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臨床工学技士になるためのオリエンテーション 2022
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● 国 家試験出題基準に沿った内容で編集．日常の講義から国家試験対策ま

全 15 巻

で幅広く活用できる！

● 高 校卒業者にも理解できるような導入と展開を心がけ，図表を用いてわ

臨床工学技士を目指すみなさんへ―臨床工学技士になるために大切なこと―
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臨床工学技士を目指すみなさんへ

臨床工学技士になるために大切なこと
一般社団法人 日本臨床工学技士教育施設協議会 代表理事
四国医療工学専門学校 副校長

出渕 靖志

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます．
昨今，医療従事者を取り巻く環境は大きな変革の真っただ中にあります．その主な要因は，医師の働
き方改革を進めるために，その仕事の一部について，看護師をはじめとする各医療従事者で分担可能な
業務を検討し，担っていくというもので，臨床工学技士においても新たな業務が追加されました．
それに伴い，臨床工学技士養成施設のカリキュラムも変更する必要性が生じ，2023 年 4 月より，新
カリキュラムによる教育が実施されます．新たに業務が追加され，臨床現場における活躍の場が広がっ
たことは，臨床工学技士がこれまで以上に様々な現場に配置されることでもあり，その責任が大きくな
るとともに，やりがいにもつながることでしょう．しかしながら，臨床工学技士養成施設の役割は，こ
れまで通り，現場に貢献できるよう，学生の基礎を築くことに変わりありません．スポーツ選手もアー
ティストも，すべてにおいて重要なのは土台です．基本ができているからこそ，応用が利くのです．
臨床工学技士の主な役割は，生命維持管理装置の操作及び保守点検ではありますが，その役割を果た
すために必要なのは，
「すべては患者さんのために」という気持ちです．患者さんを支えることは，技術
や知識だけでは難しく，人としての優しさや温かさなど，豊かな人間性を持つことが求められます．
ですから，まずは人間性を磨いてください．そのために学生生活や家庭において，きちんと挨拶をす
ること，それが第一歩となります．そして，目配り・気配り・心配りを心がけてください．それには，
自ら行動しなければなりません．何事も踏み出すには少しばかり勇気が必要かもしれませんが，気持ち
さえあれば誰でも変われます．周りを気にしすぎず，自己研鑽の覚悟をもって臨めば身につくものです．
大切なのは，自ら行動することです．動かなければ，何事も起こりません．能動的に行動することが
大切です．自発的な行動であれば，
たとえ失敗してもすべてが成長の糧となります．学生生活においては，
失敗しても良いのです．
「若い時の苦労は買ってでもせよ」という言葉がありますが，掃除・ボランティ
ア・アルバイトなど，環境が許すのであれば，ためらうことなく積極的に挑戦してください．
臨床工学技士はまさに過渡期を迎えており，職業的価値を高められるかは，今後の皆さんの活躍にか
かっています．とはいえ，それを負担に考えることなく，与えられた環境を大いに楽しんでください．
最後になりますが，SNS が普及し，多くの情報が飛び交う時代だからこそ，この言葉を贈ります．
「観の目強く，見の目弱く」 宮本武蔵
観は心で見て，見は眼（まなこ）で見る事．情報に惑わされず，本物を観る目を養ってください．
この冊子は，臨床工学技士を目指す皆さんのために，入学後の流れを把握していただくために作られたものです．先
輩臨床工学技士からのメッセージや，これから学ぶ専門基礎科目や専門科目，国家試験や就職などについて簡単に紹
介しています．今後の皆さんにとって参考になるものですから，目を通していただければ幸いです．
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先輩臨床工学技士からの
メッセージ

Message 1
北海道大学病院

勤務（吉田学園医療歯科専門学校

2018 年卒業）室谷

黎奈さん

私は 3 年制の専門学校を卒業後，北海道大学病院で勤務しています．
当院は大学病院なので，他の施設では行わない業務や症例をたくさん経験することがで
きます．新人の私には難しいこともまだ多いのですが，いつも先輩たちがサポートしてくれるので安心して働く
ことができます．現在は，透析室，内視鏡室，心臓カテーテル室，高気圧酸素治療室，手術室，陽子線治療室，
ME 室をローテーションで回りながら幅広い業務に携わっており，毎日新鮮な気持ちで取り組んでいます．とく
に心臓カテーテル室では急変対応もあるため，緊張感のある現場ですが，新人の私であってもチームの一員とし
て役割を見つけ，また対応することができたときには大きなやりがいを感じます．
臨床工学技士の業務は単純な機器管理だけでなく，患者さんの状態やその場の状況に合わせた迅速かつ最適な
対応が求められるため，知識や技術の習得のほか，少しでも患者さんの変化に気づけるよう心がけて業務にあたっ
ています．
皆さんも様々なことにチャレンジしながら，充実した学生生活を送ってください．

Message 2
新潟県立新発田病院

勤務（新潟医療福祉大学

2015 年卒業）新井田

健斗さん

私は現在，新潟の県立病院で働いています．病院の機能は施設によって異なり，臨床工
学技士の業務もそれに合わせて様々です．卒後 3 年間配属された病院では，腹腔鏡手術の
立ち会い等が主な業務でしたが，4 年目から配属された現在の病院では，透析や人工心肺，
ペースメーカなどの業務が中心になっています．現在，新型コロナウイルス感染症により人工呼吸器や ECMO
等に注目が集まっていますが，これらも生命維持管理装置であり，私たち臨床工学技士の領域です．当院でも新
型コロナウイルス感染症に対して院内感染に留意しつつ，安全かつ有効に生命維持管理装置を使用するため，他
職種のスタッフと連携してマニュアル作成や勉強会の実施などの取り組みを積極的に行っています．
臨床工学技士は，医療機器のスペシャリストです．医療は日進月歩であり，医療機器における新しい技術や機
能の発展は著しいものがあります．それを適切に取り扱うためには，日々の勉強が欠かせません．学ぶことが多
く大変だとは思いますが，そのぶんやりがいの大きい仕事です．患者さんや他の医療従事者に必要とされる臨床
工学技士を目指してがんばってください．
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Message 3
高知大学医学部附属病院

