
検査専攻の 6 名の学生に、検査専攻の志望動機や大学の講義などについてインタビューしてみました！ 

 

 

○1 年生 

 1 年生では全学教育科目の講義が中心となり、主に川内キャンパスで講義が行われます。一部専門科目

も開講され、これから検査専門科目を学ぶ上での基礎を学びます。 

 

 
 

 
 

 

 

高校までとは全く違う大学生活                      

後藤美月 

学年：1 年  

出身高校：宮城第一高校 

 

●検査専攻を志望した理由を教えてください 

臨床検査技師や細胞検査師の資格を活かして、がんの研究をしたいと思ったからです。 

 

●これまで受けてきた中で面白かった授業は何ですか 

医療概論です。講義をしてくださる先生の専門の話を聞くことができます。高校までの授業とは全

く違っており、自分の興味のある分野を詳しく知ることができます。 

 

1セメ 月 火 水 木 金

1限 英語A1 基幹科目 スポーツA 基幹科目 医療概論

2限 線形代数学概要 物理学A 情報基礎A

3限 (基礎ゼミ) 第二外国語 生体機能学Ⅰ 自然科学総合実験 第二外国語

4限 (基礎ゼミ) 化学A 生命科学A 自然科学総合実験 医療解剖学

5限 (基礎ゼミ) 英語B1 (基礎ゼミ)

2セメ 月 火 水 木 金

1限 基幹科目 生命科学B 化学C 英語B2

2限 人文科学 体と健康 基幹科目 物理学B

3限 臨床検査総論 第二外国語 医療解剖学 社会科学 第二外国語

4限 微生物学 英語A2 社会科学 生体機能学Ⅱ

5限 衛生学



●東北大学の良いところは？ 

総合大学なので、他学部との連携の話を聞くことができます。また、他学部の先生の講義を受ける

ことができるのも特徴です。 

 

●進路はどのように考えていますか 

企業の研究職に就きたいと考えています。 

 

●受験生のみなさんへ 

大学は高校までと違って、自分の好きなことに没頭できます(勉強も趣味なども)。受験勉強は大変だ

と思いますが、それを乗り越えた後には大学生活が待っています。自分を信じて、努力し続けてくだ

さい。応援しています。 

 

 

 

東北大学での新しい生活                     

田仲渚月 

学年：1 年 

出身高校：千葉県立長生高校 

 

●検査専攻を志望した理由を教えてください 

東北大学では高いレベルの学びができることと、医療系の研究に関心があったからです。また、将

来のことを考えて、資格を取っておくことは大事だと感じたため、検査専攻を志望しました。 

 

●大学ではどのようなことを学んでいますか 

一年生なので、専門科目は少なくほとんど一般教養を学んでいます。一般教養は数学、化学、物理、

生命科学、英語、第二外国語など様々あります。一年生の専門科目は前期に医療の基礎となる生体機

能学、医療解剖学を習います。 

 

●東北大学の良いところは？ 

いろいろな考え方を持った人と出会えます。学友会やサークルに所属すると毎日楽しく過ごせる仲

間ができます！教授が皆さん凄い人なので講義を聞くのが面白いです。 

 

●仙台の良いところは？ 

住みやすい！駅周辺に行くと何でも揃うし、駅を離れると緑が多くて過ごしやすいです。まだ春し

か過ごしてないので、早くいろいろな季節を過ごしてみたいです！ 

 



●受験生のみなさんへ 

受験を乗り越えると毎日楽しい日々が待っています。あと少し頑張っていきましょう～！！ 

 

 

 

○2 年生 

1 年生の時よりも専門科目の講義が増え、星稜キャンパスでの生活が中心となります。学内実習も始ま

り、一般検査学実習や病理検査学実習など実際に手を動かして検査に必要な実技を習得します。 

 

 

 

 

 

 

 

大学でしかできない経験を                    

E.U 

学年：2 年 

出身高校：上田高校 

 

●検査専攻を志望した理由を教えてください 

もともと将来は病院で働くことが夢で、どのような職業があるのか調べたときに臨床検査技師を知り

ました。普段は目立たないけれど必要不可欠な存在であるというのがかっこよくて、この専攻を志望し

ました。 

 

