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L-2122001 1
第67回 日本臨床検査医学会 中国・
四支部総会（第 18回合同地方会）

特別講演１ 「免疫チェックポイント阻害剤の有害事
象と臨床検査」

2022年2月11日 （金） 10：00-11：00 WEB講習：リアルタイム
日本臨床検査医学会
中国・四国支部

L-2122002 1
第67回 日本臨床検査医学会 中国・
四支部総会（第 18回合同地方会）

特別講演２ 「臨床検査における新型コロナウイルス
について」

2022年2月11日 （金） 13：30-14：30 WEB講習：リアルタイム
日本臨床検査医学会
中国・四国支部

L-2422007 1
第60回日本臨床検査医学会東海・
北陸支部総会・第344回日本臨床化
学会東海・北陸支部例会連合大会

シンポジウム「アカデミアから創出された臨床
検査」

2022年3月5日 （土） 9:30-11:20 WEB講習:リアルタイム
日本臨床検査医学会
東海・北陸支部

L-2122008 1

第67回日本臨床検査医学会九州地
方会・第33回日本臨床化学全会九
州支部総会・第2回日本医療検査科
学会九州地方会 合同総会

特別講演 「：新型コロナウイノレス感染症－検査と
治療に関する最新知見－」

2022年3月5日 （土） 9:50-10:50 WEB講習：リアルタイム
日本臨床検査医学会
九州支部

L-2222003 1
日本臨床検査医学会 第63回近畿支
部総会・第65回近畿支部例会

教育講演1「タンパク質リン酸化シグナル解析
から臨床検査へ」

2022年3月12日 （土） 10：00-11：00 WEB講習：リアルタイム
日本臨床検査医学会
近畿支部

L-2222004 1
日本臨床検査医学会 第63回近畿支
部総会・第65回近畿支部例会

教育講演2「顆粒球細胞死と病態・検査」 2022年3月12日 （土） 11：00-12：00 WEB講習：リアルタイム
日本臨床検査医学会
近畿支部

L-2622005 1
日本臨床検査医学会 第63回近畿支
部総会・第65回近畿支部例会

RCPC 1 2022年3月12日 （土） 14：00-15：00 WEB講習：リアルタイム
日本臨床検査医学会
近畿支部

L-2622006 1
日本臨床検査医学会 第63回近畿支
部総会・第65回近畿支部例会

RCPC 2 2022年3月12日 （土） 15：00-16：00 WEB講習：リアルタイム
日本臨床検査医学会
近畿支部

L-6422009 1
日本医療検査科学会
第35回春季セミナー

シンポジウム1 「ビッグデータ利活用とPHR構
築に必要な課題と取り組み」

2022年4月17日 （日） 9：00-10：00

ホテルグランデはがくれ
WEB講習併用（ハイブリッド講
習）
 リアルタイム講習＋
 オンデマンド講習
　〔配信期間：
　　4月28日（木）～
　　5月15日（日）〕

日本医療検査科学会

L-5222012 1
日本臨床検査専門医会
第1回年次大会

教育講演 1「地域共生社会における在宅医療
と臨床検査医学～Update 2022～」

2022年5月20日 （金） 16：55-17：55
ハイブリッド講習
鹿児島市町村自治会館
WEB講習（LIVE)

日本臨床検査専門医会

L-5222013 1
日本臨床検査専門医会
第1回年次大会

教育講演 2「共用基準範囲の誕生と今後の展
望」
注）指導医講習

2022年5月21日 （土） 9：00-10：00
ハイブリッド講習
鹿児島市町村自治会館
WEB講習（LIVE)

日本臨床検査専門医会

L-5422014 1
日本臨床検査専門医会
第1回年次大会

臨床検査専門医 Catch up シンポジウム 1「
凝固カスケード反応の本質に迫る！ 凝固波
形解析/ペプチドームは次世代バイオマー
カーに成り得るか？」

2022年5月21日 （土） 10：10-11：15
ハイブリッド講習
鹿児島市町村自治会館
WEB講習（LIVE)

日本臨床検査専門医会

L-5422015 1
日本臨床検査専門医会
第1回年次大会

臨床検査専門医 Catch up シンポジウム 2「質
量分析計を用いた生理活性脂質の臨床検査
への導入を目指して/COVID-19のバイオマー
カー（仮）」

2022年5月21日 （土） 13：25-14：30
ハイブリッド講習
鹿児島市町村自治会館
WEB講習（LIVE)