勤務（四国医療工学専門学校

2001 年卒業）川村

康典さん

ご入学おめでとうございます．皆さんはこれから各養成校で学び，臨床工学技士国家資格
取得後に就職することとなります．卒業後は多くの方が病院で勤務されていますが，その他
の就職先として，製造販売業者（メーカ），販売業者（ディーラ）
，教育機関などもあります．
臨床工学技士は，他の医療職と比べて歴史は浅いのですが，臨床現場における業務範囲は大きな広がりを見せ
ています．食文化など生活様式の変化や，患者さんの高齢化により，日本人の疾患の種類は複雑化・多様化して
おり，それにともない医療機器が高度化すると，心臓カテーテル室業務や内視鏡室業務など，臨床工学技士の業
務範囲は広がりつつあります．また，業務範囲の拡大にあわせて，いずれにも対応できるジェネラリストが求め
られるようになりました．今後は，幅広い分野で対応できる臨床工学技士が期待されていくでしょう．
医療は，医師や看護師など，チームで実践するものです．他職種とよくコミュニケーションをとり，信頼関係
を築き，チーム医療の一員として活躍することで，臨床現場でやりがいを感じることができるでしょう．
皆さんがチームの一員として，患者さんのために活躍されることを心から願っております．

Message 4
医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院

勤務（京都保健衛生専門学校

2002 年卒業）太田

雅文さん

私は臨床検査技師の国家資格を取得した後，1 年間，臨床工学技士専攻科養成学校に在
籍し，同年 4 月に現在の病院へ就職しました．当院は年間 9,000 件の救急車搬入がある救
命救急センター病院で，42 名の臨床工学技士が所属しています．臨床工学技士は主に救急
業務に携わっており，院内の人工呼吸器などすべての生命維持管理装置を管理しながら，心臓カテーテル，人工
心肺，不整脈，人工透析，内視鏡，手術室，救急搬送，高気圧酸素など幅広い業務に関わっています．
現代の医療の進歩はすさまじく，日々進化をとげています．そのため，各分野の医師や看護師から，
「医療機
器のことなら臨床工学技士！」と頼りにされる，そうした臨床工学技士であることを目指して，日々病院をかけ
回りながら勤務しています．
皆さんも学生の間に様々なことにチャレンジして，変化する時代へついていくことのできる，夢のある臨床工
学技士を目指していただければと思います．がんばれ！臨床工学技士を目指す後輩たち！！

Message 5
宮崎県立日南病院

勤務（九州保健福祉大学

2018 年卒業）楠木

一沙さん

私は，2018 年 3 月に大学を卒業，4 月から宮崎県南の病院で勤務しています．私の勤
務する病院では，輸液ポンプやシリンジポンプ・人工呼吸器など，医療機器約 1,000 台を
臨床工学技士が管理しており，定期的な点検や部品交換を行い，患者さんが安全に安心し
て使用できるように努めています．
また，手術室や各病棟では，医療機器を使用している際のトラブル対応も行っており，各機器の構造や使用方
法についても十分に理解しておく必要があるため，日々勉強に勉強を重ねています．
ほかにも，透析業務をはじめ，人工呼吸器や人工心肺等の生命維持管理装置の操作など，様々な分野に携わる
ため幅広い知識が必要です．
大変ではありますが，患者さんの生命に直結する仕事であり，大変やりがいを感じる職種です．皆さんも臨床
工学技士を目指してがんばってください．

3

“プロ” になるために
〜臨床工学技士に必要なポイント〜

試験に合格し，臨床工学技士になったら……．まず思い浮かぶ仕事場は「病院」です．
医療機器のエキスパートとして，患者さんの支えになるにはどのような心構えが必要で
しょうか？プロとして働くためのポイントを紹介します．

技術と知識

コミュニケーション能力

医療機器は日々進化し，高度化・複雑
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一般社団法人

日本臨床工学技士教育施設協議会

Japan Association of Educational Facilities of Clinical Engineers

カリキュラムに準じた科目紹介
専門基礎科目［医用電気電子工学］

医療機器の動作原理を理解して，
その基礎を学ぶ
岡山理科大学 理学部 応用物理学科 臨床工学専攻 准教授

堀

純也

▌医用電気電子工学
医療機器や病院設備の多くは様々な電気電子回路を用いています．たとえば，電気メスや除細動器，ペー
スメーカといった医用治療機器は電気のもつ性質を利用して患者さんの治療を行っています．また，心電
計や脳波計などの生体計測装置は，人間の体から出てくる電気信号を検出・記録することで病気の診断
に利用しています．また，病院内では，医用テレメータのように電波を利用して複数の患者さんの状態を
遠隔で見守ることもあります．さらに，医療機器を動作させるための電気設備や，停電の際に作動する非
常電源などは，病院が機能するために欠かせないものです．
臨床工学技士は，機器や設備がいつでも安心・安全に使えるように管理するスペシャリストです．その
ためには，医用電気電子工学の知識や考え方をベースにして，医療機器や電気設備の動作原理をしっか
り理解しておくことが必要です．電気工学や電子工学と聞くと苦手意識を感じる人もいると思いますが，呼
吸や血液循環なども電気回路に置き換えて考えると，実は同じような考え方で理解することができるように
なります．医用電気電子工学の考え方を応用すると，様々な現象を論理的に考える力を養うことができます
ので，ぜひしっかりと学んでください．

医用電気電子工学の考え方は様々な分野に応用できます

臨床工学講座 『医用電気工学 1 第２版』
『医用電気工学 2 第２版』

『医用電子工学 第２版』『医用情報処理工学 第２版』『医用システム・制御工学』
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カリキュラムに準じた科目紹介
専門基礎科目［医用機械工学］

血液の流れなどの物理現象をイメージし，
医療機器を基本原理から学ぶ
国際メディカル専門学校 教務部長

小林 克明

▌医用機械工学
臨床工学技士は “ 医学（臨床）” と “ 工学 ” の知識を用いて医療行為を行う命のエンジニアです．と
くに “ 工学 ” の力を使いこなすことは臨床工学技士のアイデンティティーであり，医療現場での存在意
義を確かなものにします．その一端を担う科目が「医用機械工学」なのです．
本科目の基礎になるのは物理学です．物理学は身近に起こる自然現象を説明する学問であり，
たとえば，
手術中に心臓の働きの代わりをする人工心肺装置では，脱血に用いられる回路の中で血液は重力の働き
により下へ流れ落ち，その速さはエネルギーの保存則や回路の摩擦抵抗など物理学の知識を利用して計
算できるのです．
「医用機械工学」は，
物理学を基本にしながらも，
単に計算を目的とするわけではなく，
「生体計測装置学」
「医用治療機器学」
「生体機能代行装置学
（血液浄化療法装置／呼吸療法装置／体外循環装置）」で学ぶ，
各装置の仕組みを理解することにも役立ちます．
実際の医療の現場においては，血液・空気の流れ，生体における熱の移動，圧力・音波の伝播，医
用材料にかかる力とそれに伴う変形など，
医療機器に関わる様々な現象を感覚的
に理解できるようになることで，適確で

