婚の話があったら、嬉しいな
⑥宇宙飛行士になりたかった！
⑦検査と健康展が成功しますようにと唱え
ながら、お地蔵さんの花守りしてます。

和臨技会報担当

①山本須美子(A型)
②有田市立病院
③ラーメンと白ごはんが好き

鍋に入っている春菊が嫌い
④手作り市で気に入った物をみつけること
⑤本場のわんこそばが食べたい！(そば粉
アレルギーですが。汗)
⑥小学校の文集によく怒る学校の先生に
なりたいと書きましたが、沖縄でのんびり
かなぁ
⑦会報担当となり３年目。まだまだ未熟で
はありますが、皆様に楽しんでもらえる、ま
た和臨技会員の熱い想いを届けられるよう、
良いネタ作りに励みます。ご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

和臨技行事予定表担当

①中尾光孝（O型）
②国保日高総合病院
③好きな食べ物：揚げ物

嫌いな食べ物：納豆
④釣り
⑤60cm超のグレを釣る
⑥ミカン農家
⑦まだ35歳と若輩ですが、逆に若手との距
離が近い事はメリットだと思っています。で
きる限り若手の意見を理事会へ、また技師
会へ反映できればと思いますので、ご用命
の際はお気軽にご連絡ください。

和臨技監事

①畑 忠良 （A型）
②国保日高総合病院
③好きな食べ物：口に入るもの
嫌いな食べ物：食べてはいけないもの
④ガーデニングとメダカの増殖

（稀色に挑戦）
⑤離婚したい
⑥会社経営している！夜の商売がいい！

1.スナックやバーのお姉さんのドレスや
衣装のレンタル・・・

2.沖縄酒場！・・・
3.出合系酒場！・・・・
4.自分でつくれ！カクテルバー！・・・

⑦いろいろな方に育ててもらった。理不尽
なことも学んだ。仲間も出来た。なんじゃこ
いつ！ と思う奴とも出会った。なんの儲け
にもならないの・・・、めんどくさいのに・・・
一瞬でも 一生懸命出来る！ 必死になれ
る！ 不思議な組織！ 酒と仲間意識がな
ければ出来なかったな～

和大HIV啓発活動担当

①相根 弘史 サガネ ヒロシ （Ｂ型）
②独立行政法人 国立病院機構
南和歌山医療センター
③好きな食べ物は、ここでは挙げ切れませ
ん。嫌いな食べ物は、特にありません。
④ヴィッセル神戸（今年は今までとはちょっ
と違う）
⑤超能力者になりたい。
⑥今も普通ですが、普通のサラリーマンか
な？
⑦若者パワーが強いのでちょっとだけでも
おっさんパワーを見せつけたい！

和臨技会長

①竹中 正人（O型）
②紀南病院
③今ならもちガツオ

とくに食べられないものはありません
④日本酒
⑤のんびりと旅したい
⑥家業を継いでいたかも。
⑦会員同志が活動を支援しあい、それによ
り会員がお互い心に火をつけさせる組織
になることを願っています。

和臨技副会長

①木下博之（B型）
②紀南病院
③好きな食べ物：チョコレート

嫌いな食べ物：アボカド
④ネット小説
⑤苦労せずに英語をマスターしたい
⑥八百屋さん
⑦新人：基礎的な知識と技術の習得を中
心とした技師会活動への参加．中堅：専門
的な知識と技術の習得とそれを生かした技
師会への参画．ベテラン：円滑な技師会運
営への協力．でご協力いただき、会員みん
なと考え，一人一人が和歌山県の医療に
貢献できる技師会であればと思います．

和臨技経理部長

①田原 靖子 （O型）
②新宮市立医療センター
③好きな食べ物：とんかつ（共食い）
嫌いな食べ物：甘さの強いもの（見かけに
よらず、でもチョコは好き）
④認知症にならない方法を模索中（サプリ
メントなど）
⑤誰もが幸せに過ごすことの出来る、平和
な世界
⑥書家・陶芸家・染色職人のいずれか
⑦同じ資格を持っていても、置かれている
環境により情報の受け取り方は様々で、多
くの指導者がいれば詳しい知識を得る事
が可能だが、１人勤務では中々難しい。会
員同士が、分からない事・疑問に感じた事
を、気軽に相談出来る環境作りが大切で
はないかと思っています。会員それぞれの
思いやりの心が大きな輪（和）になることを
願っています。みなさんに質問してみました～！！

