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P1 臨地実習指導者講習会 

P2 臨床検査技師による新型コロナウイルス感染症のワクチン接種報告(京都府） 

P3～P5 日臨技 入会手続きの操作方法のご案内 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

学生を送り出す立場から 

九州医学技術専門学校 坂口 みどり 

 現在、臨床検査技師教育が変革期を迎えています。

2022年入学者より「臨地実習前技能到達度評価」が必

須となり、臨地実習を受け入れていただく施設に１名

以上の「臨地実習指導者講習会」修了者の配置が義務

付けられました。 

 私が学生のとき（数十年前）は実習先で、丁寧に教

えていただいた記憶があります。しかし現在の臨床検

査の現場は業務が多くなっていることもあり、なかな

か実習生に時間を割けない状況にあることは十分理解

しています。しかも受け入れていただく学生の多様性

も相まって、受入れの難しさもあると思います。 

以前、実習先としてお願いした施設ですが、本校の

卒業生から「学生に教える余裕はない。実習先になれ

ない」と断られました。逆に、本校の卒業生ではな

かったのですが、ある施設の技師長に受け入れをお願

いしたところ「自分たちも臨地実習をさせてもらえた

ことで、臨床検査技師の資格を取得することができ

た。だから恩返しのつもりで、（実習生を）受け入れ

よう」と他の技師の方を説得していただきました。こ

の言葉は私の中で今でも救いとなり、教育を続けるこ

とができているように感じます。 

 学生は臨地実習に向かう際、緊張感を持って取り組

んでいます。先生方には、その気持ちを少し汲んでも

らいつつ、ご指導いただければありがたいです。 

学生を受け入れる立場から  

利根中央病院 関根 美智子  

 これまで数年間、臨地実習の学生を受け入れてきま

しが「どこまで教えたら良いのか」「指導担当者に

よって教え方が異なる」「学生の到達度が一定ではな

い」など、悩みながら対応してきました。 

今回、臨床検査養成施設の教育内容が変わり臨時実

習において、学生に実施させる行為が「必ず実施させ

る行為」「必ず見学させる行為」「実施させるのが望

ましい行為」と、３つに分類されました。実習の目標

設定や評価方法に一定に基準ができたと考えらます。

また、学生に対する合理的配慮についても検討が必要

です。実習生を受け入れる際、これまで以上に養成校

との連携が重要になってくると感じています。そして

タスクシフト/シェアなど、新たに加わる項目もあ

り、指導する我々も常にスキルアップが必要です。 

病院などの施設で、臨時実習を行う大きな目的は実

際の現場を体験してもらうことだと思います。日常診

療に臨床検査技師どのように携わっているのか、さら

に感染対策や糖尿病予防などチーム医療の中でどのよ

うな役割を果たしているのか、学んで欲しいです。 

学生が「この病院で実習ができて良かった、検査技

師を目指して良かった」、指導者が「学生を受け入れ

て良かった」と思えるような、そして互いに成長でき

る臨地実習にしたいと思います。 

昨年３月31日付で臨床検査技師学校養成所指定規則と臨床検査技師養成所指導ガイドラインが改訂となり

本年４月の入学生から適用となります。その中では学生を受け入れるご施設には必ず１名以上の臨地実習指

導者の配置が義務付けられたことにより、当会と日本臨床検査学教育協議会（以下日臨教）との共催にて臨

地実習指導者講習会を開催してきました。現在、この法律で義務付けられた臨地実習指導者として本年３月

末までに498名（内、ファシリテーターとして育成93名を含む）の受講者を輩出したところです。 

この臨地実習指導者講習会により、全国の臨地実習施設の教育水準の均一化が図られることになります

が、今回は学生を受け入れる立場のご施設の思いと学生を送り出す養成校の思いを、それぞれの代表者から

記事といたしました。是非、これからの学生の育成と指導に関しての、ご参考にしていただけたらと思いま

す。                                （担当専務理事 深澤 恵治） 

「学生の臨地実習を受け入れる施設の思い」と 

「学生を臨地実習へ送り出す養成校の思い」 
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 令和３年６月11日（事務連絡）に厚生労働省より発出された「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン

接種のための筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について」に基づいて、座学

研修を修了された方を対象に、必要に応じて都道府県及び市区町村が実技研修が実施されました。そのう

ち、都道府県技師会及び当会会員が委託を受けた、または開催協力を行った事例・実際に接種を開始した事

例について随時紹介します。 

【京都府】  

臨床検査技師 ワクチン接種打ち手で活躍！  

 当法人で京都府からの要請を受けている新型コロ

ナワクチン集団接種に、先日出務しました。 

 「患者さんに薬液を注入する」という経験がな

かったので初めは不安でしたが、基礎研修（座学）

を受講して実技講習会を経たことで、スムーズにワ

クチン接種の手技を取得することができました。 

 初出務では約120名の患者さんに対して、救急救

命士と２名体制で接種を行いました。たくさんの被

接種者の方を目の前にして、焦る気持ちもありまし

 新型コロナウイルス、オ

ミクロン株の市中感染拡大

の中、令和４年３月17日京

都市新型コロナワクチン集

団接種会場【みやこめっ

せ】で、研修を受けた臨床

検査技師２名が接種スタッ

フとして対応しました。当

日は、約1,400名の接種予約

があり会場スタッフは、約

60名で対応しました。接種

は８ブース用意し、各ブー

ス接種者と介助者の２名で

予診票をチェック、接種の

説明、接種後の注意事項説

明を行います。スムーズな

接種を行うためにバック

ヤードのスタッフが次のシ

リンジ（１トレー20本）を

準備し、接種者も適宜休憩

を取りながら対応します。

初めてのことばかりでした

が、看護師さんのフォロー

もあり、数名接種した後

は、安心して対応できまし

た。今後も打ち手として少

しでも役に立てればと思い

ます。接種終了後、バイアル管理（凍結から冷蔵準

備）、ワクチン充填作業（トリプルチェック実施）な

ど集団接種の運営説明を受けました。３回目の接種に

これからも貢献していきたいと思います。技師会とし

ても第３回の実技講習会開催に備えていくことが重要

と感じました。 

（一般財団法人京都工場保健会 多田・明星・今川）  

たが、実技講習会で

教えてもらったこと

を思い出しながら冷

静に業務を行うこと

ができました。 

 接種が終了した

後、「ありがとう」

と言っていただいた

時に、臨床検査技師として検査以外のことで市民の

健康に携わる活動ができるなんて、何と素晴らしい

ことなのだろうと感じました。これからも臨床検査

技師としてできることを一生懸命やっていきま

す！！ 

(医療法人社団石鎚会 京都田辺中央病院 

水口 江美子） 

「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を 

京都府 向日市 安田守市長 が受講 

 京都府内の新型コロナウイルス対策に関連し

て、臨床検査技師免許をお持ちの安田守向日市長

が３月19・20日に東京都で開催された「検体採取

等に関する厚生労働省指定講習会」を受講されま

した。安田市長は約300名の受講者とともに講

義・確認試験を受けられ、閉講式では受講者代表

としてあいさつに立たれました。 
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 多くの職場で新たな仲間を迎える季節となりました。そこで、Webからの入会手続きの方法をご案内いた

します。会員の皆様には入会をお勧めいただく際にご参考としていただけますと幸いです。 

Step ０！ まずは入会専用ページへ 

日臨技HPのトップページの［入会はこちら］から 

ページ中ほどにある［入会専用ページ］に進みます。 
 

※Webからの手続きができない場合には、少し下にある［入会

申込書（新入会・再入会）・口座振替依頼書のダウンロー

ド］から申請書類を印刷できます。 

※再入会の方も入口は共通です。 

Step １！ はじめに 

「事前にご準備いただくもの」の準備と「個人情報

保護規定」等の確認と同意を行い 、［新入会また

は再入会の新規申請をおこなう］から手続き開始。 

Step ２！ 氏名カナと生年月日で名寄せ 

再入会の方は、在籍当時の氏名を入力してください。 
 

※再入会の方・都道府県技師会に在籍されている方は、次の画

面で名寄せの結果が表示されます。 

表示された情報は自分のもので間違いないか確認のし

てから［選択］を押し、［選択した会員番号で入会す

る］でStep３に進みます。 
 

※過去に入会していた記憶があるのに表示されない場合は、事

務局へお問い合わせください。 

Step ３！ 会員情報入力 

必須項目をすべて入力してください。 
 

※入会希望の年度にご注意ください。年度途中での入会でも年 

会費の月割り等はいたしません。 

※再入会で氏名が変わった方はこの画面で変更してください。 

※初年度の会費のみクレジットカード決済または払込票方式決

済を選択いただけます。 

※勤務先を登録する際、該当の施設情報がない場合は［施設登

録用紙］を印刷してご記入ください。 
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Step ４！ 都道府県技師会入力 