22G の針の内径は，18G の針の約半分である．
同じように扱うと流量が 16 分の１になる．

安全な治療の提供を手助けすることがで
きるようになります．
また，日々の業務を作業として行うの
ではなく，背後にひそんでいる生体物理

18G 針

22G 針

現象に目を向けることができれば，新た
な医用機器の開発に携わる可能性もひら
けるかもしれません．

注射針の太さの変化による流量変化

『臨床工学講座

この科目で
役立つ教科書
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臨床工学講座『医用機械工学 第 2 版』

医用機械工学 第 2 版』より

専門基礎科目［生体物性材料工学］

医療機器が作用する根本的な
原理を学ぶ
順天堂大学 医療科学部 臨床工学科 准教授

浅井 孝夫

▌生体物性材料工学
医療機器は，電気をはじめ，音波，光，熱，放射線など，多くの物理現象を利用して検査や治療を行
います．ただ，これらの物理現象は，時と場合によっては，ヒトの生体に傷害を与える可能性もあります．
たとえば，電気メスは手術に有用ですが，誤って生体に強い電流が流れると火傷を起こしてしまいます．
臨床工学技士は，こうした生体の物理的な特性である「生体物性」を理解したうえで，安全かつ効果的
な医療機器の適切な使用により医療に貢献する必要があるのです．
また，病気や事故で身体の一部が失われたとき，その代わりに用いられるのが「医用材料」です．たと
えば，股関節を骨折して歩けなくなった場合でも，人工股関節を植え込めば，また歩くことができるよう
になるのです．このような医用材料は，それぞれの用途にあわせて，金属・セラミックス・合成高分子など，
様々な種類の素材が用いられているため，
各素材の特性を理解したうえで使い分ける必要があります．また，
生体と接触して用いる医用材料には，医薬品医療機器法や JIS で定められた厳格な品質基準や安全性を
満たすことが求められています．このように，医療機器（医用材料を含む）の特性をよく理解し，安全性
に配慮して適切に使用するための知識や技術を学ぶ科目が「生体物性材料工学」です．
臨床工学技士は，医師や看護師と共にチームの一員として治療に関わり，患者さんの命を預かることと
なります．その際，安易な医療機
器の取り扱いは重大な事故を招く
リスクがあります．臨床工学技士
は医療機器のプロフェッショナル
として，
「なぜそうするのか？」を

機器原理・作用からの分類と代表的な機器・技術

『臨床工学講座

物理的エネルギーの種類と形態
電磁波

自分自身でしっかりと考えること
が大切です．本科目では，医療
機器が生体に作用するうえでの

音波

身につけることが期待されます．

この科目で
役立つ教科書

除細動器，ペースメーカーなど

高周波

電気メス，MRI など

超音波
衝撃波
静圧

機械力

おもな機器名・技術

低周波
光

根本的な原理を学ぶことで，自
ら考えるための工学的なセンスを

生体物性・医用材料工学』より（一部変更）

動圧

レーザ手術装置，パルスオキシメトリなど
超音波吸引装置，超音波凝固切開装置など
超音波温熱治療器，超音波トロッカーなど
ESWL（衝撃波結石破砕装置）
高圧酸素治療装置，吸引器，牽引器
IABP，人工呼吸器，輸液ポンプ
心血管 PCI 装置，心マッサージ器など

臨床工学講座 『生体物性・医用材料工学』
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カリキュラムに準じた科目紹介
専門科目［生体機能代行装置学

呼吸療法装置］

ヒトの呼吸と，人工呼吸器の
構造や仕組みを学ぶ
近畿大学 生物理工学部 医用工学科 講師

西手 芳明

▌生体機能代行装置学

呼吸療法装置

空気を吸い込み，肺から酸素を体内へ取り込んで生命の維持に使用し，その結果発生した二酸化炭素
を体外へと排出する，こうした動作の繰り返しが「呼吸」です．これらは，
「換気」と「ガス交換」とも
よばれます．
しかし，生体が何らかの原因で空気を吸いづらくなる，あるいは酸素を取り込みにくくなるなど，呼吸
機能の異常な状態が長く続くと，生命に危機をおよぼすことがあります．このような際には，生命維持管
理装置のひとつである「人工呼吸器」を用いて，呼吸機能の改善および治療の実施が必要となります．そ
して，病院などの医療施設において，この人工呼吸器の操作や保守・点検を行う職業のひとつに，臨床
工学技士が位置づけられているのです．
臨床工学技士は，患者さんの病態を把握して適切な治療をサポートするために，脈拍，血圧，体温な
ど全身状態の観察を行います．ですから，その基礎となる十分な医学的な知識が必要とされます．また，
人工呼吸器を含む医療機器を適切に取り扱うためには，正しい工学的な知識も必要です．ですから，臨
床工学技士は，医学と工学の両方の知識をしっかりと学んだうえで，医療機器の使用を通じて，患者さん
の病態の改善に努めなければならないのです．
「 生体 機 能代 行 装置学

