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学生研修部会 
 

 
 新型コロナウイルス感染症が蔓延しているなかでも、救急救命士教育施設（以下：教育施
設）では、講義はもちろんのこと、救急医療機関における臨地実習（以下：病院実習）及び
救急⽤自動車同乗実習（以下：救急車同乗実習）が重要な意味をもっており、各学校で救急
救命士法に定められた時間を適切に実施されなければならない。 
 このような状況で⽂部科学省・厚生労働省等からは、令和 2 年 2 月 28 ⽇付で「新型コロ
ナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応に
ついて」事務連絡が発出され、また 5 月 1 ⽇には大学機関へむけて「新型コロナウイルス
感染症への対応のため、遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等の授業の弾⼒的な取扱
いについて」も発出された。この事務連絡では適切に学生の感染防止に努めつつも適切な授
業・実習が行われるべく対応することが指示された。 

われわれ全国救急救命士教育施設協議会（以下：JESA）は、教育施設では必要単位を取
得させるべく救急医療機関や消防機関において臨地実習を行う予定である。しかし、先般発
出された通知や事務連絡では臨地実習が実施できない場合には、弾⼒的な運⽤を行うこと
とされているが、具体的な実施⽅法については、各教育施設に一任されている。 

今後、緊急事態宣言が解除された後、臨地実習を再開する上ではたしてどのような感染管
理上の注意が必要になるのか、どの程度の標準的感染管理を行うべきなのか、、具体的な指
針が必要であることから、今回 JESA では学生研修部会を中心に臨地実習再開における指針
を作成した。 
 各教育施設におかれては、医療者たる救急救命士教育を担っている社会的使命と重要性
を理解し、本指針を可能な限り遵守し、学生・職員に安全で確実な実習にあたることを望む
ものである。 
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Ⅰ．臨地実習再開に関する前提条件 

 令和 2 年 2 月 28 ⽇付の事務連絡では今後、社会情勢の変化を受け、内容の変更になる可
能性があるが、現時点で教育施設では国家試験受験資格を獲得するために行う講義・内実習
においても以下の前提条件を遵守することが通知された。 [1]。まずは学内講義・実習再開
にあたり、国からの緊急事態宣言が解除された地域であること、地⽅自治体において一定の
活動が認められていること、さらに教育施設内における隣地実習再開の基準を満たし、また
受け⼊れ医療機関や消防機関との合意ができていることが臨地再開の前提条件となる。 
 
●臨地実習においても、学内実習と同様に３密の条件（換気の悪い密閉空間、多くの人が密
集、近距離実習）を避けること、施設への訪問に際し通勤時間帯を避けられるよう実習開始・
修了時間を変更することや、実習の分散実施、実習施設おける食堂や休憩室などの清掃、学
生が重複することを徹底的に回避する対策を講じた上で適切な臨地実習の機会を確保して
いただきたい。 
 
●医療機関・消防機関における実習にあたり、特別に学生の体調管理・定期的な体温チェッ
クによる感染兆候の監視の実施を必ず行うこと。ソーシャルディスタンス（社会的な距離）
を維持し、感染防御の概念を事前に徹底的に指導すること、使⽤する機材や新型コロナウイ
ルス感染に対する徹底した衛生管理、感染防御策の実施、感染リスク拡散に十分配慮した上
で、臨地実習を実施するよう十分な合議をお願いしたい。 
 
●新型コロナウイルス感染症蔓延などの理由により病院実習や救急車同乗実習の中止、延
期が生じ、実習実施時間が例年に⽐べて短縮された場合では、以下の II に示すように、学
内外において病院実習に類する実習（高度シミュレーターを使⽤した院内想定シミュレー
ション実習、ＶＲ機器を利⽤した院内想定実習、e-learning を活⽤した院内想定訓練など）
をもって、訓練必要な単位もしくは時間を履修し卒業（修了）させるように指導いただきた
い。その際には、実施の内容、成績の評価などの記録を必ず残しておくこと。 
 
●上記の対応は、臨地実習内容の縮減を認めるものではないことを理解していただきたい。
あくまでの実習可能な医療機関・消防機関の確保・定められた実習時間の確保を第一義的に
行うこと。そのうえで実習時間が確保できない場合には、実習⽇時の変更、追加実習等を検
討するなどの対策をとること。さらにインターネット等を活⽤した事前オリエンテーショ
ン、臨地実習レポート課題の実施等、臨地実習報告会の時間も加算し、学生に適切な臨地実
習が行われるよう、各教育施設の臨地実習担当者は特段の配慮を願いたい。 
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●新型コロナウイルス感染症に関連する臨床実習中止、延期等の対応を受けた学生におい
て修業が遅れることがないよう適切に配慮いただきたい。特に臨地実習は不可欠であるた
め、可能ならば、後期への移動や許されるならば次年度以降に実施するなど実施時期の後ろ
倒しなど弾⼒的な対応を願いたい。 
 その際に生じた変更内容は、遅滞なく監督官庁に届け出ていただきたい。 
 