①名前と血液型
②所属施設名
③好きな食べ物、嫌いな食べ物
④マイブーム
⑤ひとつだけ願いが叶うとしたら
⑥臨床検査技師になっていなかったら
⑦和臨技への熱い想い

プチ調査～！！その２
役員17名中
・A型3名
・B型5名
・O型6名
・AB型3名
うーん、なんかおかしい？！(^-^;。
A型少な～(^-^;。

和臨技会員のみなさま、2年間
どうぞよろしくお願いいたします！！



第２１回学術部一泊合同研修会報告
平成３０年７月７日(土)～８日(日) かんぽの宿 紀伊田辺

第21回一泊合同研修会が
豪雨により開催が危ぶまれましたが、
7月7日・8日の2日間に渡り開催されました。

初日は14：00より症例検討があり生理機能班か
ら1題、微生物検査班から1題提出されました。そ
の後16：00から教育講演があり、18：00からは意
見交換会となりました。2日目は9：00より各グルー
プの発表と出題者の解説があり、10：30より臨床
講演がありました。

また、この研修会の目的は勉強以外にもう一つあり、それは施設や世代をこえたコミュニケーション作りです。食事会、ゲーム、カラオケ、花火、温
泉と楽しみも満載でした。理事になってからは毎年恒例のように参加していますが、年々参加人数は増えてきて今年は69名になりました。

今回特に印象に残ったのは、初日の症例検
討の時であり、各グループのリーダーが若手の
技師に丁寧に説明しているのが思い出されま
した。各グループを拝見して回っていましたが
グループごとに特色があり、上手に説明してま
した。

本年度で研修会の担当は終わりです。６年間ありがとうございました。来年度より
栗林理事に担当は変わりますが、研修会の一層の発展のため会員皆様のご参加
ご協力よろしくお願い致します。

紀南病院
木下 博之

木下前学術部長、
お疲れさまでした！
栗林学術部長、

よろしくお願いします！



講演１「和歌山耐性菌サーベイランス２０１６集計報告～第５期～」
講師 口広 智一技師

講演２「相手目線で考える微生物検査と感染管理」
講師 川端 直樹技師

第１回微生物研修会
平成３０年５月１９日(土) 済生会和歌山病院 講堂

和歌山耐性菌サーベイランスの取り組み
公立那賀病院 口広 智一

近年国によるAMRアクションプランの策定や、AST（抗菌薬適正使用支援チーム）の診療報酬化など、耐性菌や抗菌薬
適正使用に関する対策が注目されています。これらの対策の一つとして、地域連携やサーベイランス、アンチバイオグラムの
作成などが有用とされています。

県内施設の薬剤感受性データを集積し、耐性菌検出状況や和歌山県版アンチバイオグラムの作成などを実施し、研
修会などで報告させていただきました。これにより、各施設の耐性菌の割合を他の施設や地域と比較することが可能とな
り、それぞれの施設における耐性菌の状況を把握できるようになりました。そして、今まで気づかなかった問題点が把握可
能となり、より具体的で有効な対策につなげられる利点があったものと思われます。

5年目となった昨年の参加施設は、16施設でありました。
県内で細菌検査室を有する11施設は全て参加いただいており、
かつ細菌検査外注施設にも5施設参加いただきました。
つまり、細菌外注施設においても本調査は参加可能なのです。
細菌検査室が無い施設における取り組みを広げていくことは、
県内全体の感染対策として必要な事業であると考えております。

