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秋ですね～！！
今回は、みかこ色
いっぱいで～す

みかんねえちゃん：みかこ

第22回学術部一泊合同研修会にて



表彰式の様子

平成30年度日臨技学術奨励賞最優秀演題賞を受賞して

平成の時代が終わり、新たな令和時代となった本年5月に、山口県下関市にて今年度の日本医学検査学会が開催されました。
その前年に浜松市で開催された日本医学検査学会にて発表した演題が平成30年度日臨技学術奨励賞最優秀演題賞を受
賞させていただくこととなり、その学会にて表彰していただく機会を得ることができました。まさかこのような賞をいただけるとは考えても
いなかったので、大変光栄で嬉しく思うと同時に大変身の引き締まる思いを感じます。

私の発表演題は、「血液培養陽性検体の薬剤耐性迅速報告を目指した迅速マイクロコロニー検出法の開発と検討」というもの

であります。非常に長い演題名ですが、「血液培養陽性液を耐性菌培地に塗布し、その発育を光学顕微鏡で直接観察して微小
な菌の集落形成を検出することで、約3時間にて耐性菌を検出する」という内容となります。なので、何も新しい技術を開発したわけ
ではなく、ただ迅速報告を目指して思いつきで始めた取り組みでした。

血液培養陽性は重症感染症を示唆するものであるため、その耐性菌を迅速に検出することは大変重要であるため、迅速検査法
として感染症治療に貢献できる方法であるということは、自負できるかと思います。ASTが診療報酬化され、抗菌薬適正使用が話
題となっているタイミングと、この発表時期が運よくマッチできたのがよかったのではないかと思っています。どの検査室でも簡単に実施
可能で効果的な方法なので、和臨技会員の皆様も是非試していただければと思います。

最後になりましたが、本研究や微生物検査班の活動をサポートしていただいている方々に、この場をお借りして御礼申し上げます。

平成30年度日臨技学術奨励賞最優秀演題賞 受賞
「血液培養陽性検体の薬剤耐性迅速報告を目指した迅速マイクロコロニー検出法の開発と検討」

公立那賀病院 口広 智一 技師

微生物班の班員に祝福される口広技師

那賀病院 口広智一技師が、「日臨技学術奨励賞最優秀演題賞」
を受賞し、2019年年5月18日（土）～19日（日）、下関市で開催
された第68回日本医学検査学会式典において表彰式が行われま
した。
この賞は前年度の日本医学検査学会において発表された演題の
中から審査を経て選出されるものです。

せまりくる大規模災害
臨床検査技師の役割り

『その時何ができるのか？』

日時 ： 令和元年１２月１４日(土)１４時～１７時
場所 ： 済生会和歌山病院 ７階講堂(予定)

和臨技災害フォーラム２０１９ 予告！！



２０１９．４．１３(土)
場所 済生会和歌山病院 多目的ホール

・何をしますか？
・何を考えますか？

・まず何からやりますか？
・すぐに行動できますか？
・院内の災害マニュアルは？

議題 「災害時アクションカードの作成」
・もし震度７の地震が起こったら

アクションカード作成

平成３１年度 施設責任者会議



平成31年度

和臨技
オリエンテー
ション

2019.4.20（土）15:00～17:00
済生会和歌山病院講堂7階

●組織(和臨技・日臨技)について 竹中会長
●検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講について 田中副会長
●公益事業について 木下副会長
●技師連盟について 脇村理事
●会員登録・会費納入、会員のための保証制度について 神藤事務局長
●学術活動について 栗林学術部長
●学術部ミニレクチャー
1.生理検査「心電図検査のポイント」前田 美奈 技師(国保日高総合病院)
2.輸血検査「輸血検査について」冨坂 竜矢 技師(和歌山県立医科大学附属病院)

「輸血検査について」
冨坂 竜矢技師

「心電図検査のポイント」
前田 美奈技師

新規入職者のみなさんですっ ! !