1．吸気相
2．転換期
3．呼気相
4．転換期

呼吸療法装置」では，ヒト
の呼吸について学び，人工
呼吸器の構造や仕組みを理

患者の肺にガスを送気する
吸気相から呼気相への切り替わり
患者の肺からガスが呼出する
呼気相から吸気相への切り替わり

吸気相

呼気相

解し，操作および保守・点
検の方法を講義や実習など
を通じて学びます．さらに，

呼気弁（閉）

医療人としての専門知識や

呼気弁（開）

ガス送気

ガス送気停止

技術を磨き，生命・医療に
対する高い倫理観を学ぶこと
も重要です．

この科目で
役立つ教科書
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人工呼吸器の基本動作

『臨床工学講座

生体機能代行装置学

臨床工学講座 『生体機能代行装置学

呼吸療法装置

第２版』より

呼吸療法装置 第２版』

専門科目［生体機能代行装置学

体外循環装置］

人工心肺装置の
操作・運用について学ぶ
東海大学 工学部 医用生体工学科 教授

大島

▌生体機能代行装置学

浩

体外循環装置

「人工心肺装置」は，心臓外科手術を行うときに必要不可欠となる装置です．また，その応用として，
新型コロナウイルスによる肺炎の治療へ用いられる ECMO があります．
心臓外科手術を行うとき，患者さんの血液循環や呼吸はいったん停止させられ，その機能は人工心肺
装置が代行することになります．そのため，患者さんの体は装置によって維持される “ 非生理的 ” な状態
に置かれ，きわめて大きなストレスにさらされます．血液循環や血液への酸素加は，人工心肺装置にすべ
てをまかされることになるので，装置の操作には様々なリスクがともないます．
本科目では，人工心肺装置の基礎知識や操作・運用はもちろんですが，このような装置によって生体
に生じるリスクや合併症を回避し，最大限の治療効果を上げるために何ができるのかも学びます．また，
心機能が著しく低下してしまった患者さんを救命するために使用される「補助循環装置［大動脈内バルー
ンパンプ・経皮的補助循環装置（ECMO）・補助人工心臓］
」についても学びます．補助循環装置の操作
は，その多くが臨床工学技士にゆだねら
れています．

大動脈

大動脈遮断

動脈カニューレ（管）

心筋保護液注入孔

ベントカニューレ（管）

人工心肺装置・補助循環装置の操作

左房
冠動脈口

には，循環器の解剖生理，病態生理，
生体情報および人工心肺装置のモニタリ
ングに関する知識，各種心疾患の手術手

肺動脈

上大静脈
（SVC）

ターニ
ケット
下大静脈
（IVC）
吸引
ターニケット
（術野で）
ポリプロピレンの多孔質
静脈血
膜を毛細管状にして数万
カニューレ
（管） 落差脱血
本束ねたもの．血液はそ
（30〜50cm）
の管の外側を，酸素はそ
の内側を灌流させる
CO2
O2ガス
吸引血消泡 人工肺の構造：
フィルタ 毛細管タイプ

ベント用ポンプ

集大成として身につけるものなのです．
臨床工学技士の業務は，高い専門性

右室
右房

肺

技に関する知識が必要になります．これ
ら装置の操作技術は，関連する各知識の

左室

貯血槽

限外濾過器

によって，治療効果へ与える影響が大き
くなることを認識して，在学中から自ら学
ぶ姿勢をもつようにしてください．

この科目で
役立つ教科書

送血フィルタ
40μm

CO2
人工肺（膜型）
O2
コイルの内側は水，外
側は血液が灌流する

吸引用ポンプ

が求められます．身につけた知識や技術

ポンプ送血
（定常流）

熱交換器
吸引用ポンプ

人工心肺システム

『臨床工学講座

臨床工学講座 『生体機能代行装置学

冷温水供給
装置：冷水，
温水を利用

送血ポンプ

生体機能代行装置学

体外循環装置

第２版』より

体外循環装置 第２版』
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カリキュラムに準じた科目紹介
専門科目［生体機能代行装置学

血液浄化療法装置］

血液透析など患者さんの生命を守る
血液浄化療法の基礎を学ぶ
中部大学 生命健康科学部 臨床工学科 講師

福田 信吾

▌生体機能代行装置学

血液浄化療法装置

「血液浄化療法」は，多くの臨床工学技士が携わる業務です．本科目は，様々な疾患に対する血液浄
化療法の原理や装置の操作，保守点検などを学ぶ科目です．
血液浄化療法の代表的なものとして「血液透析」があります．何らかの原因によって腎臓の機能が低下
し，尿が排出しづらい，またはまったく出ないなどの状況になると生命の危機におちいってしまいます．
このような場合に，生体機能代行装置のひとつである透析装置を用いて，治療を実施し，患者さんの
生命を救うことが行われます．血液透析は，技術や機器などの進歩により，単に患者さんの救命のみなら
ず，患者さんの生活の質の向上も目指す治療として確立されつつあります．また，血液浄化療法では，血
液透析のみならず，血液吸着，血漿交換，血漿吸着についても学んでいきます．
これらの治療をする患者さんが，どのような疾患であり，どのような経過をたどるのかなどは，
「臨床医
学総論」と関連づけて学ぶことが必要です．
さらに，血液浄化に使用される医用材料にはどのようなものがあるのか，
「生体物性材料工学」に当て
はめて学んでも効率よく勉強することが
できます．

