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施設名 大阪医科薬科大学病院               所在地 大阪府 ♯86 

 

9. ～ 10. の質問については、 研修生、協議会から貴施設へ提出書類がある場合のみ 

ご記入のうえ、ご返信ください。 

 

※空欄は施設未入力 

 

9. 研修生の受入れにおける提出書類について 

                                           

1） 認定輸血検査技師研修生の受入れ時に、履歴書は必要ですか 

・必要 

 

2） 履歴書が必要な場合は、市販の様式でよろしいでしょうか 

・可能 

 

3)  健康診断書は必要ですか 

   ・不要 

 

4)  健康診断書が必要な場合は、写しでよろしいでしょうか 

  ・ 

 

5） 健康診断書が必要な場合は、何ヶ月以内のものが必要ですか 

   ・ 

 

6） 抗体検査の証明書が必要な場合は、どのような結果が必要ですか 

   ・麻疹, 風疹, 水痘, ムンプス,  

※1年以内の胸部レントゲン検査は、必須です。 

 

7)  誓約書は必要ですか 

  ・必要 

 

8） 臨床検査技師免許の写しは必要ですか 

   ・必要 

 

その他に、研修生からの提出書類がありましたら、ご記入下さい 

・誓約書と感染症証明書は、当院書式を使用します。 

新型コロナについては、現時点では、ワクチン 3回接種済みであることを確認します。 

可能であれば、抗原検査陰性である事となっています。 

 

10. 認定輸血検査技師制度協議会から貴施設への提出書類がありましたら、ご記入下さい 

   ・ 

 

ご協力ありがとうございました。質問 9. ～ 10.の回答書面を「日本輸血・細胞治療学会

ホームページ＞認定輸血検査技師について＞受験資格の確認から合格までの流れ＞受験申

請資格の確認と受入可能研修施設」に掲載し、受験予定者へ予め施設研修に必要な書類

や、抗体検査などについて周知する予定でおります、予めご了承ください。



施設名 大阪公立大学医学部附属病院            所在地 大阪府 ♯87 

 

9. ～ 10. の質問については、 研修生、協議会から貴施設へ提出書類がある場合のみ 

ご記入のうえ、ご返信ください。 

 

※空欄は施設未入力 

 

9. 研修生の受入れにおける提出書類について 

                                           

1） 認定輸血検査技師研修生の受入れ時に、履歴書は必要ですか 

・必要 

 

2） 履歴書が必要な場合は、市販の様式でよろしいでしょうか 

・不可 

 

3)  健康診断書は必要ですか 

   ・不要 

 

4)  健康診断書が必要な場合は、写しでよろしいでしょうか 

  ・ 

 

5） 健康診断書が必要な場合は、何ヶ月以内のものが必要ですか 

   ・ 

 

6） 抗体検査の証明書が必要な場合は、どのような結果が必要ですか 

   ・ 

 

7)  誓約書は必要ですか 

  ・必要 

 

8） 臨床検査技師免許の写しは必要ですか 

   ・不要 

 

その他に、研修生からの提出書類がありましたら、ご記入下さい 

   ・メールにてお送りいたします。 

 

10. 認定輸血検査技師制度協議会から貴施設への提出書類がありましたら、ご記入下さい 

   ・メールにてお送りいたします。 

 

ご協力ありがとうございました。質問 9. ～ 10.の回答書面を「日本輸血・細胞治療学会

ホームページ＞認定輸血検査技師について＞受験資格の確認から合格までの流れ＞受験申

請資格の確認と受入可能研修施設」に掲載し、受験予定者へ予め施設研修に必要な書類

や、抗体検査などについて周知する予定でおります、予めご了承ください。
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施設名  大阪赤十字病院   

9. ～ 10. の質問については、 研修生、協議会から貴施設へ提出書類がある場合のみ 

ご記入のうえ、ご返信ください。 

 

9. 研修生の受入れにおける提出書類について（該当する項目を○で囲んで下さい） 

                                          （その他に該当する場合は、ご記入下さい) 

  

1） 認定輸血検査技師研修生の受入れ時に、履歴書は必要ですか  はい ・ いいえ 

 

2） 履歴書が必要な場合は、市販の様式でよろしいでしょうか   はい  ・  いいえ 

    

3)  健康診断書は必要ですか                                    はい  ・  いいえ 

  

4)  健康診断書が必要な場合は、写しでよろしいでしょうか     はい  ・  いいえ 

                          

5） 健康診断書が必要な場合は、何ヶ月以内のものが必要ですか 

   

 ・１ヶ月以内  ・３ヶ月以内  ・その他〔                               〕  

 

 