日本臨床検査専門医会

L-3622010 2
日本臨床検査医学会第77回関東・
甲信越支部例会

RCPC 2022年6月4日 （土） 10:00-12:00
山梨大学医学部臨床大講堂
WEB講習（LIVE）
併用〔ハイブリッド講習〕

日本臨床検査医学会
関東・甲信越支部

L-3422011 1
日本臨床検査医学会第77回関東・
甲信越支部例会

シンポジウム「来るべき時代の臨床検査」 2022年6月4日 （土） 15:45-17:15
山梨大学医学部臨床大講堂
WEB講習（LIVE）
併用〔ハイブリッド講習〕

日本臨床検査医学会
関東・甲信越支部

L-7122024 1
第30回日本臨床化学会 関東支部学
術集会・第31回神奈川県臨床検査
医学会大会

特別講演1「血中がん細胞の検出による病勢・
予後の予測と新たな展開」

2022年6月25日 （土） 14：00-15：00 横浜市港北公会堂大ホール
日本臨床化学会 関東支
部・神奈川県臨床検査医
学会

L-7122025 1
第30回日本臨床化学会 関東支部学
術集会・第31回神奈川県臨床検査
医学会大会

特別講演2「産業保健における遺伝情報の活
用」

2022年6月25日 （土） 15：00-16：00 横浜市港北公会堂大ホール
日本臨床化学会 関東支
部・神奈川県臨床検査医
学会

L0422026 2 第29回日本遺伝子診療学会大会
シンポジウム1 「新型コロナビヨンド　ー新型コ
ロナウイルス関連核酸検査に係るコスト、精度
管理、保険収載など諸問題を掘り下げる」

2022年7月15日 （金） 9：00-11：00
ハイブリッド講習
金沢市文化ホール
WEB講習（LIVE)

日本遺伝子診療学会

L0422027 2 第29回日本遺伝子診療学会大会
シンポジウム2 「遺伝子関連検査に潜む中間
コスト、精度管理、保険点数など諸問題を掘り
下げる」

2022年7月15日 （金） 13：30-15：30
ハイブリッド講習
金沢市文化ホール
WEB講習（LIVE)

日本遺伝子診療学会

L0422028 2 第29回日本遺伝子診療学会大会
シンポジウム3 「遺伝学的検査に求められる人
材・リテラシーと課題ー実装に向けたクロストー
ク」

2022年7月16日 （土） 8：30-10：30
ハイブリッド講習
金沢市文化ホール
WEB講習（LIVE)

日本遺伝子診療学会

L0422029 1 第29回日本遺伝子診療学会大会
フォーラム委員会企画シンポジウム「令和4年
度（2022年度）診療報酬改定と次期改定に向
けた課題」

2022年7月16日 （土） 13：00-14：30
ハイブリッド講習
金沢市文化ホール
WEB講習（LIVE)

日本遺伝子診療学会

L-5322033 1 第39回臨床検査振興セミナー 講演「令和4年度診療報酬改定を巡って」 2022年7月22日 （金） 14：35-15：35 WEB講習（リアルタイム） 日本臨床検査専門医会

L-5122034 1 第39回臨床検査振興セミナー 特別講演「公正競争規約と最近の動向」 2022年7月22日 （金） 15：45-16：45 WEB講習（リアルタイム） 日本臨床検査専門医会

L-8422016 2 第23回日本検査血液学会学術集会
日本血栓止血学会ジョイントシンポジウム「知
る人ぞ知る血栓止血関連マーカー」

2022年7月30日 （土） 8：50-10：50
日本検査血液学会
（日本血栓止血学会）

L-8422017 2 第23回日本検査血液学会学術集会
シンポジウム1「血液検査学におけるゲノム医
療」

2022年7月30日 （土） 15：10-17：10 日本検査血液学会

L-8322018 1 第23回日本検査血液学会学術集会
テクニカルセミナー「血液検査の原点を見つ
め直そう！」

2022年7月31日 （日） 8：50-10：10 日本検査血液学会

L-8422019 2 第23回日本検査血液学会学術集会
シンポジウム2「血栓止血検査標準化に向けた
問題提起と最適な方向性を探る」

2022年7月31日 （日） 9：10-11：10 日本検査血液学会

L-8522020 1 第23回日本検査血液学会学術集会
ワークショップ1「血液検査室から臨床への情
報提供」

2022年7月31日 （日） 14：00-15：30 日本検査血液学会

L-8522021 1 第23回日本検査血液学会学術集会
ワークショップ2「フローサイトメトリー（FCM）検
査の標準化」

2022年7月31日 （日） 14：00-15：30 日本検査血液学会

L-8522022 1 第23回日本検査血液学会学術集会 形態診断のためのケースカンファレンス 2022年7月31日 （日） 15：40-17：10 日本検査血液学会

