
回数 日　時 会　場
受講者数

(欠席除く）
備考

第14回
　2022年7月 3日(日)、
　7月31日（日）の2日間

Web開催（ライブ配信） 189 東西合同開催

第13回
　2021年7月 4日(日)、
　7月11日（日）の2日間

Web開催（ライブ配信） 118
東西合同開催
＊2020年は開催なし

第12回 　2019年6月 8日(土) 東京医科歯科大学 69
第11回 　2018年6月 9日(土) 東京医科歯科大学 70
第10回 　2017年6月10日(土) 東京医科歯科大学 70
第9回 　2016年6月11日(土) 東京医科歯科大学 70
第8回 　2015年6月13日(土) 東京医科歯科大学 70
第7回 　2014年6月 7日(土) 東京医科歯科大学 68
第6回 　2013年6月 8日(土) 東京医科歯科大学 70
第5回 　2012年5月12日(土) 順天堂大学順天堂医院 83 ＊2011年は開催なし
第4回 　2010年6月 6日(日) 順天堂大学順天堂医院 80
第3回 　2009年5月24日(日) 順天堂大学順天堂医院 101
第2回 　2008年5月25日(日) 順天堂大学順天堂医院 102

　2007年5月27日(日) 順天堂大学順天堂医院 99
　2007年4月29日(日) 順天堂大学順天堂医院 42

第16回 152 東西合同開催

第15回 133
東西合同開催
＊2020年は開催なし

第14回 　2019年6月 9日(日) 東京医科歯科大学 69
第13回 　2018年6月10日(日) 東京医科歯科大学 70
第12回 　2017年6月11日(日) 東京医科歯科大学 70
第11回 　2016年6月12日(日) 東京医科歯科大学 69
第10回 　2015年6月14日(日) 東京医科歯科大学 70
第9回 　2014年6月 8日(日) 東京医科歯科大学 70
第8回 　2013年6月 9日(日) 東京医科歯科大学 70
第7回 　2012年5月13日(日) 順天堂大学順天堂医院 93 ＊2011年は開催なし
第6回 　2010年6月13日(日) 順天堂大学順天堂医院 80
第5回 　2009年6月14日(日) 順天堂大学順天堂医院 92
第4回 　2008年6月29日(日) 順天堂大学順天堂医院 85
第3回 　2007年6月24日(日) 順天堂大学順天堂医院 93
第2回 　2006年6月25日(日) 順天堂大学順天堂医院 85
第1回 　2005年6月19日(日) 順天堂大学順天堂医院 128

2022年

2021年 ＊2019年、2020年は開催なし
第4回 　2018年6月3日(日)  天理医療大学 60
第3回 　2017年5月28日(日)  天理医療大学 57
第2回 　2016年6月19日(日)  天理医療大学 49
第1回 　2015年6月28日(日) 天理医療大学 50

第16回 　2022年3,5,7,9,11月の5回 Web開催（ライブ配信） 21
第15回 　2021年5,7,9,11月の4回 Web開催（ライブ配信） 17
第14回 　2020年1月～12月 順天堂大学順天堂医院、メール配信 17 新型コロナウイルス感染症の影響により3月は未開催、4月からはメール配信

第13回 　2019年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 19
第12回 　2018年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 30
第11回 　2017年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 26
第10回 　2016年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 24
第9回 　2015年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 31
第8回 　2014年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 31
第7回 　2013年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 26
第6回 　2012年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 27
第5回 　2011年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 26
第4回 　2010年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 23
第3回 　2009年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 17
第2回 　2008年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 22
第1回 　2007年1月～12月 順天堂大学順天堂医院 18

