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Be a medical staff ! 

九医技通信は 

九医技の「今」を通して、 

進路をご検討中の皆様の「未来」を描く 

ための情報をお届けします！ 

今年度最後の  

体験学習  
 

 

８/１０(土)・１１(日) 
9: 00 受付開始 9: 30～13: 00（予定） 

●昼食つき♪ ※同じ内容を２日間行います 

  

 

 

 

【保護者様向け】専門アドバイザーによる 「奨学金等進学資金ガイダンス」同時開催 

推薦入試直前の 

学校説明会 
 

 

９/２２(日) 
9: 30 受付開始 10: 00～12: 00（予定） 

 ●プチ体験あり♪ 

 

 

 臨床検査科 
3年課程・定員 40名（男女） 

 

医療秘書科 
１年課程・定員 30名（男女） 

 

 

【発行元】 
学校法人九州総合学院 

 
〒852-8053長崎市葉山 1-28-32 ℡ 095(856)2120 

 

体験学習お申込み・資料請求は下記 QR コードにて 

体験学習のお申込み 資料請求のお申込み 

各種 SNSも 
随時更新中！ 



 
 

  

 
実際の試薬を使って 

行う実習は面白い！ 

臨床検査科２年生の 

１日に密着取材！ 

九医技を 

受験しよう！ 
 

臨床検査科 
３年・男女４０名 

推 薦 Ⅰ 入 試 2019 年10/20(日)  
（学校長推薦）   願書受付：2019.10/1(火) ～10/18(金)17:00 必着 

推 薦 Ⅱ 入 試 2019 年11/17(日)  
（自己推薦）   願書受付：2019.10/21(月)～11/15(金)17:00 必着 

 

一般一次入試  2020 年 2/ 2(日) 
願書受付：2020.1/6(月) ～1/31(金)17:00 必着 

一般二次入試  2020 年 3/17(火) 
願書受付：2020.2/25(火)～3/16(月)17:00 必着 

 

○1  8：00登校 

みんな坂道を登って登校してきます。 

 

 おはよう～～♪ ○2  1・2時間目 血液検査学実習 

今日は血液を染めて、血球の形を顕微鏡で確認します！ 

 

九医技のゆるきゃら かびおくん 

 

こんな日も・・・ 

１年生の授業で「分光光度計※」の 

使い方を教えました！ 

○3  3時間目 化学分析検査学 

血糖など体内物質の機能と測定方法を 

学びます！ 

○4  4・5時間目 化学分析検査学実習 

実際の機器、試薬を使い血糖値やタンパク、 

コレステロールなどを測定します。 

 

 
顕微鏡の使い方も

だんだん上手に！ 

※分光光度計 

光を利用して化学的に反応さ

せた物質を測る装置 



  

 

  

＜九医技の就職対策＞ 

国家試験対策 

→１年次から「自己分析」し、自分の「キャリア」を描く 
もちろん、実践的な対策も行います！ 
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＜臨床検査科の３年間＞ 
１年生 

基礎分野から 
専門的な学習へ 
 

 

研究発表会 

２年生 

より専門的な学習へ 
 

 

３年生 

 国家試験に合格して、 
臨床検査技師になるために  

 

 

→九医技での学びは、そのまま国家試験＆業務に活かされます！ 

 
大学３年次編入もできる！ 

詳しくはＱ＆Ａへ！ 

 

    

実習は班ごとに行われ、仲間と意見を交わしながら結果を出し、考察、

課題レポートを作成します。２年次の研究発表会では、学会発表を想定

し、学内外の方の前で病態解析学演習の成果を発表します。 

  

宿泊研修は、医療秘書科も合同です。野外活動を通してお互いに親

睦を深めます。また、学生達が運営する「学生会」では、新入生歓迎

ボーリング大会などを企画し、学生生活を楽しんでいます。 

  

  

共
に
努
力
で
き
る
仲
間 
３年間でぎゅっと繋がる ～今しかできない思い出～ 

  

現場で活躍する卒業生の講話を始め、様々な方の話を聴き、勉強への

モチベーションを高めます。勉強は自分自身との闘いですが、質問でき

る先生や励まし刺激しあえる仲間がいるのは、九医技だからこそです。 

現役生だけでなく、社会人経験者などバラエティに富んだ学生層。 

９月のスポーツ交流大会では、学年・学科の垣根を越え、チーム「九医

技」を組んで他の専門学校と競います。 

３年間で未来につなぐ ～検査のプロフェッショナルを目指して～ 

化学や生物等の基礎分野、臨床検

査の専門基礎分野を学びます。 

実習では、機器や器具の使用法、

試薬の作成から、実際の臨床検査

を学びます。 

１年次の基礎を踏まえ、授業は 

“より専門的”になり、実習が増え 

ます。また 12 月の研究発表会では

「病態解析学」という授業で研究し

た内容を発表します。 

４月から就職活動、５月には約４ヶ月

の「病院実習」が始まります。また、２

月の国家試験に向けて、国家試験

対策も本格化へ。臨床検査技師にな

るため、踏ん張りどころです！ 

職業の理解を深め、将来働く自分

を具体的に想像します。 

その実現に向け、日々の過ごし方

を考えるきっかけを作ります。 

採用側に「一緒に働きたい！」と 

思ってもらうことが重要。 

ワークを通して自分を知り、アピー

ルする力をつけます。 

１・２年次の学びを土台に、いよい

よ本格的な就職活動のスタート！ 

自分の可能性を信じ、広い視野で

就職の場を求めて積極的にチャレ

ンジ！ 

目標 

 国家試験合格!! 