3セメ 月 火 水 木 金

1限 検査情報科学 生体分子分析化学 免疫学

2限 病理形態学 血液学Ⅰ 微生物学Ⅱ

3限 臨床医学総論Ⅰ 数理統計学 英語C1 分析化学実習

4限 基礎生化学 分析化学実習

5限 分析化学実習

4セメ 月 火 水 木 金

1限 病理形態学 公衆衛生学 英語C2 環境・公衆衛生学実習 一般検査学

2限 臨床分析生化学 血液学Ⅱ 環境・公衆衛生学実習 微生物学Ⅱ

3限 臨床生理学Ⅰ 学内実習 学内実習 学内実習 学内実習

4限 臨床医学総論Ⅰ 学内実習 学内実習 学内実習 学内実習

5限 (生命倫理学) 学内実習 学内実習 学内実習 学内実習



●これまで受けてきた中で面白かった授業は何ですか 

病理形態学です。普段は病気の症状くらいしか意識してなかったのですが、病理の観点から病気をなが

めることによって、どのように病気が発生するのかを細胞レベルで深く理解できるようになりました。 

 

●オンライン授業について教えてください 

アップされた動画を自分の好きなときに視聴して課題を提出する形式のオンデマンド型や、zoom など

を使ってリアルタイムで授業が進んでいく形式があります。対面ではないためコミュニケーションがと

りにくかったりしますが、自分のペースで勉強を進められたりと良いところもあります。 

 

●休日はどのようにして過ごしていますか 

友達とご飯に行ったり、ショッピングに行ったりする日もあれば、バイトをがっつり入れてたくさん働

く日もあります。 

 

●受験生のみなさんへ 

大学はこれまでとは違って、いろいろなことが自由になっていきます。そのため自分次第でどんなこと

にもチャレンジできるし、たくさんの経験を積むことができます。今は勉強が大変だけれどそれを乗り

越えたら、本当に本当に楽しい大学生活が待っているので、ぜひ頑張ってください。 

 

 

 

杜の都仙台で、充実した大学生活を                  

鈴木亜里紗 

学年：2 年 

出身高校：群馬県立前橋女子高校 

 

●検査専攻を志望した理由を教えてください 

医療系の学問を学びたいと考えていたからです。 

 

●大学ではどのようなことを学んでいますか 

 専門科目では将来検査技師になるにあたって必要な知識を学んでいます。全学科目では自然科学だ

けでなく、社会問題、政治、宗教などさまざまな分野を学びました。 

 

●オンライン授業について教えてください 

オンライン授業は主に Google meet や Zoom、ISTU を使って行われました。Google フォームなどで

気軽に先生に質問できるところが良かったです。 

 



●仙台の良いところは？ 

ほどよく都会なところです。駅の方に行くとたくさんのお店があるので買い物にも困りませんし、

公園や川などが多くあり自然も豊かです。 

 

●受験生のみなさんへ 

 受験は大変ですが、志望校に向けて頑張ってください。必ず楽しい大学生活が待っています。 

 

 

 

○3 年生 

 ３年生からは専門科目のみの講義となり、月曜日を除いて午後は毎日学内実習が行われます。後期

からは大学病院や市中病院での臨地実習が始まり、実際の医療現場で検査技師としての仕事を経験し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

想像の何倍も楽しい生活が待っています             

M.K 

学年：3 年 

出身高校：明石北高校 

 

5セメ 月 火 水 木 金

1限 超音波検査学 輸血・移植免疫学 臨床生理学Ⅱ 専門英語

2限 臨床医学総論Ⅱ 検査管理学 分子生物学 臨床免疫学 病理検査学

3限 医療統計学 学内実習 学内実習 学内実習 学内実習

4限 学内実習 学内実習 学内実習 学内実習

5限 学内実習 学内実習 学内実習 学内実習

6セメ 月 火 水 木 金

1限 臨床医学総論Ⅱ 臨地実習 臨地実習 臨地実習 臨地実習

2限 RⅠ検査技術学 臨地実習 臨地実習 臨地実習 臨地実習

3限 医用工学/実習 臨地実習 臨地実習 臨地実習 臨地実習

4限 医用工学/実習 臨地実習 臨地実習 臨地実習 臨地実習

5限 医用工学/実習 臨地実習 臨地実習 臨地実習 臨地実習



●検査専攻を志望した理由を教えてください 

生物系から化学系の、他専攻と比べると幅広い分野の授業が受けられることに魅力を感じました。私は

医学系の研究に興味があったので、医学の基礎や実技的なことだけでなく検査の原理など研究活動の基

盤となる知識を学ぶ科目も充実しているこの専攻を選びました。 

 