日本臨床検査同学院主催の講習会・勉強会　開催履歴

微生物検査基本技術講習会

寄生虫検査法技術講習会

微生物検査・寄生虫検査基本技術講習会（西日本）

微生物学英語勉強会　　（毎月1回、1月～12月の1年間）

第1回

　2021年7月25日(日)　Web開催（ライブ配信）、
　　　　7月25日(日)～8月24日(火)　e-ラーニング

東西合同：微生物学第13回、寄生虫第15回参照

　2022年7月24日(日)　Web開催（ライブ配信）、
　　　　7月24日(日)～8月23日(火)　e-ラーニング

東西合同：微生物学第14回、寄生虫第16回参照
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日本臨床検査同学院主催の講習会・勉強会　開催履歴

第1回 2010年6 月20 日(日) 川崎医療短期大学 32 ＊2010年1回のみ

第15回 　2022年7月18日(月) Web開催（ライブ配信） 109 東西合同開催
第14回 　2021年8月22日(日) Web開催（ライブ配信） 184 東西合同開催

　2019年6月22日(土) 69
　2019年6月23日(日) 65
　2018年6月9日(土) 72
　2018年6月10日(日) 71
　2017年6月10日(土) 71
　2017年6月11日(日) 71
　2016年6月4日(土)  71
　2016年6月5日(日) 64

第9回 　2015年6月21日(日) 文京学院大学 88
第8回 　2014年6月22日(日) 文京学院大学 87
第7回 　2013年6月23日(日) 文京学院大学 82
第6回 　2012年6月17日(日) 文京学院大学 80
第5回 　2011年6月12日(日) 文京学院大学 53
第4回 　2010年7月 4日(日) 文京学院大学 58

　2009年6月21日(日) 33
　　午前，午後の2部 33
　2008年6月22日(日) 31
　　午前，午後の2部 12
　2007年6月24日(日) 41
　　午前，午後の2部 41

2022年 東日本第15回参照 東西合同開催
2021年 東日本第14回参照 東西合同開催
第9回 　2019年6月29日(土) 京都保健衛生専門学校 47
第8回 　2018年6月30日(土) 京都保健衛生専門学校 48
第7回 　2017年6月24日(土) 京都保健衛生専門学校 47
第6回 　2016年6月25日(土) 京都保健衛生専門学校 59
第5回 　2015年6月27日(土) 京都大学医学部 54
第4回 　2014年6月28日(土) 京都保健衛生専門学校 44
第3回 　2013年6月29日(土) 京都保健衛生専門学校 40
第2回 　2012年6月30日(土) 京都保健衛生専門学校 33
第1回 　2011年7月 9日(土) 京都保健衛生専門学校 29

第6回 　2019年9月14日(土)・15日(日) 文京学院大学 17
第5回 　2018年9月16日(日)・17日(月・祝日)  日本大学医学部 19 ＊うち1名は16日のみの参加
第4回 　2017年9月17日(土)・18日(日) 日本大学医学部 43
第3回 　2016年9月24日(土)・25日(日) 文京学院大学 42
第2回 　2015年9月26日(土)・27日(日)日本大学医学部 68
第1回 　2014年8月23日(土)・24日(日)日本大学医学部 71

2010年2月28日(日) 杏林大学医学部付属病院 8

2009年5月17日・7月5日・9月23日・10月11日（日） 11

2008年7月6日・9月28日・11月2日・2009年1月11日（日） 17

第1回

文京学院大学 

文京学院大学

文京学院大学

文京学院大学

東京慈恵会医科大学

東京慈恵会医科大学

第3回

第2回

日本大学医学部

第13回

第12回

第11回

 第10回 

西日本地区 寄生虫検査法技術講習会

病理学技術者講習会（東日本）

病理学技術者講習会（西日本）

中級者のための病理技術 STEP UP 講習会

管理・運営研修会ｰ特別演習版ｰ（病理）

上級技師のための総合管理の講習会と英語論文の読み方講習会（病理）

管理運営および英文解釈の講習会（病理）
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日本臨床検査同学院主催の講習会・勉強会　開催履歴