臨床検査技師と
して、各種医療
機関で活躍！ 
 

就 職 内 定!! 

ステップ① 

働くとは？ 

●「働く意義」を考える 

●「臨床検査技師の仕事」の

理解を深める 

ステップ② 

「自分」を知ろう！ 

●自己理解 

●発信力の強化 

●就職活動対策 

ステップ③ 

就職活動スタート！ 

●就職活動開始 

ハローワークや本校 OB の

協力による面接指導で実践

力を身に付けます。 



Q.九医技から大学編入学ができるんですか？ 

Q.就職率が高い理由は？ 

Q.3 年間にかかる費用と納入時期を教えてください 

 
九医技 Q＆Ａ 

臨床検査科の「そこ」が知りたい！ 

A.→本校の臨床検査科を卒業することで、 

大学 3 年次編入学が可能です。 

本校を卒業後、さらに高度な知識を身につけるため医療系の大学

に編入学したり、働きながら放送大学の 3 年次に編入学することで 

「学士称号の取得」の道に進むこともできます。 

本校では、国立大学医学部保健学科（臨床検査学専攻）の編入学

のための受験対策指導も行なっています。本校を卒業＆臨床検査技

師国家試験に合格することで、進学後は研究に専念することができま

す。 

▼過去 10年間の進学実績                  

山口大学医学部保健学科、鳥取大学医学部保健学科、熊本大学医学部保健

学科、大阪大学医学部保健学科、筑波大学医学群(医療科学類)、九州保健

福祉大学臨床工学別科 

A.→①本校には長い歴史があります。 

九州初の検査技師養成所として開校して 59 年。これまで、２０００名

を越える卒業生を輩出し、全国で活躍しています。そのため、直接 

学校に多くの求人をいただいています。 

（2018 年度：求人施設数 257 件、求人数 537 件） 

A.→②１年次から「就職対策」を行っています。 

働くこと＆職業の理解、自己理解、具体的な就職試験対策など、 

１年次から「就職対策」を行なっています。臨床検査技師としてどのよ

うに活躍していきたいのか？を具体的に決め、学生には広い視野を 

もって就職活動を行なうことで、そのチャンスを広げるよう指導していま

す。 

～オープンキャンパスで、質問の多い内容をご紹介します！～  

Q.入学前にどんな勉強をしておけばいいですか？ 

A.→①入学決定者の「入学前教育プログラム」を実施しています。 

入学後は臨床検査の専門的な内容を学びます。そこで必要になる

のは、理科や数学などの基礎知識です。入学決定者の方には、課題

として「入学前プログラム」に取り組んでいただきます。課題に取り組

み、復習テストを重ねることで、高等学校までに学んできた「必要な基

礎知識」を復習しながら、早めに苦手分野を知り、各自で取り組むこと

ができます。 

A.→②職業について調べたり、医療に関するニュースを見て 

イメージを膨らませてください。 

これから「命に携わる仕事をする」皆さん。図書館やインターネットで

医療職について調べたり、テレビや新聞などで医療のニュースに意識

的に触れながら、職業や医療、ご自身の将来をイメージしてください。 

A.→各学年にかかる費用は下記の通りです。 

半期（4 月・10 月）ごとに半額ずつ納入いただきます。 

※ただし、1 年次の入学金・施設設備費については各入試の入学手続

時に納入いただきます。詳しくは募集要項をご覧ください。 

学 年 １年生 ２年生 ３年生 

入学金※ 250,000   

授業料 700,000 700,000 700,000 

施設設備費※ 200,000 200,000 200,000 

維持費 100,000 100,000 100,000 

合 計 1,250,000 1,000,000 1,000,000 

その他、補助活動費（教科書・白衣代等）が 1 年次に 200,000 円、 

2 年次・3 年次に各 100,000 円前後かかります。 

 

九医技の先生紹介 
臨床検査科３年副担任  坂口 みどり先生 

担当科目：臨床検査総論、一般検査学実習、医動物学実習 他 

わかりやすく面白い授業で定評のある

坂口先生。「百聞は一見に如かず」を

モットーに体感する授業を心がけてい

るそうです。 

また、美味しいものに目がなく、ニュー

オープンのお店の情報をいち早く教え

てくれます♪ 

▲授業中、様々な表情を見せる坂口先生▲ 

坂口先生と言えば･･･ 
 

１．赤いジャンパー 

  遠くからでも目立つ真っ赤なジャンパー 

は坂口先生のトレードマークです♪ 

 

２．よく通る美しい声 

隣の教室からでも響く声。朝も校門前で 

元気に挨拶し、学生の遅刻対策に一役 

買っています。 

 

３．チビ太郎 

坂口先生の授業の中でたびたび登場するチビ太郎 

こと、息子さんのお話。今やすっかりお兄さんですが、 

ユーモアあふれるエピソードからは先生の 

愛情が伝わります♡ 

Ｑ．教員として大事にしていることは？  
→「人間教育」 

これからは他部署との連携がとれるコミュニケ

ーション能力の高い臨床検査技師が求められ

ます。そのためには、挨拶（返事）の徹底や正

しい言葉遣いなど、社会人として基本的なこと

を大事にしています。就職した先で「九医技

生はいい」と言ってもらえるように、人間性の

教育に力を入れています。 

Ｑ．九医技の好きなところは？  
→学生と職員との距離が近いところ 

在学時はもちろんですが、卒業後も学生 1 人

ひとりのことを把握し、覚えているところです。

教員をしていて嬉しいことは、卒業生が訪ね

てきてくれること。九医技に入学してよかった

と思ってもらえるよう、学生との信頼関係を大

事にしています。 