恵友病院 黒井紗希さん
和歌山県立医科大学附属病院 淡路有恵さん
和歌山県立医科大学附属病院 日浦舞子さん
紀南病院 稲豊堅政さん
紀南病院 笠原大知さん
新宮市立医療センター 岡村七海さん
日本赤十字社和歌山医療センター 石原佑季さん
日本赤十字社和歌山医療センター 川又美空さん

日本赤十字社和歌山医療センター 前田真由さん
国保日高総合病院 落合雄一さん
和歌山労災病院 道津正輝さん
和歌山市医師会成人病センター 筒井楓香さん
公立那賀病院 北谷恵里奈さん
橋本市民病院 藤谷侑生さん
和歌山医科学研究所 橋本征弥さん
桜ヶ丘病院 岩橋美波さん



第22回 学術部一泊合同研修会

●教育講演『臨床検査と病院経営～事務長になって見えてきたもの～』
講師： 国保日高総合病院 事務長 畑 忠良先生

●特別講演 『 がん ゲノム医療の現状と未来』
講師 日本赤十字社和歌山医療センター
院長補佐兼 乳腺外科部長 芳林 浩史先生

●症例検討
血液検査 日本赤十字社和歌山医療センター 水谷 陽介技師
病理細胞検査 和歌山医科大学付属病院 木下 勇一技師

令和元 年 6 月 29 日 （土）、 30 日 （日）
かんぽの宿 紀伊田辺にて

畑先生

芳林先生

＊和臨技K部長のT原さん
参加して思ったことをひとこと！！

皆さん、かんぽの宿一泊研修楽しく、他施設の方と交
流出来ましたか？少人数の施設の方には、滅多にない
多くの臨床検査技師との交流の場です。来年はまだ参
加したことのない人にも会えると嬉しいです。

T原さん

68名が参加しました！！



令和元年度 和臨技定時総会

年号が令和に変わり初めての和臨技定時総会がおこなわれました！！

●和 臨 技 表 彰

会長賞
当院乳癌検診におけるモダリティ別検診成績の検討
浅長 麻莉子 技師(日本赤十字社和歌山医療センター)

この度は会長賞というすばらしい賞を受賞することができ大変うれしく思っています。私にとって
初めての論文投稿であり、このような賞を頂けたのは熱心に添削しご指導くださった上司のお
かげであると思っています。これを糧に今後も自己研鑽に励みたいと思います。ありがとうござ
いました。

学術
奨励賞

当院における病理検査の精度管理への取り組み
紙谷 知子 技師(公立那賀病院)

この度は、学術奨励賞を頂き、大変嬉しく光栄に思っています。
近年では癌診療におけるコンパニオン診断を用いた個別化療法の適応の判断など、病理
部門が果たす役割はますます重要になってきています。しかしながら病理標本が出来るまで
には多くの工程があり、手作業も多く、検体取り違えなどのリスクがあります。
そこで当院では昨年から、病理システム導入により手作業を減らし、検体処理の動画撮影
を始めました。動画を記録することによって、作業後も間違いがなかったかを確認できるので、
精度管理が向上したと実感しています。最後になりましたが、このような賞を頂けたのも先輩
方のご指導のおかげだと感謝しています。今回の受賞を励みに、今後もより一層精進してい
きたいと思っています。

新人賞

この度は、平成30年度和臨技新人賞に選んでいただき、誠にありがとうございます。
初めての学会発表で至らない点も多々あったと思いますがこのような賞をいただけることになり
本当に嬉しく思っております。この事を励みに頑張っていきます。

当院における過去5年間の乳幼児聴覚スクリーニング検査について
山口 京 技師(日本赤十字社和歌山医療センター)

受賞、おめでとうございますっ！！

推薦文を読む栗林学術部長竹中会長と受賞者のみなさま



●永 年 勤 続 表 彰
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

令和元年6月8日（土）
済生会和歌山病院 講堂７階にて

受賞者のみなさま

●今西 和彦技師(和歌山県立医科大学附属病院)
●矢野 剛技師(日本赤十字社和歌山医療センター)
●渡邊 豊技師
(一般財団法人NSメディカル・ヘルスケアサービス)