左腎（一部断面）

血液浄化業務に携わると，長期にわ
たり慢性疾患と闘いながら日常生活を

腎動脈

右腎

腎静脈

皮質

送る患者さんに関わります．皆さんは，
そうした患者さんを支える知識と技術を
身につけるようにしてください．
そして，医療は AI の導入をはじめと

髄質（腎錐体）
腎門
下大静脈

膀胱

すが，臨床工学技士もまた，その医療

尿道

この科目で
役立つ教科書
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腎柱
腎乳頭

尿管口
内尿道口

尿管

泌尿器系の概要と腎臓の内部構造

『臨床工学講座

臨床工学講座 『生体機能代行装置学

生体機能代行装置学

腎杯

腎盂（腎盤）

外尿道口

の進歩に対応していかなければなりませ
をしっかり学ぶことが重要となります．

腎静脈

尿管

して，今後もさらに発展進歩していきま

ん．そのためには，医学や工学の基礎

腎動脈

腹大動脈

血液浄化療法装置

血液浄化療法装置 第２版』

第２版』より

専門科目［医用治療機器学］

治療に用いる装置の仕組みや，
安全な管理の方法を学ぶ
杏林大学 保健学部 臨床工学科 教授

中島 章夫

▌医用治療機器学
皆さん，
「医用治療機器学」でどのような装置について学ぶのか想像してみてください．想像がつきやす
いものでは，人工呼吸器などでしょうか．実は臨床工学の分野では，人工透析に使う装置なども含め，こ
れらは「生体機能代行装置」に分類されます．では，治療機器にはどのようなものがあるのでしょう．
治療機器学として扱うものは，たとえば，電気エネルギー（電流やマイクロ波，ラジオ波など）を使っ
た電気メスや除細動器，心臓ペースメーカ，マイクロ波手術装置，ラジオ波アブレーション装置や，機械
的エネルギー（圧力や振動，超音波や衝撃波など）を使った装置である結石破砕装置，輸液ポンプ，吸
引器，超音波凝固切開装置などがあります．また近年では，内視鏡を腹腔（おなか）に入れ，アームを
動かしながら手術する，いわゆるロボット手術装置も
様々な手術で用いられるようになってきました．さて，
皆さんはこうした装置について，
どのくらいの名前を知っ
ていましたか？
臨床工学技士は，これらの治療機器が安全に使用
されるよう日々点検をしつつ，手術時には医師とともに
装置のセットアップを行いますが，安全かつ装置本来の
性能を十分に発揮させるためには，装置の名前を知っ
ているだけでは役に立ちません．パイロットが飛行機を
操縦するためには，操作方法を学ぶだけでなく基礎と
なる飛行理論や航空安全について学ぶように，皆さん
も治療機器の原理である「医用電気電子工学」の工学
的な知識や，生体側の基礎知識である「生理学・解剖学」
などをきちんと学ぶことで，初めて治療機器を十分に
活用できるのです．こうしたベースを身につけ，治療機
器について深く学んでいく中で，ぜひ自分の得意とする
治療機器を見つけていってみてください！

この科目で
役立つ教科書

電気メスの構成

『臨床工学講座

医用治療機器学 第 2 版』より

臨床工学講座 『医用治療機器学 第 2 版』
『生体計測装置学』
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カリキュラムに準じた科目紹介
専門科目［医用機器安全管理学］

医療の安全性を確保するための
基礎知識を学ぶ
広島工業大学 生命学部 生体医工学科 准教授

渡邊 琢朗

▌医用機器安全管理学
臨床工学技士がおこなっている仕事のひとつに，医用機器のメンテナンスや医療環境の安全管理などが
あります．
「医用機器安全管理学」では，臨床工学技士に関連する法規をはじめ，医用機器・病院設備
の保守管理の方法，安全管理の手法，滅菌・消毒などについて幅広く学ぶことができます．ここで学んだ
ことを確実に実践することにより，病院など医療施設において安全性を高めることができるようになります．
医療を取り巻く環境は著しく進化しています．電波を活用した医療機器などは，ひとりの患者さんに対し
て複数同時に使用されることがありますが，その際にはさまざまなトラブルの可能性が考えられ，医療事故
へとつながる危険すらあります．臨床工学技士はそうした医療事故を防止するため，メンテナンスや医療
スタッフへの教育活動など，医療現場では多様な仕事を任されています．このように，医療の安全性を確
保するため中心的な役割を果たすのが臨床工学技士の重要な仕事になります．
臨床工学技士によって医用機器や医療環境の安全性を高めることは，患者さんの安全を確保することに
つながります．皆さんも将来，患者さんや医療スタッフの安全性を確保できるよう，しっかりと基礎から学
びを深めてください．そのために必要な科目が，この「医用機器安全管理学」なのです．医療に大きく貢
献する臨床工学技士を目指し頑張っていきましょう．
医療機関で発生しうる電波現象 『臨床工学講座 医用機器安全管理学 第 2 版』より
電波現象

要因

静電気

医療機器（ローラポンプ，搬送ユニットなど）および医療従事者の帯電，患者の使用する毛布・
シーツ，トロリー・ワゴン類のキャスターからの帯電など

磁界

医療機器（MRI，照明器具など）および電気毛布，受変電設備，エレベータなど

電界

医療機器（電気メス，マイクロ波治療器など）および各種インバータノイズ，放送波，無線機器，
携帯電話，PHS，テレメータ，無線 LAN，周辺 IT 機器など

電源ラインノイズ
雷サージ

この科目で
役立つ教科書
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医療機器（電気メスなど），インバータノイズ，高周波接地不良，配電盤切替ノイズ，放送波
送電線への落雷（誘導雷）

臨床工学講座『医用機器安全管理学 第 2 版』
『関係法規』

専門科目［臨床医学総論］

疾病の病因・病態・症状・検査所見・
経過・治療法などを総合的に学ぶ
帝京大学 福岡医療技術学部 医療技術学科

伊藤 奈々

▌臨床医学総論
「臨床医学」とは，患者に対して診断・治療を行う医学分野と定義されており，内科・外科・産婦人科・
小児科・耳鼻咽喉科・眼科・精神科などの領域に分かれています．そして，これから学ぶ「臨床医学総論」
とは，それらの領域の各種疾病の病因・病態・症状・検査所見・経過・治療法などを総合的に学ぶ科目です．
皆さんが目指している臨床工学技士は，まさしく「臨床」で活躍する職種で，多くの診療科と関わりが
あります．生命維持管理装置の操作・管理・保守点検を行うことは臨床工学技士の仕事ですが，これは
単に機器を扱うだけではなく，生命維持管理装置を介して，目の前の患者さんの治療に参加するというこ
とですから，その際には，患者さんの状態をしっかりと把握していることが重要です．そのためには，本
科目「臨床医学総論」で，多くの知識を学んでおく必要があるのです．
また，患者さんの治療は，他の専門職種の方たちと連携して行われます．それぞれの専門知識を提供
し合いながら治療を行いますが，その際にも，やはりベースとなる医学基礎知識がないと議論や提案はで
きません．ここでも，
「臨床医学総論」で学ぶ知識が大変重要になってくるのです．
今後，臨床工学分野はさらに発展していくと
考えられており，臨床工学技士が活躍する場
所は，病院だけでなく，医療機器メーカーや
研究職など，ますます増えていくことでしょう．
また，医師の仕事の一部を他職種に任せると
いうタスクシフトも進みつつありますので，そ
れに伴って，
臨床工学技士の業務範囲も広がっ
ていくはずです．将来の可能性を広げるために
も，医学の基礎である臨床医学総論をしっか
りと学んでください．
代表的な手術体位

この科目で
役立つ教科書

『臨床工学講座

臨床医学総論 第２版』より

臨床工学講座 『臨床医学総論 第２版』
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専門科目［臨床実習］

