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第 2 回臨床検査技師臨地実習指導者研修

会に参加して 
 
＜分科会 1＞ 
       川崎病院 土井 真弓 
 近、実習生を受け入れるに当り悩む

ところがあり、研修会に参加させて頂き

ました。 
1 日目は講義でした。日臨技の教育プロ

グラムとして、基礎医学、臨床医学、診

断学について学び臨床検査結果の判断が

出来る様にするのがポイントである。 
その中で教育と臨牀の現場の乖離を縮

めるために臨地実習ガイドラインを作成

する。臨地実習を標準化し、施設間差を

なくし、技術・知識を習得し医療人とし

ての情意の形成をするという役割を担っ

ていること。 
実習生が医療事故で患者に損害を与え

てしまった場合、不法行為(民法 709 条)
として責任を負うことになる。 
この場合、病院が損害賠償責任を負担

する場合があること等など。ただ、実習

生に検査の仕事を実体験してもらうだけ

では済まない恐ろしさを感じました。 
2 日目はグループに分かれて実習指導

計画について話合いをしました。 
私達は免疫系のグループで、13 人とい

う程良い人数でしたので、活発に討論が

できました。 
また、病院によって様々なやり方があ

り、とても勉強になりました。ただ、ガ

イドラインを作成するにあたり、全体的

な事と個々の事とが混合されがちでした。

終的には、全ての分野のフォーマット

を決めて作成する必要性を感じました。 
 各分科会の発表会でも、活発に意見が

交わされました。 
一つ気になったのが実習生の医行為の

問題です。臨床検査技師の資格が無い状

態で医行為は出来ません。 
しかし病院でしか出来ない事を実習し

て欲しい為、生理検査や採血等どこまで

許せるか？未だに疑問が残っています。 
このガイドライン作成で臨地実習の施

設間差是正となり、どこの施設でもある

程度は同様に実習出来る事が未来の検査

部門の繁栄に繋がることを祈っています。 
後に、このような有意義な時間を過

ごすことができた事にお世話して下さっ

た講師の先生を初め役員の皆様、参加者

の皆様に感謝致します。お世話になり有

難うございました。 
 
＜分科会 2＞ 

九州医学技術専門学校 坂口 みどり 
 今回臨地実習指導者研修会に参加させ

ていただきました。 
当初は臨地実習を受け入れていただく

病院の技師の方が参加し、今後の実習生

受け入れに対する研修会と考えており、

私は実習生を送り出す学校という立場で

病院の技師の方々に学生の現状を伝えら

れれば、との思いで参加させていただき

ました。 
ところが、実際参加してみると重要課

題の「臨床検査技師臨地実習ガイドライ

ン 2010」作成と知り「私みたいな人間が

お役に立てるのか」と不安になりました

が、分科会では折角の機会と気持ちを切

り替え、お話しさせていただきました。 
 今回私が参加した分科会は病理部門で

したが人数も 3 人と少なかったこともあ

り割とスムーズに話し合いは進行したよ

うな印象があります。 
 後に各分科会でのまとめ発表があり

ましたが、今回この研修会に参加してい

た技師の方は一様に「実習生を受け入れ

る以上は勉強できる環境を整えてあげた

い」など協力的な思いがあるように感じ

ました。これは、実習生を送り出す学校

として一番有難いことです。 
 というのも現状では少なからず実習生

を引き受けることは業務負担になる。と

思われている技師の方がいる場合があり

ます。 
しかし一方では臨地実習の受け入れを

各施設へお願いに伺うと「自分たちも学

生の時、臨地実習をさせてもらったから、

今、臨床検査技師として仕事ができてい

る。だから後輩を育てることで恩返しを

しよう」と言っていただけることもあり

ます。このような言葉をいただくと涙が

出そうになります。 
現在、臨地実習を引き受けていただい

ている各施設にそこまでのお願いをする

ことは負担になるのでこれ以上は書きま

せんが、学校という職場に戻り早速学生

たちに伝えました。「各施設の技師の方々

はあなた達に少しでも環境を整えてあげ

たいとの思いからこの研修会に参加され

ていた。だからこそ、あなた達はしっか

りした目的意識を持ち勉学に励み臨地実

習に臨まないといけない」と。 
 現状では臨地実習内容に関しては、引

き受けていただいた施設に一任していま

す。そのため、「A 施設ではこの実習をさ

せてもらったが、B 施設ではなかった。

でも、この実習はあった」という状態で

す。今回検討をした「臨床検査技師臨地

実習ガイドライン 2010」が出来上がれば

少なくとも臨地実習を引き受けていただ

けている施設において指導内容の検討材

料にしていただけるのではないか、と期

待しています。 
 後に今回本研修会に参加させていた

だき、学生を送り出す立場の学校と、学

生を引き受けていただける施設との臨地

実習における見解の一致が出来ることを

期待します。 
 参加された技師の先生方お疲れ様でし

た。そして、養成施設の 1 職員としてお

礼申し上げます。ありがとうございまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。 
 
＜分科会 3＞ 

井上病院 伴 美穂子 
平成 23 年 12 月 3 日～4 日に第 2 回 臨

床検査技師臨地実習指導者教育研修会に

参加致しました。 
今回の研修は、1 日目に『日臨技の教育

プログラム概要』『学生との関わり方』『日

臨技臨地実習ガイドライン 2010』『実習

時における医療事故例と指導者の責任』

『教育効果のある臨地実習計画の立て

方』の内容の講演がありました。 
日臨技の教育に対する現状や問題点に

ついて、教育実習の必要性について、学

生との関わり方について、実習中の指導

者の責任について、教育実習計画の立て

方についてなど多くの事を学び、学生の

教育実習の指導にあたり、とても参考に

なる貴重な講演が聴講できました。 
また、2 日目の臨床検査実習における実

習指導計画の作成にあたっては、各分科

会として、免疫系、病理系、生理・超音

波系のグループに分かれ、昨年作成され

 