6） 抗体検査の証明書が必要な場合は、どのような結果が必要ですか 

    

・麻疹 ・風疹 ・水痘 ・ムンプス ・Ｂ型肝炎 ・ツベルクリン反応  

・その他〔                                                             〕 

 

 

7)  誓約書は必要ですか                    はい ・  いいえ 

 

 
8） 臨床検査技師免許の写しは必要ですか             はい  ・  いいえ 

                

 

その他に、研修生からの提出書類がありましたら、ご記入下さい 

・12 月～3月の研修ではインフルエンザワクチン接種証明 

・個人情報保護に関する誓約書 

 

 

10. 認定輸血検査技師制度協議会から貴施設への提出書類がありましたら、ご記入下さい 

・依頼状 

 

ご協力ありがとうございました。質問 9. ～ 10.の回答書面を「日本輸血・細胞治療学会

ホームページ＞認定輸血検査技師について＞受験資格の確認から合格までの流れ＞受験申

請資格の確認と受入可能研修施設」に掲載し、受験予定者へ予め施設研修に必要な書類

や、抗体検査などについて周知する予定でおります、予めご了承ください。 
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施設名 兵庫医科大学病院                 所在地 兵庫県 ♯94 

 

9. ～ 10. の質問については、 研修生、協議会から貴施設へ提出書類がある場合のみ 

ご記入のうえ、ご返信ください。 

 

※空欄は施設未入力 

 

9. 研修生の受入れにおける提出書類について 

                                           

1） 認定輸血検査技師研修生の受入れ時に、履歴書は必要ですか 

・不要 

 

2） 履歴書が必要な場合は、市販の様式でよろしいでしょうか 

・ 

 

3)  健康診断書は必要ですか 

   ・不要 

 

4)  健康診断書が必要な場合は、写しでよろしいでしょうか 

  ・ 

 

5） 健康診断書が必要な場合は、何ヶ月以内のものが必要ですか 

   ・ 

 

6） 抗体検査の証明書が必要な場合は、どのような結果が必要ですか 

   ・麻疹, 風疹, 水痘, ムンプス, B型肝炎 

 結核（胸部レントゲン）、季節性インフルエンザ（12～3月は必須） 

 

7)  誓約書は必要ですか 

  ・必要 

 

8） 臨床検査技師免許の写しは必要ですか 

   ・不要 

 

その他に、研修生からの提出書類がありましたら、ご記入下さい 

   ・ 

 

10. 認定輸血検査技師制度協議会から貴施設への提出書類がありましたら、ご記入下さい 

   ・病院実習・研修委託契約書、病院実習・研修施設利用申込書 

個人情報に関する誓約書 

 

ご協力ありがとうございました。質問 9. ～ 10.の回答書面を「日本輸血・細胞治療学会

ホームページ＞認定輸血検査技師について＞受験資格の確認から合格までの流れ＞受験申

請資格の確認と受入可能研修施設」に掲載し、受験予定者へ予め施設研修に必要な書類

や、抗体検査などについて周知する予定でおります、予めご了承ください。



施設名 天理よろづ相談所病院               所在地 奈良県 ♯95 

 

9. ～ 10. の質問については、 研修生、協議会から貴施設へ提出書類がある場合のみ 

ご記入のうえ、ご返信ください。 

 

※空欄は施設未入力 

 

9. 研修生の受入れにおける提出書類について 

                                           

1） 認定輸血検査技師研修生の受入れ時に、履歴書は必要ですか 

・不要 

 

2） 履歴書が必要な場合は、市販の様式でよろしいでしょうか 

・ 

 

3)  健康診断書は必要ですか 

   ・不要 

 

4)  健康診断書が必要な場合は、写しでよろしいでしょうか 

  ・ 

 

5） 健康診断書が必要な場合は、何ヶ月以内のものが必要ですか 

   ・ 

 

6） 抗体検査の証明書が必要な場合は、どのような結果が必要ですか 

   ・不要 

 

7)  誓約書は必要ですか 

  ・不要 

 

8） 臨床検査技師免許の写しは必要ですか 

   ・不要 

 

その他に、研修生からの提出書類がありましたら、ご記入下さい 

   ・ 

 

10. 認定輸血検査技師制度協議会から貴施設への提出書類がありましたら、ご記入下さい 

   ・ 

 

ご協力ありがとうございました。質問 9. ～ 10.の回答書面を「日本輸血・細胞治療学会

ホームページ＞認定輸血検査技師について＞受験資格の確認から合格までの流れ＞受験申

請資格の確認と受入可能研修施設」に掲載し、受験予定者へ予め施設研修に必要な書類

や、抗体検査などについて周知する予定でおります、予めご了承ください。
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