最先端の医療現場で
臨床工学技士の業務について学ぶ
日本医療大学
臨床工学科設置準備室

工藤 元嗣

▌臨床実習
学内において基礎的な座学や実習を終えると，実際の医療現場へ出て「臨床実習」を行います．臨床
工学技士養成校における臨床実習は，
「血液浄化装置実習」
「集中治療室及び手術室実習」
「医療機器
管理業務実習」に分かれています．
「血液浄化装置実習」は，主に透析室で患者さんと密接に関わりながら行う実技実習です．
「集中治療
室及び手術室実習」は，人工呼吸器を用いた呼吸管理や，人工心肺装置を用いた心臓手術に関する実
習を行います．また，臨床工学技士は生体機能代行装置以外にも多くの医療機器を管理するため，
「医
療機器管理業務実習」にて，様々な医療機器の操作や管理について実技実習を行います．
臨床実習は，教員に教えてもらえることが前提の学内教育とは異なり，より多くのことを経験するために
は，自ら積極的に学ぶ姿勢をもって取り組まなければなりません．また，
近年では医療機器の高度化により，
臨床工学技士の活躍の場は，実習で行う業務だけではなく，心臓カテーテル室業務や内視鏡室業務など
幅広く求められています．そのため，臨床実習は知識や技術の習得だけではなく，自分に合った就職先を
選ぶことにも役立ちます．さらに，在学中に最先端の医療現場へふれることのできる非常に重要な機会と
もなるため，より有意義な実習を過ごすためにも，まずはこれからの授業や実習で，十分な基礎知識を習
得する必要があるでしょう．
▲

人工心肺装置を扱う様子

▲血液浄化療法装置を扱う様子
※写真はイメージです

臨床工学講座『医用治療機器学 第２版』
『生体機能代行装置学 血液浄化療法装置 第２版』

『生体機能代行装置学 呼吸療法装置 第２版』
『生体機能代行装置学 体外循環装置 第２版』
『医用機器安全管理学 第２版』
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臨床工学技士

国家試験
について

九州保健福祉大学
生命医科学部 生命医科学科 講師

砂子澤 裕

臨床工学技士は，1988 年（昭和 63 年）4 月に施行された「臨床工学技士法」に基づく医
学と工学の両面を兼ね備えた国家資格です．臨床工学技士の国家資格が誕生した最初の 5 年
間は，資格取得移行期間のため現任者移行措置が取られていました．現在は，臨床工学技士国
家試験受験資格を取得するには養成校（全国 79 校：2021 年 4 月現在）を卒業することが必
要です．また，臨床工学技士法第 14 条 2 号において，医療従事者や他大学を卒業して指定の
単位を認められた方は，1 年コースの専攻科での履修・修了の後，受験資格が得られます．
試験科目は，医学概論（公衆衛生学，人の構造及び機能，病理学概論及び関係法規を含む），
臨床医学総論（臨床生理学，臨床生化学，臨床免疫学及び臨床薬理学を含む），医用電気電子
工学（情報処理工学を含む）
，医用機械工学，生体物性材料工学，生体機能代行装置学，医用
治療機器学，生体計測装置学，医用機器安全管理学から構成され，「臨床工学技士国家試験出
題基準」を基に出題されています．
出題形式は，
マークシート形式で午前 90 問・午後 90 問の計 180 問であり，試験時間は午前・
午後ともに 2 時間 30 分です．採点は，1 問につき 1 点で，合格基準は 60％（108 点）以上
の点数が必要であり，合格率は年度により多少の差はありますが，およそ平均 85％前後です．
皆さんが，将来，臨床工学技士になるという明確な目標と強い覚悟をもち，日々のたゆま
ぬ努力を積み重ねることで国家試験合格は達成されます．日本臨床工学技士教育施設協議会
（JAEFCE）では，年 3 回の「臨床工学技士全国統一模擬試験」を実施しており，国家試験合
格へ向けてサポート体制を築いています．
現在実施されている臨床工学技士国家試験は，厚生労働省の委託を受けて公益財団法人医
療機器センターが実施しています．例年 3 月上旬に全国 4 か所（北海道，東京，大阪，福岡）
の試験会場で実施され，およそ 3,000 人が受験します．合格発表は 3 月下旬で，厚生労働省
および医療機器センターのホームページ上で確認することが可能であり，試験問題の正答肢も
公表しています．
国家試験合格後に，厚生労働省へ臨床工学技士免許を申請し，臨床工学技士名簿に登録され
ることで，はじめて臨床工学技士として業務ができます．
医学と工学の高度な知識や技術を習得することは簡単なことではありませんが，入学された
皆さん全員が国家試験を突破し，臨床工学技士として社会貢献されることを心より期待してお
ります．
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臨 床 工 学 技 士 国 家 試 験
1年

2年

大切なのは，
1 年生からの
基礎固め！

臨床へつながる，
専門性を習得する！

1 年生のうちに基礎科目をしっかり身につけ

専門科目を学ぶことで，臨床工学技士とし

で違ってきます． 疑問点やわからないところ

知識や技術を幅広く習得していきます．授

慣をつけましょう．

り復習しておきましょう．

ることで，専門科目や実習への理解度がまる

て臨床の現場で活躍するために，専門的な

は，教科書を復習したり，図書館で調べる習

業で習ったことは，教科書を使ってしっか

専門基礎科目

専門科目

医用電気工学 1
第２版

一般社団法人

第２版

第２版

一般社団法人

戸畑
中島
福長

裕志
章夫
一義

一義
章夫
純也

中島
福長
佐藤

章夫
一義
秀幸

生体物性・
医用材料工学

廣瀬
生駒

稔
俊和

見目
福長

恭一
一義

臨床工学講座

医用治療機器学

第２版

第２版

一般社団法人

一般社団法人

一般社団法人

監修

中島
氏平

第2版

一般社団法人

一般社団法人

日本臨床工学技士教育施設協議会
編集

血液浄化療法装置

第2版

一般社団法人

監修

生体機能代行装置学

体外循環装置

呼吸療法装置
第2版

一般社団法人

福長
中島
堀

生体機能代行装置学

生体機能代行装置学

医用電気工学 2

日本臨床工学技士教育施設協議会
編集

章夫
政伸

篠原

一彦

...and
more!

...and
more!