国も地域連携の有用性を認識していることは、感染対策の地域連携加算が診療報酬化されたことから理解できます。本
年度からは、県内の医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師からなる感染対策チームの県内連携ネットワークである和歌
山県感染症危機管理ネットワーク（WaICCS）が立ち上げられました。その中で、本サーベイランス事業は有用な取り組みと
して推奨いただいております。4月に制定されたAST加算では、細菌検査外注施設の外注検査管理者でも、微生物検査
の専従者として算定可能であるとの疑義解釈が発表されております。どのような施設においても、感染対策が必要でない
医療施設はありません。細菌検査担当以外の技師でも、施設の感染対策を担当すべき時代はすでに到来しております。
とはいえ、細菌検査を担当していないと色々な知見や経験が少ないため、感染対策事業を進めていくのはなかなか難しい
のが現状であろうかと思います。その手助けを県内の微生物検査技師で協力させていただくのも、本サーベイランス事業の
目的の一つと考えております。県内で未参加の施設の方、特に感染管理加算を算定されている施設においては、是非ご
参加いただきたいと思います。参加施設の募集は毎年秋ごろに和臨技メーリングリストを通じて実施しております。本事業
に関して集計方法や不明な点などあれば、最寄りの施設の微生物班員や、私まで遠慮なくご連絡いただければと存じます。

県内全体で連携をはかることは、県内の耐性菌や感染対策において極めて有用なツールとなり、県民全体に貢献できる有
益な事業であると確信しております。

連絡先 公立那賀病院 臨床検査科 口広 智一
TEL：0736-77-2019
E-mail：tk_kensa@nagahp.jp

われわれ和臨技微生物班で
は、2012年より和歌山県下に
おける耐性菌状況調査と地
域連携強化を目的とし、「和
歌山耐性菌サーベイランス」
事業を実施してきました。



コーチングってご存知ですか？！

※コーチングとは
コーチング（coaching）とは、人材開発の技法の一つ。対話によって相手の自己実現や目標達成を図る技術であるとされる。相手の話をよく聴き（傾聴）、感じたこ
とを伝えて承認し、質問することで、自発的な行動を促すとするコミュニケーション技法である。 （Wikipediaより）

現代社会の変化にともなって、医療現場においてのコミュニケーションの重要性は益々増大しています。その中で臨床検査技師
としての人とのコミュニケーション能力の必要性もどんどん増していると言っても過言ではありません。
そこでコミュニケーションスキルを磨くためにも臨床コーチングを学んでみませんか？第6回和歌山県臨床コーチング研究会での内容
を一部ご紹介します。

あなたの日頃の人との関わり方やものの考え方を振り返って、下の項目について、該当する数字を〇で囲んでください。

1=よくあてはまる 2=あてはまる 3=あまりあてはまらない 4=あてはまらない

1) 自己主張することが下手だと思う
2) 常に未来に対して情熱をもっているほうだ
3) 他人のためにしたことを感謝されないと悔しく思うことがある
4) 嫌なことは嫌と、はっきり言える
5) 人にはなかなか気を許さない
6) 人から楽しいとよく言われる
7) 短い時間にできるだけ多くのことをしようとする
8) 失敗しても立ち直りが早い
9) 人からものを頼まれるとなかなかノーと言えない
10) たくさんの情報を検討してから決断をくだす
11) 人の話を聞くことよりも自分が話していることの方が多い
12) どちらかというと人見知りをするほうだ
13) 自分と他人をよく比較する
14) 変化に強く適応力がある
15) 何事も自分の感情を表現することが苦手だ
16) 相手の好き嫌いにはかかわらず、人の世話をしてしまうほうだ
17) 自分が思ったことはストレートに言う
18) 仕事の出来栄えについて人から認められたい
19) 競争心が強い
20) 何事でも完全にしないと気がすまない

C(コントローラー)(質問4,7,17,19,20で選んだ数字の合計) 点
P(プロモーター)(質問2,6,8,11,14で選んだ数字の合計) 点
S(サポーター)(質問3,9,13,16,18で選んだ数字の合計)        点
A(アナライザー)(質問1,5,10,12,15で選んだ数字の合計)      点

