
2 日臨技発第 38 号  

令和 2 年 6 月 3 日  

都道府県臨床(衛生)検査技師  

会長 各位  

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会  

会長職務代行  

                                           代表理事副会長 横地 常広  

 

臨床検査技師による新型コロナウイルス感染症の診断を目的とした 

ＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修について 

  

謹啓 青葉の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。  

各位におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たり、ご支援、ご協力を賜

り厚くお礼申し上げます。  

「新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査（PCR 等）の研修について 」(2日臨技発第 34号、令

和 2 年 5 月 27 日本職通知)をお願いし、都道府県技師会でご対応いただいているかと存じます。 

さて、地域医療確保推進法(略名、平成 26年法律第83号) により検体採取の業務については、

臨床検査技師の業務とされたところでありますが、病院、診療所に勤務する臨床検査技師の未受

講者が多数存在することから、臨床検査技師による新型コロナウイルス感染症の診断を目的とした

ＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取のための研修実施することとされました。 

このことから、「臨床検査技師に対する新型コロナウイルス感染症の診断を目的とした PCR 検査

のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修の実施について」(令和 2 年 6 月 2 日事務連絡)

が、都道府県、保健所設置市、特別区(以下「都道府県等」という。)に発出され、同通知別添「臨床

検査技師による新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い

液の採取に関する研修について」基づき、検体採取の基礎知識については、日臨技が実施主体と

なり、また、実地研修(実技指導)については、都道府県等が実施主体となり、それぞれ開催するこ

ととし、当該実地研修は厚生労働省の補助対象とされました。  

貴職におかれましては、都道府県等担当部局と連携され、実地研修(実技指導)の開催企画、 

等実施に当たって、ご支援くださるようお願いたします。  

なお、本研修の目的は新型コロナウイルス感染症のための検体採取であり、本研修の修了にお

いて、当会が実施している「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」の受講の一部(鼻腔・咽

頭拭い液採取)免除されるものではないので、ご注意ください。 

謹白  

電話 03-5767-5541 FAX03-3768-6722  

メールアドレス：jamt@jamt.or.jp  

担当専務理事 深澤恵治、事務局 篠崎隆男 



                             【都道府県技師会用】 

 

臨床検査技師による新型コロナウイルスにおける鼻腔咽頭等からの 

検体採取実技研修について（開催要領） 

 

第 1 趣旨・目的 

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言は解除されたが、第 2 波の感染拡大

を想定した対策が急務となっている。政府は PCR検査体制の拡充を進めており、また、同時

に検体採取要員についても同様の措置が必要であることから、今般、歯科医師についても、

一定の研修を受講することで検体採取を認めた。 

なお、臨床検査技師については平成 26年の法律改正で、厚生労働大臣が指定(平成 27年

から日臨技で開催)する研修を受講することですでに認められている。 

日臨技の集計によると、医療機関に従事する 6 万人(厚労省調査)のうち、4万人が受講済

みであるが、約 2万人の臨床検査技師が受講していない状況である。 

このことから、医療機関等での検体採取体制を拡充するために、緊急的に未受講の臨床検

査技師を対象に、鼻腔咽頭からの検体採取のみに限った研修会を開催することとした。 

  ただし、本研修会は、臨床検査技師等に関する法律に基づく、厚生労働大臣か指定する研

修会に代るものではない。 

 

第 2 研修会の開催方法、実施主体 

本研修会は、（１）WEBによる検体採取の基礎研修（２）実地研修により開催し、（１）WEB

による検体採取の基礎研修については日臨技が実施主体に、（２）実地研修(実技指導)につ

いては、都道府県、政令市、特別区(以下「都道府県等」という。)が実施主体となり、関係

団体との連携により、それぞれ開催するものとする。 

ただし、実地研修については、都道府県等の委託を受け、当該都道府県臨床(衛生)検査技

師会(以下「地臨技」という。)が業務の全部または一部を受託することができる。 

 

第 3受講対象者 

検体採取に関する厚生労働省指定講習未受講者（平成 28年から入学の臨床検査技師は除

く）の会員および非会員 

第 4 開催方法、開催時期 

（１）WEBによる検体採取の基礎研修 

① 日臨技が Webを活用したオンラインによる基礎研修 

 ② 令和 2年 6月中に開始実施予定、日臨技ホームページ（URL：//www.jamt.or.jp/）に

掲載し、日臨技ホームページ上で常時配信、聴講可能とする。 

 



（２）実地研修 (実技指導)  

（１）の研修受講修了者を対象として都道府県等が順次開催する。 

 

第 5 研修の内容、実施方法 

（１）WEBによる検体採取の基礎研修 

 〈WEB研修内容〉 

 ・オリエンテーション（30分） 

 ・日本歯科医師会作成・監修「歯科医師による新型コロナウイルスの PCR検査導入に伴う

教育研修」（40分） 

 ・日臨技検体採取指定講習会テキストより「鼻腔・咽頭よりの検体採取」（100分） 

 ・適切な個人防護具の着用方法（日本耳鼻科学会監修ビデオ等）（10分） 

 