第 2 種 ME 技術実力検定試験で力試し！
この試験は，日本生体医工学会による民間の検定試験です．
「第 2 種 ME 技術実力検定試験」は臨床工学

技士国家試験の前哨戦と言われており，多くの先輩達が受験勉強の過程で，
「第 2 種 ME 技術実力検定試験」
の合格を目指してきました．養成校の 2 ～ 3 年目で合格する力をつけることが可能であり，養成校ではこ

の試験を国家試験合格の目安にしているところが多く，国家試験受験前までに合格するように指導してい
る養成校がほとんどです．試験は例年 9 月に実施され，11 月には合否がわかります．
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合 格 へ の ス ケ ジ ュ ー ル

的に進めましょう．

医療機関・医療機器メーカー・大学院など

試験合格へ向けて，受験勉強や国試対策を計画

就職

だあとは，いよいよラストスパートです．国家

臨床工学技士免許取得

床実習へ．実際の医療現場で多くのことを学ん

合格

学内で身につけた知識・技術を活かし，いざ臨

臨床工学技士国家試験実施（ 月上旬予定）

国家試験合格へ向けて，
実力を養う！

受験

3〜4年

3

全国統一模擬試験を
活用しよう！

H O S P I TA L

日本臨床工学技士教育施設協議会では，年３回の「全国
統一模擬試験」を実施しています．会員校の教員スタッ
フが，近年の国家試験の出題傾向を考慮した試験問題を

C L I N I C

作成します．模擬試験の概要など，くわしい情報は各校
の教員に確認するとよいでしょう．
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卒業後の道と

就職先について
高知大学医学部附属病院
医療技術部 臨床工学部門
臨床工学技士長

村上

武

私は，臨床工学技士の養成専門学校を卒業後，透析治療を専門とするクリニックに入職しました．そ
の後，生まれ育った地元に戻り，現在は大学病院にて勤務しています．
大学病院勤務の途中では，一度臨床現場から離れ，独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）
において医療機器の承認審査業務等にも従事してきました．
現在は，これまでの経験を活かし，大学病院において臨床業務だけでなく，学内外の臨床研究や，医
療開発を行う研究者等の支援にも尽力しています．
これまで臨・官・学に従事してきた経験を通して思うことは，
「臨床工学技士は，医療における医療
機器の専門家である」ということです．皆さんは，当たり前のことのように思うかもしれません．です
が，私はこれまでの経験から，そのことを改めて強く実感しています．
臨床工学技士は，医療機器を操作したり，保守点検するだけの仕事ではありません．その先にいる患
者さんや，医療機器に関わるすべての人たちに対して，幅広く有意義な情報や技術を提供し，また支援
を行っていく，そうした専門的な医療職であるということを，私はこれまでの経験から再認識させられ
てきました．
臨床工学技士は，今後の医療の進歩にともない，ますます活躍の場が広がり，また重要な役割を担っ
ていきます．皆さんが既存の枠にとらわれず，多くの場面で，より良い安全な医療の実現に向けて，大
いに活躍されることを心より期待しています．

GOOD LUCK ！
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人工心肺装置

臨床工学技士が活躍する

フィールドは医療の進歩とともに
大きく広がっています！

透析治療の様子
人工呼吸器点検の様子
人工心肺装置を用いた治療の様子

輸液ポンプ点検の様子

心臓カテーテル室における
アブレーション治療の様子

体外循環装置（PCPS）を用いた搬送の様子

ME 室の様子

手術支援ロボット（da Vinci）点検の様子
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日本臨床工学技士会からのメッセージ
Japan Association for Clinical Engineers

在学中から将来にわたり
支援いたします！
公益社団法人
日本臨床工学技士会
理事長

本間

崇

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます．
まずは，皆さんが数多くの職業の中から，この臨床工学技士を選ばれたことに感
謝いたします．そして，やりがいのある天職となりますよう，当会は在学中から将
来にわたり，皆さんをずっと支援してまいります．
日本における医療は，医療技術の高度化・複雑化ならびに医療機器の著しい技術
進歩により，今まで不可能であった治療も可能になり，患者さんの社会復帰へ大き
く貢献しています．一方では，医療が直面している問題として，高齢化の進行や，
患者さんの社会的・心理的な観点，生活への十分な配慮などが必要とされております．
さらに，働き方改革により一部の医療専門職種に労働が集中することを避けるため
のタスク・シフト／シェアも進められており，医師や看護師，臨床工学技士など医
療従事者による「チーム医療」の推進はますます求められています．
当会は，臨床工学技士国家資格取得後の技士に対し，職業倫理・学術・技術・資
質の向上を図ることと，医療機器に支えられた医療・福祉の信頼性の向上に努め，
国民の医療・福祉の発展に継続的に寄与することを目的として1990年に設立された，
臨床工学技士唯一の職能団体です．
都道府県単位の臨床工学技士会も全国 47 都道府県で組織され，当会と連携して
活動を行っております．当会・各技士会とも養成校の在学生とも連携を行っており，
各会が開催する学会・勉強会などでは，各分野の研究成果の発表や，先端技術の情
報収集の場として，学生の皆さんにもご活用いただいております．
医療機器の確実な保守点検や安全な操作，工学の専門性を生かした業務の推進，
安全な医療提供の確実な実施などを続けていくには，臨床工学技士のさらなるレベ
ルアップを図っていく必要があります．当会では，
「生涯教育制度」による質の高い
人材育成を行うほか，専門性を高めるため，すべての専門領域における「専門臨床
工学技士制度」
「認定臨床工学技士制度」の推進にも力を入れています．
また，臨床工学技士を取り巻く環境の変化に対応するために，国内はもとより国
際的な視野を養い，世界に誇る医療機器の専門職として，
「医療機器の管理・操作の
専門性を生かした新たな社会貢献」を目指し，海外における臨床工学技士制度の普
及にも力を入れ，講師として臨床工学技士の派遣も行っております．
このように国家資格取得後の将来においても，様々な教育制度がありますので，
臨床工学技士の未来を目指して，皆さんと一緒に歩んでいきたいと思います．
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の