参考：「図解コーチング流タイプ分けを知ってアプローチすると
上手くいく」鈴木義幸著

「コーチング」の大原則として、人に対するアプローチの仕方をタイプ別に使い分ける手法があります。
人それぞれ違う価値観や性格、行動パターンなどをタイプ分けし、それを深く理解することでコミュニケーションの質は格段に上がっていきます。
まずは自分のタイプを調べてみましょう。

CSI（Communication Style Inventory）

★ コントローラータイプ
▼ 特徴
行動的。決断力がある。支配的。人間関係(家族や友人)
より仕事を優先させる。自分の思い通りに物事を進めること
を望む。起業家タイプ。

★ プロモータータイプ
▼ 特徴
アイデアが豊富。エネルギッシュ。計画を立てるのは苦手。
順応性が高く考えが柔軟である。楽しい雰囲気を好む。
人に対して影響を与えたがる。

★ サポータータイプ
▼ 特徴
温かく穏やか。人を援助することを好む。決断に時間がか
かる。優れた直感力。感情や感覚に基づき判断する。人と
の調和を大切にする。役に立ちたがる。

★ アナライザータイプ
▼ 特徴
言動が慎重。計画を立てるのが好き。客観的に判断する。
冷静で忍耐強い。感情や感覚より事実や知識を重視す
る。理解力や洞察力が高い。分析家。

無理強いはせず、
選択肢を与えつつ誘導する。

治療に積極的になるような
ムードを作っていく。

周囲に及ぼす影響を説明する。
家族との関係を強調する。

理屈で説得することが可能。
検査結果を効果的に用いる。

※このSDSはデューク大学のズンクらにより開発された自記式の抑うつ評価尺度です。8項目の生理随伴症状、10項目の心理随伴症状、2項目
の主感情からなり、高得点ほどうつ症状が強いとされます。
40点未満はうつ状態なし、40から49点は軽度うつ状態、50点から60点は中等度うつ状態、60点以上は高度うつ状態とされます。

あなたはどのタイプになりましたか？！

合計点数が一番大きくなったのがあなたのタイプです

※次回、第7回和歌山県臨床コーチング研究会は来年度開催予定です！！



日本臨床検査技師連盟 和歌山県支部

＜郵便振替での連盟費払込＞

1 口 1,000 円以上 何口でも可。
グループでの払い込みもできます。
連盟費納付先：日本臨床検査技師連盟
郵便振替口座 00130-1-79120

通信欄に 日臨技会員番号（あれば）
問い合わせ先：日技連和歌山県支部

恵友病院 脇村まで
073-483-1033

日本臨床検査技師連盟 和歌山県支部です 脇村 小津江

平素より臨床検査技師連盟へのご支援をありがとうございます。
平成28年、宮島喜文参議院議員が誕生し、通常国会において、臨床検査業界「医療法等の一部
を改正する法律案」が衆議院・参議院本会議において全会一致で可決成立し、医療法に「検体検
査」が明記されました。病院等における検体検査に精度管理が創設され、今年12月施行に向けての
動きが始まっています。

皆様もご承知のとおり、連盟の会員になるためには、１口1,000円以上の会費をお願いしています。
連盟はこの会費収入で運営されていますが、これまで以上に渉外活動を活発化し、安定的な連盟運
営を行うためには、資金不足が生じ、近年、赤字収支で繰越金により賄っており、国会議員への応援
も不十分な状況です。そうしたことから、平成31年から1口3,000円以上の年会費が承認されました。
値上げにより会員離れの心配もありますが、連帯強化のための値上げであることをご理解いただき、な
お一層のご協力をお願いいたします。

今年度、和歌山県は日臨技会員361人に対し、７/31現在162口の加入があります。昨年、全国
目標の半数に留まるなか、県内は増加しており、関心を寄せていただいていることに感謝しています。
連盟ニュース111号に8/11の執行委員会報告が記載されています。ご覧ください。

2019年７月に執行されます第25回参議院議員通常選挙に、日本衛生検査所協会理事の小川
真史氏が出馬されます。連盟として推薦状を公布します。臨床検査関係者を国会へ！応援をお願
いします。