（２）実地研修（実技指導） 

①実施方法 

WEB による検体採取の基礎研修を修了した者は、都道府県等が定める日時場所において、

関係団体との密な連携のもと、実地研修(実技指導)を実施。 

 ②実技指導（例） 

  都道府県等において、受講者の実力を勘案しつつ調整するが指導例の一例を記載する。 

  

 ア 自施設において指導を受けるもの 

   実際に自施設において検体採取を行っている者による実技指導（OJT）を行う。この

場合は自施設の施設長による証明書の取得を行う。 

   〈実技内容〉 

   ・鼻腔からの検体採取の実際 

   ・咽頭からの検体採取の実際 

   ・個人防護具の着脱方法 

   ・その他 

イ 自施設において実技指導を受けることができない者 

   都道府県等が定める方法にて、検体採取を行っている者から実技指導（OJT）を受け

る。この場合は指導終了後に、都道府県等の担当課等による証明書の取得を行う。 

〈実技内容〉ア 自施設において実技指導を受けることができる者に倣う。 

 

第 6 受講申込 

（１）WEBによる検体採取の基礎研修の受講申し込みは、日臨技ホームページの「WEBによ

る検体採取の基礎研修会」の専用ページから行う。 

（２）都道府県等による実地研修は、都道府県等が定める方法で行う。 



 

事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ６ 月 ２ 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市   衛生主管部（局）御中  

  特 別 区 

  

厚生労働省医政局医事課     

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

臨床検査技師に対する新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査 

のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修の実施について 

 

新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査については、先般、「感染症発生動向

調査事業の活用によるＰＣＲ検査の体制強化のための研修の実施について」（令和２年

５月 25 日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）において、 

・ 歯科医師に対する新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査のた

めの鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修 

・ 臨床検査技師に対する新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査

において採取した検体の検査手技の研修 

の積極的な実施をお願いしたところである。 

臨床検査技師による検体採取については、地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 83 号。以下「改正

法」という。）等により、臨床検査技師の業務範囲が見直され、平成 27年４月１日から

実施できることとなった。また、同法附則第 32 条第１項の規定により、同日において

現に臨床検査技師の免許を受けていた者等が検体採取を行おうとするときには、あらか

じめ厚生労働大臣が指定する研修（以下「指定研修」という。）を受けなければならな

いこととされており、各自が必要に応じて受講することとしているところ、当該指定研

修の受講修了者は現在６万人弱に留まり、検査センターや医育機関等の従事者、検体採

取を担当業務として行わない者等、個別理由により受講していない臨床検査技師が相当

数いるものと推測される。 

今般、今後の感染拡大を想定したＰＣＲ検査体制の早急な強化に向けて、新型コロナ

ウイルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取を実施

可能な臨床検査技師を増員するため、特段の理由により指定研修を受講していない者を



 

対象として、指定研修に比べて、新型コロナウイルス感染症に特化した内容で、所要時

間を短縮して行う研修を実施し、当該研修の受講・修了により、新型コロナウイルス感

染症の診断を目的としたＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取を特例的に実施可

能とすることとし、下記のとおり整理するとともに、留意事項等を取りまとめた。 

ついては、上記の臨床検査技師に対する新型コロナウイルス感染症の診断を目的とし

たＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修を感染症予防事業費等国庫

負担（補助）金の活用により、地域の臨床検査技師会に対する研修の委託により、可能

な限り、都道府県等において実施をお願いする。 

なお、本研修の実施に当たっては、各都道府県臨床検査技師会に実施における協力が

得られることとなっており、あらかじめ後掲の問い合わせ先に連絡されたい。 

 

記 

 

第一 新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭

い液の採取に関する研修に関する留意事項 

１ 改正法附則第 32 条第１項の規定により、平成 27 年４月１日において現に臨床検

査技師の免許を受けていた者等が検体採取を行おうとするときには、指定研修を受

けなければならないこととされているところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大への体制強化のため、指定研修に比べて、新型コロナウイルス感染症に特化した

内容で、所要時間を短縮して行う研修を受講・修了した臨床検査技師において、新

型コロナウイルス感染症の診断を目的としたＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液

の採取を特例的に実施可能とする。 

２ 本研修は新型コロナウイルス感染症対策としての検査体制の整備を目的とした

ものであり、指定研修に比べて、内容や所要時間を限定しているため、上記１に基

づいて、本研修を受講した場合であっても、新型コロナウイルス感染症の収束後、

検体採取一般を行おうとする場合は、指定研修の受講・修了が必要となる。 

３ 本研修の実施を終了する時期については、新型コロナウイルス感染症の収束状況

に鑑み、本事務連絡を廃止する旨の事務連絡を改めて発出することとする。 

 

