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新型コロナウイルス感染症が蔓延して 2 年が経過した。各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、学内シミュレーション実習（以下:学内実習）のやり
くりをして、各学校で救急救命士法に定められた時間を適切に実施し第 44 回救急救命士国
家試験に臨んでいただいたものと思われる。
このような状況で本年度も、令和 2 年 6 月 1 日付で文部科学省・厚生労働省等から「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」
、令和 2 年 5 月 1 日付けで大学機関等にむけて「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」も相次いで発出されたが、それ以降は新たな通達等はなく変更されていない。
われわれ全国救急救命士教育施設協議会（以下：JESA）擁する教育施設では必要単位を
取得させるべく講義・臨地実習を行ってきたが、今後も変更なく先般発出された通知や事務
連絡に従い臨地実習が実施できない場合には、各学校で弾力的な運用を行っていただきた
い。具体的な実施方法については、各教育施設に一任する。
学内実習を継続実施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、JESA
では引き続き学生研修部会を中心に講義・学内実習における指針を、一年が経過して修正す
べき点を、エビデンスに基づき改正していく予定である。
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．教育施設の学内講義・シミュレーション実習再開に関する前提条件
令和 2 年 6 月 1 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・学内実
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]。まずは講義・学内実習の再
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緊急
事態宣言やまん延防止等重点措置などが発令されていないこと。また、教育施設内における
実習再開の基準を満たしていることが講義・学内実習再開の前提条件となる。
●各教育施設では、地域での感染状況を踏まえつつ、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、通勤時間帯を避けられるよう授業の開始時間を
変更すること、授業の分散実施、食堂や休憩室などのパーテーションの設置、アクリル板の
設置、CO₂モニターの設置、換気装置の設置などの感染防止策、更に実習を行う際にはマス
ク、ゴーグル、感染防止衣などの措置、ならびに実習終了の手洗いなど徹底的に感染を回避
する対策を講じた上で学修の機会を確保していただきたい。
●学生や教員においては実習の再開にあたり、特別にソーシャルディスタンス（社会的な距
離）を維持し、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、資器材・教
室の徹底した衛生管理、感染リスク拡散に十分配慮した上で、学内実習等の授業を実施する
よう配慮をお願いしたい。
●令和 2 年 6 月 1 日付の事務連絡では今般の新型コロナウイルス感染症への感染リスクに
十分配慮しつつ、必要な学修の機会を確保することとされている。令和 3 年 4 月 28 日に初
等中等教育局より学校衛生管理マニュアルの改訂が提示され、これを参考に各教育施設で
対策が講じられることとなると考えられるが、各教育施設の基準に基づき、あるいは教育施
設設置の地域の状況や地方自治体の要請により実習の中止や休講等が生じることが予想さ
れる [2]。授業の実施期間が例年に比べて短縮された場合であっても、教育施設において必
要な単位もしくは時間を履修させ、このことが理由として国家試験資格が喪失することが
ないように指導いただきたい。
●新型コロナウイルス感染症に関連して欠席した学生は、他の学生等より修業が遅れるこ
とが想定されるが、各教育施設の基準にしたがい、補講・補習の実施や、後期・次年度以降
に実施するなど適切かつ弾力的な対応を願いたい [3, 4]。
●上記の対応は、学校養成所等における教育内容の縮減を認めるものではないことから、教
育施設にあっては感染拡大の防止と学修機会の確保を両立するため、時間割の変更、補講授
業、インターネット等を活用した学修、レポート課題の実施等により必要な教育が行われる
よう、特段の配慮を願いたい。
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●JESA に加盟している教育施設では、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のことであるため各教育
施設の立場に沿い、また学生の目線に立った教育を行えるよう適切に対応をお願いしたい。