医療法一部改正の報告会（東京）

和臨技学会で連盟ブースを設置し、加入受付をしました。

来年７月の参議院議員通常選挙に、日本衛生検査所協会理事の小川眞史氏が自民党から比
例代表に公認され、出馬されます。日本臨床検査技師連盟は、宮島喜文参議院議員に次ぐ議員
を輩出すべく全面的に支援していきます。9/5には「小川氏を励ます会」が開催され、和臨技からの応
援の気持ちを伝えました。また、宮島会長が9/8の初級職能研修会のため前晩に来和されました。
「宮島議員（会長）を囲む会」で、政治活動の話を聞くことができました。次にはもっと大勢でじっくり聞き
たいと思いました。

● 編 集 後 記 （みかこ＆かきみ）

はじめまして、かきみちゃんっ！
有田のみかこです(^^)/

はじめましてっ！
高野山のかきみです(^^♪

みかこ

かきみ

会報の編集、めちゃめちゃ苦労して、
やっと出来たよね～。

みかこ
ほんまですね～。前会報担当のK病
院のＷさんはすごかったですね～。

かきみ

みんな、リニューアルした会報、楽し
んで読んでくれるかなあ・・・。
コーチングのタイプ分けテストもみん
なやってくれるといいねえ。みかこ

もうスペースもなくなってしまったねー
（汗）。
会報作成にはみなさんのご協力が
必要です！！みかこ

医療関係者はアナライザータイプが
多いらしいですが、検査技師はどう
でしょうね～。

かきみ

２年間がんばりますので、みなさん、
ご協力よろしくお願いします！！

かきみ



2018年10月27日(土)●第19回医療セミナーinわかやま（会場：和歌山県JAビル）
●全国検査と健康展 和歌山会場（会場：和歌山県JAビル）

2018年11月10日(土)●多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会（会場：済生会和歌山病院）
11月11日(日)

2018年11月24日(土)●世界エイズー2018 in和歌山（会場：和歌山大学 和大祭）

2018年12月08日(土) ●和臨技災害フォーラム2018 （会場：和歌山県JAビル）

2019年02月17日(日) ●第39回和歌山県医学検査学会（会場：和歌山県JAビル）

和臨技行事の今後の主な予定

北陸一般検査研究セミナー2018
認定一般検査技師更新指定研修会
（承認番号：18－005）
平成30年10月28日（日）
金沢医科大学病院 E51講義室（医学教育棟５階）

（詳細は日臨技HP日臨技認定センター資格情報）

認定資格更新のための講習会

認定一般検査技師

JSS関西 第30回地方会研修会(５単位)
テーマ:『体表超音波検査
～ちょい当てから診断へのステップアップ～』
日時:2018年12月9日(日) 9時30分～16時00分
会場:イーグレひめじ 3階 あいめっせホール

(詳細は日本超音波検査学会ホームページ）

超音波検査士

平成30年度認定心電検査技師育成研修会
（東京会場②）
認定心電検査技師制度更新１０単位
平成30年11月18日（日）
専門学校読売自動車大学校 本館301～304教室

（詳細は日臨技HP日臨技認定センター資格情報）

平成30年度認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検
査技師第2回認定指定講習会
認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師制度
更新15単位
平成30年11月3日（土）
日本臨床検査技師会館 3回第1会議室

（詳細は日臨技HP日臨技認定センター資格情報）

第26回 日本輸血・細胞治療学会 秋季シンポジウム
（10単位）

会期 ： 2019/11/15(金)
会場 ： シェーンバッハ砂防（東京・平河町）
総会長 ：小原 明

（詳細は日本輸血・細胞治療学会ホームページ）

アドバンスト研修会2018part1(更新10単位、新規5単位）
主催：日本臨床薬理学会
期日：2018年11月17日(土) 
場所：大手町サンスカイルーム 会議室D 

（詳細は一般社団法人日本臨床薬理学会ホームページ）

認定心電検査技師
認定臨床化学・免疫化学精度保証管理

検査技師

認定輸血検査技師 CRC
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