                                  平成 23 年 12 月 4 日・5日 
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たガイドラインの見直しや追加について

グループで話し合い、話し合って決まっ

た事を全体に発表するという内容でした。 
私は超音波の分科会に参加しました。

初めは、ガイドライン作成にとらわれず

に、お互いの病院でどのように教育実習

が行われているか、各施設から数多くの

意見を出し合い、活発な討議となりまし

た。 
日頃から実習生の教育に対し疑問に思

っていた部分が解決できた事や、他病院

の実習のやり方の工夫を感じた事は、と

ても新鮮な研修体験であり、非常に有意

義な研修となりました。 
議題に対し意見を出し合う、発言する

という事は、批判を受けそうで恐くもあ

り、非常に難しい事ではありますが、日

頃行っている事を出し合うという事では、

意外と発言しやすい状況でした。 
また、発表者、司会者、資料作成担当

者など役割分担に応じ、チーム一丸とな

って話し合いが繰り広げられた事では、

チーム医療にも通じる体験で、とても勉

強になりました。 
今年度、日臨技から出されるガイドラ

インを元に当院の教育実習マニュアルを

作成し、教育を受ける側、伝える側がマ

ニュアルを通し標準的な教育が行われる

よう努力していきたいと思います。 
学生の臨地実習において、責任の重さ

を痛感いたしますが、学生が学校で学ぶ

知識だけではなく、特に生理、超音波部

門では学校と違って実際の患者が身近に

接する事がほとんどなので、現場でしか

伝えられない事を大切に指導していき、

よりよい環境にて学生の指導を行いたい

と思います。 
とてもいい研修に参加でき、感謝して

おります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

じほう診療報酬改定セミナー 
一体改革が描く将来像へ 

2012 年度改訂の要諦に迫る 
2012 年 4 月に 6 年に 1 度の診療報酬と介護報酬の同時改定が

予定されています。今回の同時改定は、社会保障と税の一体改革

で示されている 2025 年の医療提供体制に向けた 初の一歩とな

るものです。一体改革では病院・病床機能の役割分担の方向性を

明確に打ち出しており、今回の診療報酬改定は将来の機能分化を

意識した内容となることは間違いありません。個別の点数に厚生

労働省や中医協はどのような思いを込めたのか、このメッセージ

を医療機関側はどう受け止め、どのような経営戦略を立てればよ

いのか。政治、行政、現場の当事者による講演とパネルディスカ

ッションを通して、12 年度改定の要諦に迫ります。 
◇ 申し込み方法 
 1 Web 申し込み     2 FAX 申し込み 
詳細は、じほう社ホームページ http://www.jiho.co.jp 

◇ 問合せ先 
 (株)じほう「診療報酬改定セミナー」係 TEL 03-3265-7750 

(株)社会保険研究所 診療報酬解説書 
『診療報酬点数表 改正点の解説(医科・調剤)』(平成 24 年 4 月版)3
月発刊予定 
診療報酬点数表改定時に も早く出る解説書。新旧点数の対照

表、改止関係告示・通知等を収録。 
B5 判約 1,000 頁本体価格 4,200(税別) ＜日臨技会員特価 3,800

円(税別)＞ 
『医科点数表の解釈』(平成 24 年 4 月版)6 月発刊予定 
診療報酬点数表について、必要な情報を体系的に網羅した点数

表書籍の定本。 
B5 判約 1,900 頁本体価格 5,300 円(税別) ＜日臨技会員特価

4,700 円(税別)＞ 
『検査・病理診断・画像診断 検査と適応疾患』(平成 24 年 4 月

版)6 月発刊予定 
点数表の「検査」「病理診断」「画像診断」の部の項目に対し、

その対象となる主な適応疾患および検査の意義、保険請求上の留

意点などを、点数表の区分番号順に配列したポケットブック、診

療報酬での検査を理解するための有用な図書。 
A5 判約 310 頁本体価格 2,360 円(税別)  ＜日臨技会員特価

2,100 円(税別)＞ 
『検査・病理診断点数早見表』(平成 24 年 4 月版)8 月発刊予定 

点数表に掲げられている検体検査、生体検査、病理診断のすべ

ての項目について、項目名の 50 音順早見表とし、点数とその告

示・通知状の根拠および算定上のルールが定められている場合に

はそのルールを併記。 
B5 判約 450 頁予定本体価格 3,000 円(税別)  ＜日臨技会員特

価 2,700 円(税別)＞  会員特別価格は、3 月 30 日まで 
◇申し込み方法 
日臨技会員と明記のうえ 
①氏名、②書籍名、②部数 
③送付先、④電話番号を 
記入のうえ FAX にてお申し 
込みください。送料は 1 回 
につき 420 円 
≪FAX 番号 03-3252-7977≫  
◇問合せ先 
(株)社会保険研究所 

出版営業部:佐羽内(ｻﾊﾞﾅｲ) 
    ℡ 03-3252-7901 
 
 
 
 
 
  

 

診療報酬改定に関する情報 