日本専門医機構 基本領域 臨床検査専門医 認定・更新のための「臨床検査領域講習」一覧（2022年）

ハイブリッド講習
東京大学本郷キャンパス
WEB講習
 リアルタイム講習＋
 オンデマンド講習
　〔配信期間：
　　8月9日（火）～
　　9月6日（火）〕
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L-0622040 2
第6回医学生・研修医のための臨床
検査ハンズオンセミナー

RCPC 2022年8月21日 （日） 13:35-15:35 WEB講習リアルタイム

日本臨床検査医学会
ワークライフバランス委員会
/
近畿支部

L-0322023 2 第46回北陸臨床病理集談会 セミナー「新興再興感染症と臨床検査」 2022年9月3日 （土） 13：00-15：00
金沢医科大学医学教育棟講
義室

北陸臨床病理集談会

L-0422030 2 第31回信大臨床検査セミナー シンポジウム「がんゲノム医療」 2022年9月4日 （日） 9：10-12：20 WEB講習リアルタイム
信州大学医学部病態解析診
断学，同保健学科検査技術
科，同附属病院臨床検査部

L-0322031 1 第31回信大臨床検査セミナー 講演「新型コロナウイルス感染症と臨床検査」 2022年9月4日 （日） 13：00-14：00 WEB講習リアルタイム
信州大学医学部病態解析診
断学，同保健学科検査技術
科，同附属病院臨床検査部

L-0622032 2 第31回信大臨床検査セミナー ワークショップ「Reversed CPC、CPC」 2022年9月4日 （日） 14：10-16：10 WEB講習リアルタイム
信州大学医学部病態解析診
断学，同保健学科検査技術
科，同附属病院臨床検査部

L-7422045 2
第62回日本臨床化学会年次学術集
会

第40回日本臨床検査医学会東海・北陸支部
例会 共催シンポジウム「日常検査の疑問を考
える」

2022年10月1日 （土） 9：40-11：40
日本臨床化学会/日本臨
床検査医学会 東海・北陸
支部

L-7422044 2
第62回日本臨床化学会年次学術集
会

第32回日本臨床化学会 東海・北陸支部総会
共催シンポジウム 「ゲノム医療における難病の
遺伝学的検査」

2022年10月2日 （日） 8：30-10：30
日本臨床化学会 東海・北
陸支部

L-2122039 1
第56回日本臨床検査医学会北海道
支部総会/第32回日本臨床化学会
北海道支部例会

特別講演「新型コロナの唾液検査の開発秘話
から読み解く新型コロナの今後」

2022年9月17日 （土） 10:30-11:30
北海道大学医学部保健学科
多目的室

日本臨床検査医学会北海
道支部/日本臨床化学会
北海道支部

L-6422035 1 日本医療検査科学会第54回大会
シンポジウム１：「溶血検体、混濁検体の測定、
どうしてますか？」

2022年10月7日 （金） 10：00-11：40 日本医療検査科学会

L-6422036 1 日本医療検査科学会第54回大会 シンポジウム2 ：「甲状腺の検査」 2022年10月8日 （土） 10：00-11：40 日本医療検査科学会

L-6422037 1 日本医療検査科学会第54回大会
シンポジウム3 ：「尿一般検査における精度管
理」

2022年10月9日 （日） 10：00-11：40 日本医療検査科学会

L-6622038 1 日本医療検査科学会第54回大会 RCPC 2022年10月9日 （日） 10：40-11：40 日本医療検査科学会

L-0322045 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

全国検査部長・技師長会議 講演会
注）指導医講習

2022年11月17日 （木） 14：45-16：15

現地：栃木県総合文化センター1
階サブホール
WEB：オンデマンド(2022/11/28
月-2023/1/18水)