●薗田 豊技師(日本医学臨床検査研究所 田辺ラボ)
●坂上 智恵子技師(和歌山県立医科大学附属病院)
●栗林 伴有技師(日本赤十字社和歌山医療センター)
●大前 嘉良技師(紀南病院)

渡邊技師・竹中会長・大前技師・栗林技師

「地域包括ケアシステムについて」
和歌山県福祉保健局医務課
奥田祐亮先生

こんなに長い間やってこれたんだなという
思いと和臨技活動を通して得られた大
切なものはすごく大きなものになりました。
これからもよろしくお願い致します。
（栗林技師）

これからもコツコツ頑張りますの
で、よろしくお願いします！！
（渡邊技師）

●定時総会 教育講演会

永年勤続者表彰ありがとうございます。
光陰矢の如し！永年勤続の表彰をしてい
ただける歳になっていたとは。
こういう表彰をしてもらう方達というのは、
失礼ながら年寄りやと思っていましたが・・・。
自分が年寄りや！（大前技師）

和歌山県における「高齢者の医
療・介護・予防・住まい・生活支
援の一体的提供」を目指した地
域包括ケア体制のプランについて
お伺いすることが出来ました。



令和元年度
和臨技コミュニケーション事業企画
本州最南端 串本町潮岬青少年の家にて

新宮市立医療センター 福島 美幸 技師

ウトウト…睡魔が…

令和元年9月14日(土)、本州最南端串本町潮岬の青少年の家にて第4回コミュニ
ケーション事業を開催しました。今年は｢本州最南端で野外炊飯とレクリエーション｣を
企画し、14名の方に参加していただきました。

野外炊飯では、飯盒を使用し水や火加減に注意しながらお米とカレーを作りました。
お米も上手に炊けカレーも美味しくでき、とても貴重な体験となりました。

その後は、体育館を使って主にバトミントンや卓球を行い、各自自由時間も設けまし
た。自然に囲まれた空間で、他施設の方々と協力し物事を進めていくうちに、気持ちも
徐々に開放的となっていき、情報交換ができる場にも繋がり、交流を深めるきっかけに
なったと思います。

今回の事業を通し、企画して実行する事の難しさを実感したと共に自分自身の課
題を見出すことが出来ました。この学びを生かし、今後も様々な企画を開催していきた
いと思います。

決めますよ～ 可愛い子ちゃん三人組！

美味しそう～

ドラえもん～

まぜまぜ～

早く食べたい～

2019年9月14日（土）



次世代のためのワークショップ２０１９（201９.９.１）
ＪＡ和歌山ビル １１階Ａ 担当理事 木下 博之

今回は1回目ということであり、日臨技・和臨技について自由に意
見を述べていただいた後、次世代の和臨技のために必要なことに
ついて提言と方向性を示していただきました。

今までの和臨技では実施したことのなかった全会員アンケートとい
う立案を受けて、第2回ではアンケート作成や実施、解析のノウハ
ウを学び、アンケートを作成するワークショップを思案しています。

楽しそうなお二人。。
男性陣は余裕の表情です！

女性陣は真剣な表情
メンバーが入れ替わってます！！

日臨技が開催した「地域ニューリーダー育成研修」の試みを受
け、和臨技でも円滑に次世代へと組織を引き継ぐことを目的に
「次世代のためのワークショップ2019」を開催しました。
いきなり組織運用に携わるのではなく、組織運用に必要なこと
を参加者が考え、要望を企画立案するサイクルを繰り返すことで、
次世代の皆さんが望むスキルを習得する機会となることが理想
です。



意見交換会：日時 令和2年2月15日（土）18:30～20:30

場所 Hotel & Resorts WAKAYAMA-MINABE 1F インペリアルホール
〒645-8501 和歌山県日高郡みなべ町山内字大目津泊り348
TEL 0739-72-5500

会費 意見交換会参加費 6,000円



第４０回和歌山県医学検査学会ご案内

第４０回和歌山県医学検査学会を梅かおる時期の２０２０年２月１６日(日)、「HOTEL＆RESORTS  
WAKAYAMA MINABE」で開催します。

学会テーマは「彩 -いろどり- 」
私たちは臨床検査のスペシャリストとして日々技術を磨いておりますが、社会の要求はチーム医療、
タスクシフティング、地域連携と増加する一方です。それらに対応すべく、検査技術に加えて、コ
ミュニケーションスキル、人材育成などさらなる学びは尽きません。今回の特別講演は人材開発技法
の一つである「コーチング」を、那智勝浦温泉病院 院長 山本 康久 先生にお願いしています。