Ⅱ．授業・実習を行う際の提案
新型コロナウイルスを含む感染症対策に対して、当面の間は遠隔授業で実施が可能な講
義科目を中心に授業を行う。緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令あるいは解除
された後でも継続的に講義や実習を実施できる体制を獲得していただきたい。特に教育施
設に求められる実技実習では、各教育施設の背景や学内の資器材、学生指導の方針等によっ
て弾力的に現実的な方法を検討することが望ましい [5, 6]。
●授業実施時期の検討
遠隔授業で実施が可能な講義科目を前倒しで実施し、新型コロナウイルス感染症の収束
後、対面授業で実施できなかった臨地実習に時間を割くことが出来るよう、授業実施時期の
弾力的な検討が必要であると考える。対面授業を実施する際には、通勤時間帯を避けられる
よう授業の開始時間を変更することや、授業の分散実施など、多数の学生が重なることを徹
底的に回避する対策を講じること [7]。
●多様なメディアを高度に利用して行う授業（以下：遠隔授業）の実施方法の検討
Web 会議システム（Skype、Zoom 等）や、メッセージサービス（Google ハンドアウト
等）を活用し、遠隔授業を行うことで感染防止対策を行いながらの授業を実施できる。
ただし、実施には各教育施設の背景に則り、受講の際のルールや通信環境の整備等が必要
である。
●レポート課題の実施等
遠隔授業に加え、小テストの実施やレポート課題を設けることで教育効果の高まりが期
待できる。小テストを実施する際は、Web アンケートツール（Google フォーム、Forms 等）
を活用することで集計・評価がしやすくなる。
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Ⅲ．シミュレーション（以下：学内実習）における感染防止対策
この項では学内実習などの実技実習の際には、感染防止対策を行うことを提唱する。
この時期の学内実習では学生への確実な実技の理解とともに。新型コロナウイルス感染
拡大を防ぐことを最大の目標とする。教員と学生は新型コロナウイルス感染症の感染リス
クに精通し、十分配慮した上で、実習等の授業を再開すること。
●各教育施設において実技実習が不可欠と判断するものについては後期・次年度以降に実
施すること。それに伴って、授業計画（シラバス）等を修正する場合には、学生に対する丁
寧な説明に努めること。
●令和 2 年 5 月 1 日段階では個人用防護具（以下：PPE）の需給関係が不安定な状況であ
るため、PPE はあくまでも努力目標とし各教育施設の状況に応じて弾力的に運用されたい。
●参加者の感染防止の徹底
・教員及び学生は授業開始前に体調のチェック（発熱、風邪症状の有無）を行う [8]。
・授業前後に最低 1 分以上の石鹸による手洗い（衛生的手洗い）を肘まで実施する。
・学内実習を行う学生は、以下の PPE を着装することを推奨する。
1．ゴーグルまたはフェイスシールド等
2．手袋
3．サージカルマスク（必須） 可能であれば、N95 マスクまたは、KN95 マスクなど
・実習に際し複数名で資器材を共有する場合は、手袋の装着を特に推奨する。
・PPE の着脱は徹底して訓練を行い、厳格な感染防止対策に努める。このことは感染防止
対策の上で、最優先すべき事項である。
・着装方法については「救急隊の感染防止対策マニュアル（総務省消防庁）
」を参照する [9]。
・N95 マスクまたは、KN95 マスクの再利用については「N95 マスクの例外的取扱いにつ
いて（厚生労働省）
」を参照されたい [10]。
●実習授業環境の管理
・最も感染拡大のリスクを高める、3 つの条件（①換気の悪い密閉空間、②人が密集してい
る、③近距離での会話や発生が行われる）が重なることを徹底的に回避することが必須とな
る [11]。
・通勤時間帯を避けられるように実習授業の開始時間を変更することや、実習の分散実施な
ど学生が重なることを徹底的に回避する対策を講じること。
・可能な限り、普通教室と学内実習で使用する教室は別空間とし、1 人当たりの空間を 6.6
ｍ²/人（法令における最低必要面積 3.3ｍ²/人）の広さに拡大するよう努める。拡大の結果、
教室に学生が入りきらない場合は複数の教室を使用するなど工夫すること。
・気候上可能な限り、常時換気に努めること。廊下側と窓側を対角に開けることにより、効
率的に換気することが可能となる。なお、窓を開ける幅は 10 ㎝から 20 ㎝程度を目安と
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し、上部の小窓や廊下側の欄間を全開にするなどの工夫も考えられる。また、廊下の窓も開
けることも必要である。常時換気が難しい場合は、こまめに（30 分に１回以上）数分間程
度、窓を全開にすること [7]。
・エアコンは室内の空気を循環しているだけで、室内の空気と外気の入れ替えを行っていな
いことから、エアコン使用時においても換気は必要である。換気扇等の換気設備がある場合
には、常時運転を行う。また、換気設備の換気能力を確認することも必要となる [7]。
・室内及び資器材のふき取り清掃消毒は、学生・教員等が感染防止対策を講じたうえで実習
前後に徹底的に実施すること。共有で利用するトイレ・手洗い場・机・椅子・ドアノブなど
も徹底的に清掃消毒を実施されたい。
●発声と接触の機会の削減
・教員及び学生の発声に伴う唾液等の飛沫拡散を防止するため、大きな声を出す機会を可能
な限り削減する（動画及びプリントや授業スライドなどの視聴覚資料の積極的な活用が望
ましい）
。
・教員はサージカルマスク着装の上、マイク（拡声器）等を使用し授業を行う [8]。
・実習中の確認呼称や規律訓練における指揮者の号令、隊員の答礼等も屋外や常時換気ので
きる屋内環境を可能な限り構築し、感染防止に努める。
・学生同士の顔面の近接を伴う観察や処置は、可能な限り視聴覚資料による講義･演習に切
り替えることが望ましい。感染拡大や環境汚染を防止するため、傷病者役は常にマスクを着
用すること。 [12]。呼吸の観察では、胸壁の動きに着目する。傷病者役の口元に隊員の顔
を近づけて、呼気を「聴いて、感じて」の観察は行わず省略する。
・新型コロナウイルスの感染が疑われる傷病者に対するシナリオでは、日本臨床救急医学会
のガイドラインに準拠し一般救助者は胸骨圧迫のみの心肺蘇生と AED による除細動を行
う。気道確保が必要な場合にはマスクホールドを継続しておくこと。気管挿管を行う場合は、
積極的にビデオ喉頭鏡使用を活用するよう指導する。また自動式心マッサージ器を積極的
に活用する。
・PA 連携やドクターカー（ヘリ）との協働するシナリオでは活動人員が多くなるが、傷病
者に直接し対応する役と、接触を避ける者とを明確に分けるように調整する
●講義・実習参加者の制限
・原則、教員及び学生以外の参加を禁止する。
・それ以外での観察・監視などは、遠隔での画像伝送を行う。