●JESA に加盟している教育施設では、臨地実習に必要な単位もしくは時間を履修し、各大
学等⼜は当該学校養成所等を必要な単位もしくは時間を履修して卒業（修了）した者につい
ては、従来どおり、各医療関係職種等の国家試験の受験資格が認められると、通知されてい
る。各教育施設では学生の⽴場に沿って適切に対応をお願いしたい。。 
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Ⅱ．臨地実習（病院実習・救急車同乗実習への対応） 

・病院実習への対応 
各教育施設（2 年制・3 年制・4 年制）における病院実習は 160 時間を最低限実施するこ

とと規定されている。しかし、今回の新型コロナウイルス蔓延により、従来の救急医療機関
で実習生の受け⼊れができないことが発生している。 
 そこで、本指針では、前述の原則にのっとり、病院実習を以下のように弾⼒的な対応をす
ることを推奨する。この対応は、病院実習内容の縮減を認めるものではないことを理解して
いただきたい。あくまでも実習可能な医療機関の確保・定められた実習時間の確保を第一義
的に行うこと。そのうえで実習時間が確保できない場合には、実習⽇時の変更、追加実習、
または代替えの実習⽅法を令和 2 年度に限り推奨する。 
 
①病院実習は通常通り、医療機関における実習を所定の 160 時間実施することを原則とす
る。しかし実習受け⼊れ医療機関として 3 次救命救急センターのみならず、以下の要件を
満たす 2 次救急医療機関であれば容認するものとする（実習先医療機関の変更や追加につ
いては、各教育施設から監督官庁に遅滞なく届け出を行うこと）。 

②病院実習の時期は各教育施設の学事歴を考慮して検討し、実習先の医療機関との調整作
業を速やかにかつ、可能な限り開始する。新型コロナウイルス感染症に関連する実習中止、
延期等の対応を受けた学生において修業が遅れることがないよう適切に配慮する。 
特に臨地実習は不可欠であるため、可能ならば、実施時期の後ろ倒し（後期への移動や次
年度以降の実施など）も含め検討いただきたい。 

③ ①、②の努⼒の上で実習先医療機関の確保ができず 160 時間の実習時間を短縮する場合
でも、最低 80 時間程度を⽬途に医療機関内における実習を確保するものとする。 

④ ③の病院実習における所定時間を満たすことをできない場合、残りの時間は病院実習項
⽬に準じて教育施設内等で代替実習を実施し知識・技術を補う。代替実習の⽅法は医療機
関での傷病者対応などを模した学内実習、e-learning 実習、ＶＲ講習などが想定される。
いずれにしても病院実習と同様に実施内容などを含む記録をつけ保存することとする。 

⑤ ⑤単位認定等は①から④の内容を含め、症例経験数、経験実技数を所定の様式に記⼊し、
成績の判定に資する。詳細な時間数は各教育施設で記録保存した上で総合的に判定する。 

  

救急救命士養成課程実習を行う医療機関（令和 2 年度に限定） 
○3 次救命救急センターまたは 2 次救急医療機関（24 時間体制で救急患者を受け⼊れて
いること。年間 1000 台程度の救急車受け⼊れ実績のある救急医療機関）。 
○救急医療に精通した実習管理責任医師（⽇本救急学会救急専⾨医・指導医が望ましい）
及び事務担当責任者がいること。 
○養成課程教育カリキュラムが提示されており適切な指導者のもとで実習できること。 
○実習に際して，病院長あるいは倫理委員会（それに代わる委員会等でも可）にて許可
を得ていること。 
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Ⅲ 救急車同乗実習への対応 
  

各教育施設（2 年制・3 年制・4 年制）における消防機関の救急車同乗実習は臨地実習の
一部として実施することになっている。 

しかし、今回の新型コロナウイルス蔓延により、従来の消防機関で実習生の受け⼊れがで
きないことが発生している。そこで、本指針では、前述の原則にのっとり、救急車同乗実習
を以下のように弾⼒的対応することを推奨する。 

この対応は、救急車同乗実習内容の縮減を認めるものではないことを理解していただき
たい。あくまでの実習可能な消防機関の確保と学校で定められた実習時間の確保を第一義
的に行うこと。そのうえで実習時間が確保できない場合には、実習⽇時の変更、追加実習、
または代替⽅法を推奨する。 

本実習再開のための指針では救急車同乗実習の対応については以下のように対応された
い。 
 
①救急車同乗実習は、通常消防機関で実習を行っている教育施設は所定時間通り実施する
ことを原則とする。 

② ①の努⼒の上で消防機関の受⼊れができない場合は、実習時間を短縮するか、期間を分
けて実施する。 

③消防機関の受け⼊れができない場合は、最低 24 時間は教育施設内等で代替実習を実施し
知識・技術を補う。 

 
 
おわりに 
まだみえぬ新型コロナウイルス感染症の先行きであるが、在学する学生に適切に単位を認

定するために教育施設では、臨地実習も遅滞なく実施されなければならない。 
国の通知・地⽅行政からの注意などを遵守しつつ、本指針に準拠して学生・職員の安全を

確保した実習実施を望むものである。 
  

問い合わせ先 
全国救急救命士教育施設協議会 

事務局（info@jesa-emt.jp） 

mailto:info@jesa-emt.jp
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