授業スタート前

力試し！
血液の循環

①〜⑥まで（

）の中に入る名称を答えてください．
脳

体循環
頸動脈

上大静脈

細胞の構造

肺

①〜⑥まで（

（①）

答えてください．

（②）

肺循環

）の中に入る名称を
（①） リソソーム （②）

（⑤）

（③）

（⑥）

肝門脈

肝臓
体循環

大動脈

下大静脈

心臓

（④）

胃

小腸

腎臓
からだの各部

動脈血

（③）

核小体

（④） （⑤）

（⑥）

静脈血

わからないことがあるときは，
教科書や図書館で調べる習慣をつけましょう！
【Q1 答え】

①肺動脈 ②肺静脈 ③右心房 ④右心室 ⑤左心房 ⑥左心室

【Q2 答え】

①核 ②ミトコンドリア ③ゴルジ体 ④小胞体 ⑤リボソーム ⑥細胞膜
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指数表示
①〜③まで（

）の中に入る数字を答えてください．

・1000 ＝ 1 × 10（①）
・0.05 ＝ 5 × 10（②）
・300 × 10 － 3 ＝ 3 × 10（③）

単位の換算
①〜③まで（

）の中に入る数字を答えてください．

・1 mg =（ ① ）μ g
・1 μm ＝（ ② ）nm
・1 dL=（ ③ ）mL

溶液の濃度
①〜④まで（

）の中に入る名称を答えてください．

溶質の（ ① ）
・質量パーセント濃度（％）= ————————— × 100
溶液の（ ② ）
溶質の（ ③ ）
・モル濃度（mol/L）＝ —————————
溶液の（ ④ ）

濃度の計算式を活用して，
次の問題に挑戦してみよう！
〔問〕100 mL の溶液に 0.2 mol の溶質が溶けている
ときのモル濃度 C［mol/L］を答えてください．

数学や化学を予習しておくと
理解がスムースになります！
【Q3 答え】

①３ ②－２ ③－１

【Q4 答え】

① 1000 ② 1000 ③ 100

【Q5 答え】

①質量 [g] ②質量 [g] ③モル数 [mol] ④体積 [L]

【Q6 答え】

C ＝ 0.2 mol/100 mL ＝ 2 mol/1000mL ＝ 2 mol/L
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答え 2 mol/L

の

授業スタート前

力試し！

気体の体積と圧力の関係
①〜②まで（

）の中に入る言葉を答えてください．

・ボイルの法則：気体の（ ① ）×気体の（ ② ）＝一定
（気体の温度が一定のとき）

気体の体積と絶対温度の関係
気体の（ ① ）
・シャルルの法則： ———————— ＝一定
気体の（ ② ）
（気体の圧力が一定のとき）

ボイルの法則とシャルルの法則を組み合わせてボイル・シャルルの法
則といいます．ボイル・シャルルの法則を活用して，次の問題①〜②に
挑戦してみましょう！
①
圧力 １ atm，体積 ２ L の気体を，温度が一定のまま体積を 1 L に圧縮したとき，気体の圧
力 P はいくらになるか．
②
温度 27℃，体積 3 L の気体を，圧力が一定のまま温度を 127℃に加熱したとき，気体の体
積 V はいくらになるか．
（考え方：絶対温度 T［K］＝セルシウス温度 t［℃］＋ 273）

基礎学力が不足していると感じたら
すぐに復習しましょう！

【Q7 答え】

①圧力 ②体積

【Q8 答え】

①体積 ②絶対温度

【Q9 答え】

①
 ボイルの法則より， 1 atm × 2 L ＝ P［atm］× 1 L

P ＝2

②シャルルの法則より， 3 L ÷（27+273）＝ V ÷（127+273） V ＝ 4

答え 2 atm
答え 4 L
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の

授業スタート前

力試し！

電流，電圧，抵抗の関係
①〜②まで（

）の中に入る言葉を答えてください．

・オームの法則：電圧 V ［V］＝（ ① ）×（ ② ）

オームの法則を活用して，次の問題①〜③に挑戦してみましょう！

30 Ω

① 図の電圧値 V［V］を答えてください．

V［V］

0.4 A

R［Ω］

② 図の抵抗値 R［Ω］を答えてください．

0.2 A

2V
12 Ω

③ 図の電流値 ［A］を答えてください．
I

［
I A］

6V

物理学は工学の専門性を
身につけるための基本です！
【Q10 答え】 ①抵抗 R［Ω］ ②電流 I [A]
【Q11 答え】 ①
 オームの法則より V ＝ 30 × 0.4 ＝ 12
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答え 12 V

②オームの法則より 2 ＝ R × 0.2 よって R ＝ 10

答え 10 Ω

③オームの法則より 6 ＝ 12 × I よって I ＝ 0.5

答え 0.5 A

臨床工学技士になるためのオリエンテーション 2022

● 臨 床工学技士学生の育成に必要な情報を網羅し，全国の教育施設で共通

して使用できる標準テキスト！

● 国 家試験出題基準に沿った内容で編集．日常の講義から国家試験対策ま

全 15 巻

で幅広く活用できる！

● 高 校卒業者にも理解できるような導入と展開を心がけ，図表を用いてわ

臨床工学技士を目指すみなさんへ―臨床工学技士になるために大切なこと―
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第2版

第2版

体外循環装置

第2版

B5判 240頁
定価3,630円
（税10％込）
ISBN978-4-263-73419-3

専門基礎科目
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医用電気工学 2

第2版

第2版

カリキュラムに準じた科目紹介

臨床工学技士国家試験について

医用電気工学１

第2版

第2版

B5判 248頁
定価3,740円
（税10％込）
ISBN978-4-263-73415-5

第2版

令和 3 年版臨床工学技士国家試験出題基準対応！

国試受験生必携！頻出事項をまとめた国試対策書！
医歯薬出版の

巻構成
Vol.1

別！
本領域初分野
しやすい！
効率的に勉強

シリーズが 2022 年夏以降順次発売！
構成で

既出問題） の
アウトプット（

点のまとめ）
インプット（要

頻出事項

医学概論 / 臨床医学総論

 体機能代行装置学
生
（呼吸療法装置 / 体外循環装置・補助循環
	
Vol.3

装置 / 血液浄化療法装置）

《各巻》B5 判／ 200 頁程度／予価 2,500 円程度

目指そう！

て国試合格を

なものにし
の知識を確実

Vol.2

 用治療機器学 / 生体計測装置学 /
医
医用機器安全管理学

Vol.4

 用電気電子工学 / 医用機械工学
医
生体物性材料工学
※現時点での情報のため，変更の可能性もあります．
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