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医療を支える仕事は非 常に多彩なのが特 徴です。今回は、医 師が治

また、常に緊
張感の中で仕事

療方針を決めるために必要不可欠な「 検査」の プロフェッ ショナルで が
あできることも
る臨床検査技師をクロー ズアッ プしました。お話をうかがった のは、医
醍醐味の一つで

学部の病理学講座で 臨床検査技師として活躍する一方 、研 究室で 免疫す。患者さんか

臨床検査技師

国家試験合格

FAX 045- 972- 5972

Admission@cc.toin.ac.jp

の研 究を行って きた大辻希樹さん。現 在、桐 蔭横浜大学医用工学 部（ ら
臨採取した組織

大きな学部の学びの内容からはじまり、各学科の違
い、そして将来のキャリアまでご説明します。

国家試験受験
国家試験受験資格取得

入学前の不安や心配事はここで解決してください。
保護者からのご質問にもお答えします。

厚さに切り、見
やすいように染
色液で染める作

個別相談会

床検査技師・ 臨 床工学 技士養成）で 講師として 後進の指 導に当たって を数ミクロンの

臨床検査技師とはどのようなお す。 血液型にはよく知られている

高校生にメッセージをお願いし
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います。現 場経験が豊富な大辻さんのリアルな 声をお届けします。

ー

仕事ですか？
「A・B・O・AB」の 種類だけ 業があります。
患者さんに直接検査を行う「生理 でなく、その他にもさまざまな型が 組織片はとても

機能検査」と、患者さんから採取し あり、それらすべてを調べる必要性 小さいため、正
た検体を調べる「検体検査」の二つ があります。血液型を早急に調べな しい手順を踏ま

に大きく分けることができます。
ければならない場合、緊急手術で一 ないと検体が無
生理機能検査といえば、お腹の中 刻の猶予もないことが少なくありま くなってしまい

指定養成校・養成施設

高校卒業

ロップアウトすることになってしま

ー

ます。
患者さんに対して「元気になって
もらいたい！」という気持ちを持つ
ことができる人は医療職に向いてい
ると思います。どんなタイプの患者
さんであっても、一人ひとりに向き
合って「何ができるのか」と考えら

見学

／

備を

設
新の

＼最

の赤ちゃんの状態をみるエコー検査 せん。時間がないからといって異な かねません。検
がイメージしやすいでしょう。患者 った型の血液を輸血すれば、患者さ 査ができなくな

あ ったとした

ら、患者さんの
そんなにたくさんの型があると 病気を見逃すこ

業を進めなければなりません。

さんの身体について、心電図計や超 んは亡くなってしまいます。患者さ ってしまった細
音波診断装置などさまざまな機器を んが待っていることを意識して、作 胞にもし異常が

駆使して検査していきます。
一方、検体検査は、健康診断の様

ー

子を思い浮かべてみてください。採
とにつながって

さらに重要なのは検査データに絶 しまうのです。
対的な信頼度があること。医師はこ プ レッシャーがあるのは確かです

取した血液や尿、または細胞の組織 は知りませんでした。

に異常が見当たらないかを調べてい

きます。

てきた学生に対しては、その意識を

といった中途半端な気持ちで入学し

「 なんとなく面白そう」
のデータをもとに、どのように治療 が、それは「心地の良い緊張感」で う のです。
結果によっては当初の治療方針が変

学生を指導する上で心がけてい 変えるべく厳しく指導しています。

臨床検査技師として必要な心構 していくかを決めていきます。検査 もあります。

えを教えてください。

ー
ー

まず、検査を行うにあたり「速く わ ることも日常茶飯事です。
「 全国

また、挨拶やマナーなど、医療現場
臨床検査技師を育てている」という 間として欠かせない礼節を身につけ

学 生と接する際は、
「 次代を担う に立つためというよりは、むしろ人

正確に」作業することが肝心です。 のどの病院で何回検査をしても同じ ることはありますか？

「遅く正確に」こなすことは誰にで データが出る」というレベルの正確

入れています。日々の生活を通じて
が、
「 医療の道に進むんだ！」とい 「臨床検査技師としての心がまえ」

医 療分野全般に言えることです

検査の場で病気の兆候を見逃した 意識を常に持つようにしています。 させることに関しても、同様に力を

もできます。一刻を争う命を預かる 性、絶対性が求められます。

医療現場では正確さはもちろん、ス

場合、 カ月後には病状が進行して

いやる可能性があるのです。医療現
場において、それだけ責任のある重
要な役割を担っている仕事であると

仕事をする上でのやりがいはど

言えるでしょう。

ー

直接的ではなくても「患者さんの

こにありますか？
役に立っている」と実感できるとこ

れる人は、臨床検査技師としてやり
がいを感じられるでしょう。そして
臨床検査技師になった時は「人の命
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学部・学科説明