●大学ではどのようなことを学んでいますか 

一年生のうちは大半が一般教養の授業でした。そのうちの自然科学総合実験はまさに研究活動に向け

た授業であり、レポート課題は大変な思いをしました…。ですが、後々２，３年生で作成するレポートも

同じようにかなりの量になるので、１年生のうちに経験することはとても良いことだったと思います。 

２年生になるとほとんどの授業は専門科目になります。微生物学、生理学、分析化学、生化学、血液学な

ど…一気に聞きなれない単語や知識が増えてきます。ここで出来るだけ多くの知識を習得することで３

年生以降の実習で役に立つことが多いと思います。 

 

●オンライン授業について教えてください 

専門科目に関しては、座学はオンラインが多いです。最近は仙台の感染者も減ってきて感染予防のため

の制限も緩和しつつあり、曜日によっては座学も対面で行うようになってきました。実習は対面とオン

ラインどちらもありますが、やはり対面の方が知識が身についていると感じます。 

 

●休日はどのようにして過ごしていますか 

部活動とバイトがほとんどです！バイト塾講師や家庭教師や飲食店など、仙台は都会な街だけあって

多くの職種があります。私は自分の好きなことがバイトに結びついているのでとても楽しいです。 

 

●受験生のみなさんへ 

東北大学はいうまでもなく真面目で何事にも熱心な仲間たちが集まって、ともに勉強しています。検査

専攻は実習や実験などが多く大変なこともありますが、少人数クラスのメリットである、みんなで教え

あって助け合って勉強するということが出来る専攻でもあります。また、部活やサークルなどの課外活

動もさかんで交流の輪がどんどん広がっていくのも大学ならではの魅力の一つです。特に医学部は、全

学部の部活やサークルに加えて医学部生のみで構成される部活やサークルにも参加できるお得な学部で

す（笑）それらをうまく活用することで星陵キャンパスで過ごすだけでは出会えない仲間も出来ます。皆

さんが思っている以上に、東北大学での大学生活は充実するものになると思うのでぜひこのことをモチ

ベーションの一つとして、あと少し頑張ってください！！ 

 

 

 

○4 年生 

 4 年生の 11 月までは自分の興味のある研究室で研究活動を行い、卒業研究発表会にて研究成果を発表

します。その後は国家試験の勉強に励み、2 月の臨床検査技師国家試験に臨みます。 



 

 

 

 

予防医療に貢献する臨床検査技師に憧れて                     

鯉沼 

学年：4 年 

出身高校：水城高等学校 

 

●検査専攻を志望した理由を教えてください 

元々医療に興味がありましたが、高校生の時に行った病院見学で寝たきりの患者さんを見て、健康寿命

の大切さについて考えました。臨床検査技師になって、病気の早期発見・予防に貢献したいと考えたから

です。 

 

●これまで受けてきた中で面白かった授業は何ですか 

医療統計学です。統計学を学ぶと今まで見たことがないような図やグラフを見ることができ、面白かっ

たです。 

 

●オンライン授業について教えてください 

Google Meet を使って自宅の PC から講義を受けていました。場所を選ばずに講義を受けられ、一部の

講義は録画されていつでも見られる状態であったので、便利だと感じました。 

 

●進路はどのように考えていますか 

臨床検査技師になりたいと考えています。 

7セメ 月 火 水 木 金

1限 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

2限 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

3限 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

4限 臨床検査関係法規 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

5限 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

8セメ 月 火 水 木 金

1限 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

2限 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

3限 チーム医療原論 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

4限 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

5限 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究