皆様には、演題発表、意見交換会を通じ、様々な場面で活躍する臨床検査技師の「彩 -いろどり-」と
なる一助となれることを願っております。

学会を成功に導いていただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

第40回和歌山県医学検査学会
学会長 脇村 小津江

日技連和歌山県支部から 連盟だより

日本臨床検査技師連盟 和歌山県支部です 支部長 脇村 小津江

平素より連盟の活動にご理解とご協力をありがとうございます。
7月の第25回参議院議員選挙では、小川しんじ候補をご支援いただき、ありがとうございました。残念ながら「議席に届かず」の結果
でした。この結果の反省を3年後の選挙活動につなげていきます。

和歌山では、小川しんじ後援会に会員85名からご家族や知人を紹介いただき、211名の申込がありました。また、賛助会員より29
枚71名の申し込みもいただきました。メーリングリストで選挙に行こうと呼びかけさせてもらいましたが、皆さん、棄権せず行っていただき
ましたか？

全国の得票は85,268票。当選ライン15万票には程遠い結果でした。
和歌山では623票ありました。
アンケートによると、連盟が推薦している小川候補を知らなかったが6割を占め、選挙にいかなかったという方も4割ありました。

医師連盟や看護連盟が医師や看護師の地位を固く守っているように、臨床検査技師の未来を守れる連盟になるには、組織と人
がどう変わっていかなければならないか あらためて考える必要にせまられています。

臨床検査技師の為の連盟の活動に、一層のご理解とご協力をお願いします。

連盟ホームページがリニューアル！

入会案内に従って、入会してください。
自動引き落としの登録も勧めています。

4月には宮島議員が財務大臣政務官に就任！のニュースが飛び込
んできました。財務大臣政務官 参議院議員宮島よしふみ議員
の応援もよろしくお願いします。

（お問い合わせ
恵友病院 脇村 073-483-1033 kensa@keiyukai.com）

mailto:kensa@keiyukai.com
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かきみみかこ

● 編 集 後 記 （みかこ＆かきみ）

めっきり秋も深まってしまいましたねー、
かきみちゃん。私たちの季節よね～♡

みかこ

ほんとほんと(T_T)
災害対策の重要性も感じるよね～

みかこ

そうそう、臨床検査技師に「その時
何ができるのか？」という内容で
興味深い講演を企画してくださって
ます！！みかこ

まだまだ先のことだと思っていたのに、
残すところあと３か月を切ってしまい
ました(T_T)。

みかこ

ほんとですねー♡
でも今年はえらい台風が来てしまっ
て・・・関東では大変なことになってま
すよねー(T_T)

かきみ

今年の１２月１４日の和臨技の災
害フォーラム2019ではせまりくる大規
模災害についてですよね～

かきみ

あと、なんて言っても年明けての和
学会！！準備の方は順調です
か？実行委員長のみかこさん
(´艸｀*)

かきみ

今回の学会の目玉は何ですか？

かきみ

あと、何と言っても会場がホテルリ
ゾーツわかやまみなべなんです♡。
前日の意見交換会のあとはvery 
goodな温泉につかってみなべの夜
を満喫してほしいなぁ～

みかこ

みかこ

かきみ

那智勝浦温泉病院院長の山本
康久先生によるコーチングの特別
講演ですかねー(´艸｀*) おぉー、コーチングですかぁ。コーチン

グと言えばコミュニケーションスキルで
すよね～。このスキルが上がれば家
庭も円満、職場も円満・・・苦手な
あの人とも・・・♡

おぉー、楽しみぃ～♡。私、絶対
行って温泉はいりまくっちゃいます(^^♪
もちろん、学会も楽しみですよ～！！
みなさん、ぜひ学会に参加しましょうねー。

かきみ
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