-5-

Ⅳ．学内実習の進行例
●具体的な進行例を以下に提示する（※1 限当たり 60 分授業の場合）
。
1．体調のチェック（表 1）・手洗い
2．PPE の装着
3．資器材の清掃（表 2）
1 限目

4．導入（実習目的の提示）

常時換気

（60 分）

5．デモ・動画等での展示、説明

に努める

6．各班個別訓練
7．室内・資機材の清掃消毒（表 2）
8．体調のチェック（表 1）・手洗い・PPE の脱衣
休憩 ※強制換気
1．体調のチェック（表 1）・手洗い
2．PPE の装着
2 限目

3．導入（実習目的の提示）

（60 分）

4．各班個別訓練

常時換気
に努める

5．室内・資器材の清掃消毒（表 2）
6．体調のチェック（表 1）・手洗い・PPE の脱衣
授業終了後、強制換気

●ポイント
・訓練開始までの準備時間が長くなり、訓練時間が短いため、効率よく授業を実施できるよ
う、あらかじめ当日行う授業についての予習を行うことが望ましい。事前に手技のポイント
や動画を共有し、予習を行うことで短時間の訓練時間で技術を身につくよう工夫する。
・手洗いや PPE 着装は確実に実施できるよう訓練が必要である。
・学生の体調チェックには管理表を用いるのが望ましい。また、毎日朝と晩の 2 回検温を実
施させ、発熱が認められる（平熱よりも 1℃以上高い）場合、実習への参加を認めない。風
邪症状が続いた場合も同様の対応とする。
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、在学する学生に感染のリスク
を起こさずに、かつ適切に単位を認定するために教育施設では、感染防止に十分な配慮をし
つつ学内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の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）
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全国救急救命士教育施設協議会（JESA）における
臨地実習再開のための指針 ver.2.0

一般社団法人 全国救急救命士教育施設協議会
代表理事 田 中 秀 治
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各校苦慮されながら実習先を確
保されていることと存じます。しかし、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。
臨地実習を行う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、JESA では学生
研修部会を中心に臨地実習再開等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、フィジカルディ
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平時に戻るか、新たな通達等が発出されるまでの間に限り推奨
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（新型コロナウィルス感染拡大に伴う対応）
○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、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。
④VR を用いた実習を行い、救急車同乗実習を仮想空間で行うことにより、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）
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