プルダウンメニューを開くと、Step３の情報に応じて

選択可能な都道府県技師会が表示されます。 

入会希望の都道府県を選択してください。 
 

※［日臨技支部］は選択された都道府県に応じて自動で反映さ

れます。 

※当会の会員及び会費等に関する規程 第３章 第３条により、

都道府県技師会への入会が必須です。 

※すでに都道府県技師会に在籍の方は自動で選択されていま

す。変更をご希望の方は在籍されている都道府県技師会を退

会の後、手続きを開始してください。 

Step ５！ 取得資格入力 

臨床検査技師免許番号の他、必須項目を入力してくだ

さい。 
 

※免許番号がお手元に届く前の方は［申請中］として手続きが

可能です。ただし、お手元に「登録済証明書」が届き次第、

コピーを事務局へご提出ください。ご提出いただけない場合

は、免許なしと判断し１年で自動退会となります。 

Step ６！ 会費払込口座入力 

ポップアップでパス

ワード設定画面が開

きます。 

会員専用ページのロ

グインパスワードと

して登録されます。 

２年目以降の年会費は指定口座からの自動振替となり

ます。振替希望口座を登録してください。 

Step ７！ 入力内容確認 

入力内容を確認してください。また、都道府県技師会

も含んだ年会費・入会金が表示されますので、そちら

も併せてご確認ください。 

会員番号（仮）とご自身で設定したパスワードが表示されま

す。会員番号（仮）は入会が成立すると、そのまま会員番号と

なります。 
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Step ８！ みずほファクター「決済ナビ」 

              で会費決済の申請 

みずほファクター「決済ナビ」の画面に移動します。 

Step３でクレジット決済を選択した方はクレジット

カード情報を入力、払込票を選択した方は入力情報を

確認して「確定」をしてください。 
 

※決済時のクレジット情報は、日臨技会員管理システムでは、

一切保持しません。 
 

※確定が済むと登録のメールアドレスに申請受付メールが送信

されます。 

Complete!! 『入会申込書』『預金口座振替依頼 

書・自動払込利用申込書 』を日臨技へ郵送 

『入会申込書』『預金口座振替依頼書・自動払込利用

申込書 』を印刷します。 

氏名横の「印」・「金融機関お届け印」・「捨印」の

部分に押印し。「口座名義人」をご記入の上、当会 

事務局へご郵送ください。 

※勤務先の施設情報がない場合は「施設登録用紙」を同封して

ご提出ください。 

※金融機関への照会のため、『入会申込書』『口座振替依頼書

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 』の郵送は必須と

なっています。 

※ゆうちょ銀行を登録の場合は「捨印」は不要です。 

※無印鑑口座をご登録の場合は「金融機関お届け印」にサイン

をお願いします。 

※入力内容に誤りがあった場合には二重線で修正の上、ご郵送

ください。 

Note： 『入会申込書』『預金口座振替依頼書・自        

動払込利用申込書』を再印刷するには 

Step１の画面の「申請内容の変更または印刷をおこな

う」から再印刷できます。 
 

※再印刷には会員番号（仮）とパスワードが必要です。Step７

及び申請受付メールで確認いただけます。 

※決済ナビでの確定後は申請内容の変更はできません。 

Attention!  その他注意事項 

・年会費のお支払後に、当会で入金確認ができた時点

で入会となります。ただし、年度開始前に入金確認

済みの場合は、４月１日からの入会となります。 

※クレジット決済の場合は、決済完了から10～30分程度、払込

票の場合は、お支払から１～３営業日程度で入金確認が完了

します。 
 

・日臨技共済制度の適用は、年会費の支払時期によっ

て異なります。毎月15日までのお支払いで翌月１日

から適用されます。 

※年度開始前にお支払いの場合は、３月15日までのお支払いで

４月１日から適用です。３月16日以降の支払いの方は５月１

日から適用となります。 

※日臨技入会日とは異なりますのでご注意ください 
 

・画面はお使いのPCやブラウザ、スマートフォンに

よって表示が異なる場合がございます。 

※途中、表示される注意喚起のポップアップは省略して掲載し

ております。 

（編集後記）四月は特別な節、出会い、別れ、旅立ち・・・。 

 サクラ便りが届くころ、いろいろな旅立ちと出会いが交錯する。長い長い職務を全うし、重い責務をやっ

とおろすことができる安堵感と達成感。そして新しい旅立ちへの不安も抱えつつ、その幾星霜に想いをはせ

る。過日の後悔をやり直すことはできないが、確かに残ったものもある。友情という繋がりである。 

 それぞれの道を歩き始める友に向かって、エールを送る。友も振返って大きくエールを返してくれた。  

（滝野） 