第4回 　2022年7月3日(日) 新渡戸文化短期大学 65 ＊2020、2021年は開催なし
①　9
②　60
①　5 ＊2018年より講義のみの募集開始
②　59 ①講義のみ、②講義と実習

第1回 　2017年5月14日(日) 帝京大学板橋キャンパス 48

第6回 　2022年6月25日(土) 森ノ宮医療大学 48 ＊2020、2021年は開催なし
①　1 ＊2019年より講義のみの募集開始
②　44 ①講義のみ、②講義と実習

第4回 　2018年6月 3日(日) 大坂医科大学 46
第3回 　2017年5月28日(日) 大坂医科大学 31
第2回 　2016年6月 5日(日) 大坂医科大学 48
第1回 　2015年5月23日(土) 大坂医科大学 36

第13回 　2022年5月15日(日)  Web開催（ライブ配信） 79
第12回 　2021年5月30日(日)  Web開催（ライブ配信） 94 ＊2020年は開催なし
第11回 　2019年6月 9日(日)  東京医学技術専門学校 69
第10回 　2018年6月17日(日)  東京医学技術専門学校 71
第9回 　2017年6月11日(日)  東京医学技術専門学校 66
第8回 　2016年6月26日(日)  東京医学技術専門学校 62
第7回 　2015年6月 7日(日) 東京医学技術専門学校 64
第6回 　2014年5月25日(日) 新渡戸文化短期大学 54
第5回 　2013年6月 2日(日) 新渡戸文化短期大学 42
第4回 　2012年6月 3日(日) 新渡戸文化短期大学 46
第3回 　2011年5月29日(日) 新渡戸文化短期大学 42
第2回 　2010年6月 6日(日) 新渡戸文化短期大学 29 ＊2009年は開催なし
第1回 　2008年6月28日(土) 東洋公衆衛生学院 38

第17回 　2022年6月26日(日)  Web開催（ライブ配信） 40
第16回 　2021年9月12日(日)  Web開催（ライブ配信） 75 ＊2020年は開催なし
第15回 　2019年6月30日(日) 日本大学病院 60
第14回 　2018年6月10日(日) 日本大学病院 49
第13回 　2017年6月 4日(日) 日本大学病院 56
第12回 　2016年6月 5日(日) 日本大学病院 63
第11回 　2015年6月 7日(日) 日本大学病院 62
第10回 　2014年6月15日(日) 駿河台日本大学病院 71
第9回 　2013年6月16日(日) 駿河台日本大学病院 92
第8回 　2012年6月17日(日) 駿河台日本大学病院 76
第7回 　2011年6月12日(日) 駿河台日本大学病院 70
第6回 　2010年6月27日(日) 駿河台日本大学病院 67
第5回 　2009年6月 7日(日) 虎の門病院 80
第4回 　2008年7月 6日(日) 東京慈恵会医科大学 83
第3回 　2007年7月 8日(日) 文京学院大学 131
第2回 　2006年12月3日(日) フクダ電子㈱本郷事業所 36
第1回 　2005年7月 9日(日) フクダ電子㈱本郷事業所 99

第9回 　2017年1月～12月 31 ＊2017年に終了
第8回 　2016年1月～12月 44
第7回 　2015年1月～12月 48
第6回 　2014年1月～12月 36
第5回 　2013年1月～12月 56
第4回 　2012年1月～12月 59
第3回 　2011年1月～12月 47
第2回 　2010年1月～12月 41
第1回 　2009年1月～12月 35 ＊2009年は臨床化学英語のみ

血液学技術講習会（東日本）

血液学技術講習会（西日本）

免疫血清学技術講習会

循環生理学検査法技術講習会

インターネット英語勉強会　　（毎月1回、1月～12月の1年間、課題メール配信）

慶應大学信濃町キャンパス

慶應大学信濃町キャンパス

第5回 　2019年6月 8日(土) 森ノ宮医療大学

第3回

第2回

　2019年6月 2日(日)

　2018年6月 3日(日)
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