第二 研修の実施に当たる問い合わせ先 

問い合わせ先：一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

 TEL 03-3768-4722 / FAX 03-3768-6722 

E-mail jamt@jamt.or.jp 

※ なお、実施する場合の具体的な研修方法等については、別添のとおりとりまと

めているため、参考にされたい。 



臨床検査技師に対する新型コロナウイルス感染症の診断を目的とした 

ＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修について 

 

 

第１ 研修会の開催方法、実施主体 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会(以下「日臨技」という。)及び都道府県臨床(衛生)

検査技師会(以下「地臨技」という。)が協力して、都道府県(保健所設置市及び特別区を含

む)が表記の研修を実施する場合に、表記の研修は、（１）検体採取の基礎研修及び（２）実

地研修により開催し、（１）検体採取の基礎研修については日臨技が実施主体に、（２）実地

研修(実技指導)については、都道府県が実施主体となり、開催するものとする。 

ただし、（２）の研修については、都道府県等の委託を受け、当該地臨技が業務の全部ま

たは一部を受託することができる。 

 

第２ 受講対象者 

都道府県又は医療機関等において、新型コロナウイルス感染症対策としてＰＣＲ検査の

ために必要な検体採取の要員を確保し、体制を整備及び充実するために本研修の受講が望

ましいと判断した臨床検査技師で、日臨技が実施している「検体採取等に関する厚生労働省

指定講習会」の未受講者。 

ただし、平成 28 年以降、大学及び養成校等に入学し、臨床検査技師免許を取得した者は

新カリキュラムにおいて修得しているため、本研修及び上記指定研修の受講は必要ない。 

なお、本研修は新型コロナウイルス感染症対策としての検査体制の整備を目的とした

ものであり、指定研修に比べて、内容や所要時間を限定しているため、本研修を受講し

た場合であっても、新型コロナウイルス感染症の収束後、検体採取一般を行おうとする

場合は、指定研修の受講・修了が必要となる。 

 

第３ 開催方法、開催時期 

（１）検体採取の基礎研修 

開催方法:Ｗｅｂを活用したオンラインによる基礎研修 

  開催時期:令和２年６月以降に開始実施予定、日臨技ホームページ（URL：

//www.jamt.or.jp/）に掲載し、日臨技ホームページ上で常時配信、聴講可能とする。 

 

（２）実地研修 (実技指導)  

検体採取の基礎研修の受講修了者を対象として都道府県等が順次開催する。 

 

 

 



第４ 研修の内容、実施方法 

（１）検体採取の基礎研修 

 〈カリキュラム〉 

科目 所要時間 内容 

研修会の趣旨説明 30 分 オリエンテーション 

新型コロナウイルス感

染症とは 

40 分 ・新型コロナウイルス感染症に関する基礎知識 

・新型コロナウイルス感染症に対する感染管理の

基本 

検体採取の基礎 100 分 ・鼻腔咽頭からの検体採取の基礎 

検体採取の方法 10 分 ・正しい PPE 着脱ならびに検体採取の方法 

 

（２）実地研修（実技指導） 

① 実施方法 

WEB による検体採取の基礎研修を修了した者は、都道府県等が定める日時場所におい

て、関係団体との密な連携のもと、実地研修(実技指導)を実施。 

 ② 実技指導（20 分程度）（例） 

   都道府県等において、オンライン研修を踏まえた研修案を策定するが、指導例の一例

を記載する。 

  

 ア 自施設において実技指導を受けることができる者 

   実際に自施設において検体採取を行っている者から実技指導（OJT）を受ける。この

場合は指導終了後に、自施設の施設長による証明書の取得を行う。 

   〈実技内容〉 

   ・鼻腔からの検体採取の実際 

   ・咽頭からの検体採取の実際 

   ・個人防護具の着脱方法 

   ・その他 

 イ 自施設において実技指導を受けることができない者 

    都道府県等が定める方法にて、検体採取を行っている者から実技指導（OJT）を受

ける。この場合は指導終了後に、都道府県等の担当課等による証明書の取得を行う。 

〈実技内容〉ア 自施設において実技指導を受けることができる者に倣う。 

 

第５ 受講申込 

（１） 検体採取の基礎研修の受講申し込みは、日臨技ホームページの「検体採取の基礎研

修会」の専用ページから行う。 

（２） 実地研修は、都道府県等が定める方法で行う。 



臨床検査技師による新型コロナウイルスにおける鼻腔咽頭等からの検体採取の実技研修フロー

日臨技主催 検体採取の基礎研修（オンライン研修）

会員・非会員（臨床検査技師）

日臨技HPより受講申込

カリキュラム動画（MP4）視聴・質問入力

受講証明（自身の会員ページから印刷）

都道府県技師会主催 実技研修

自施設において指導を受ける者

検体採取実施者からのOJT

自施設長からの証明

自施設において実技指導を受けることが

できない者

検体採取実施者からのOJT

都道府県等よる証明

検体採取の基礎研修 修了者