日程

！

してみよう

に相談

気軽

］
［

ん。ちょっとしたミスが人を死に追 うしっかりした志がないと、結局ド を養ってもらいたいと思います。

例えば輸血が必要な時、血液型を 手 遅れになっているかもしれませ

ピードがとても大切なのです。

［臨床検査科 等］

に関わる仕事をしていること」に誇

■ 法学部

Faculty of Law
法律学科

大学（4年または6年）

医学・歯学・薬学・保健衛生学・獣医学
等の課程修了者、指定科目を修めた者
積極的に幅広い知識を取り込んでいける人でしょうか。医療技
術は日々進歩していくので、敏感に情報を収集できる臨床検
査技師が理想です。……会田萌子さん
（4年）

お問い合わせ［アドミッションオフィス］

045- 972- 5881
（ 代 表 ） 045- 974- 5 4 23（ 直通 ）

神奈川県横浜市青葉区鉄町 1614 番地
URL http://www.toin.ac.jp/univ

短期大学（3年）

りを持ってもらいたいと思います。

Q6.理想の臨床検査技師とは？

〒 225-8503

専門学校（3〜4年）

人の体について興味があるのが大前提だと思います。興味が
ないと、
異常の見落としなどのミスにつながるのではないでしょ
うか。……木内美沙さん
（3年）

ろでしょうか。普通なら分からない

座学よりも実習する時が楽しいです。ペアになってエコー検査を
したり、採血をしたりします。初めて採血の実習をした時は「失
敗しないでね！
！」と大騒ぎでした
（笑）
……大崎さゆりさん
（4年）

専門機器にふ

れよう

キャンパスツアー、入試特別対策講座、模擬講義、
模擬実習、部活相談など盛りだくさん !!

［臨床検査学科 等］

Q5.どういう人がこの道に向いていますか？

くらい些細な異常を発見できたこと

Q3. おもしろいと感じる授業は何ですか？

大学食堂体験

特別メニューを無料で体験できますので、ぜひとも
味わってみてください。

その他

Faculty of Culture and Sport Policy
スポーツ教育学科
スポーツテクノロジー学科
スポーツ健康政策学科

大学（4年）
臨床検査技師は国家資格ですから、国家試験に向けての勉強
もこなしつつ、遊ぶ時は思いっ切り遊びます。メリハリをつけ
て生活するようにしています。……今井貴将さん
（3年）

で、その患者さんは大事に至らずに

もともと化学や生物などの授業が好きで、理系科目に関係が
ある職業を探しているうちに臨床検査技師の仕事に出会いまし
た。……大槻明日香さん
（4年）

在学生と気軽に話ができます。いつも高校生から好
評のプログラムです。

臨床検査技師を目指せる主なルート
さまざまな
染色液で
細胞を染める

Q4.学生生活で心がけていることはありますか？

済んだと医師に聞いたりすると、と

Q2.どこで臨床検査技師を知ったのですか？

11／17 土
3／23 土

Faculty of Biomedical Engineering
生命医工学科
臨床工学科

［医用工学部 等］
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中学生の頃、病院へ仕事見学に行く機会があり、そこで一生
懸命働く人の姿を見た経験から、将来は医療に関わる仕事が
したいと思うようになりました。……長廣充さん
（3年）

調 べるのも臨床検査技師の仕事で

臨床検査技師を目指して日々勉強に打ち込む医用工学部生命
医工学科の学生 6 人に集まっていただき、臨床検査技師のたま
ごとしての話をうかがうべく、座談会を行いました。
夢に向かって突き進む学生さんの姿はとても輝いています。

充実のプログラムをご用意 !!

■ 医用工学部

3

ても嬉しく思います。

Q1. 臨床検査技師を目指したきっかけは？

ミクロトーム
を使うには
技術が必要！

たまごたち
臨床検査技師の

学生キャンパスライフトーク

■ スポーツ健康政策学部

小さな異常も見逃さない観察眼で命を救う
桐蔭横浜大学
さん

大辻 希樹

第16号

水曜日

10 日
月

平成 24 年（2012年）10

5

臨床検査技師の仕事

強い精神力と、豊かな知性の両立をめざして。

※大学新聞社の承諾を得て掲載しています