全国検査部長・技師長会

L-1422054 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム１「新型コロナウイルス感染対策
における臨床検査の社会貢献」

2022年11月18日 （金） 10：00-11：30
宇都宮東武ホテルグランデ4
階　松柏Ⅰ

日本臨床検査医学会
（日本臨床衛生検査技師
会 共催）

L-1222055 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

教育講演１「慢性腎臓病の新しい臨床検査法
の開発」

2022年11月18日 （金） 11：00-12：00

現地：栃木県総合文化センター1
階 メインホール
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会

L-1222057 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

教育講演２「遺伝情報の臨床活用－遺伝子例
外主義からの脱却」

2022年11月18日 （金） 14：20-15：20

現地：栃木県総合文化センター1
階 メインホール
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会

L-1422071 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会 日本医学会連合加盟学会連携
フォーラム

日本医学会連合加盟学会連携フォーラム「災
害医療 被災地支援のあり方、そして臨床検査
は何を求められているのか」

2022年11月18日 （金） 14：20-16：20
栃木県総合文化センターホー
ル棟2階 サブホール

日本臨床検査医学会
（日本災害医学会 共催）

L-1422046 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

委員会企画３「臨床検査のガイドライン2021の
概要とトピックス」

2022年11月18日 （金） 14：20-16：20

現地：栃木県総合文化センター3
階第1会議室
WEB：オンデマンド(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会
（ガイドライン作成委員会）

L-1422058 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

POCセミナー 「地域医療とPOCT」 2022年11月18日 （金） 14：20-16：20
宇都宮東武ホテルグランデ4
階　松柏Ⅰ

日本臨床検査医学会
（日本医療検査科学会 共
催）

L-1422056 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム２「最新の質量分析技術と臨床検
査医学のコラボレーション」

2022年11月18日 （金） 14：20-16：20
宇都宮東武ホテルグランデ4
階　松柏Ⅱ

日本臨床検査医学会
（日本医用マススペクトル
学会 共催）

L-1222059 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

教育講演３「在宅医療における多職種連携と
臨床検査」

2022年11月18日 （金） 15：30-16：30

現地：栃木県総合文化センター1
階 メインホール
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会

L-1422062 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

特別シンポジウム「超音波医学の今、とこれか
ら」

2022年11月19日 (土) 9：00-11：00

現地：栃木県総合文化センター1
階 メインホール
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会

L-1422048 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム３「血液形態診断のためのケース
カンファレンス」

2022年11月19日 (土) 9：00-11：00

現地：栃木県総合文化センター1
階サブホール
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会
（日本検査血液学会 共
催）

L-1422049 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム４「寄生虫検査どこまでやればい
いの？」

2022年11月19日 (土) 9：00-11：00

現地：栃木県総合文化センター3
階特別会議室
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会
（日本臨床微生物学会 共
催）

L-1322063 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

委員会企画４「臨床検査に必須の誤差要因分
析」（EBLM委員会企画教育セミナー）

2022年11月19日 (土) 9：00-11：00
宇都宮東武ホテルグランデ4
階　松柏Ⅰ

日本臨床検査医学会
（EBLM委員会）

L-1422060 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム５「ピットフォール事例から臨床貢
献へ」

2022年11月19日 (土) 9：00-11：00
宇都宮東武ホテルグランデ4
階　松柏Ⅱ

日本臨床検査医学会
（日本臨床化学会 共催）

L-1422061 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム６「継続的な卒後教育・生涯学習
で臨床検査技師の質を担保」

2022年11月19日 (土) 9：00-11：00
宇都宮東武ホテルグランデ6
階　龍田Ⅰ

日本臨床検査医学会
（日本検査血液学会 共
催）

L-1422050 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム７「地域社会を広げる臨床検査専
門医の多様性」

2022年11月19日 (土) 14：40-16：40

現地：栃木県総合文化センター1
階サブホール
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会
（日本臨床検査専門医会 共
催）

ハイブリッド講習
富山県民会館
WEB講習：オンデマンド
　〔配信期間：10月7日（金）
　　　　～10月31日（月）〕

ハイブリッド講習
神戸国際会議場
　メインホール（1階）/
　国際会議室（3階）
WEB講習：オンデマンド
　〔配信期間：10月24日（月）
　　　　～11月23日（水）〕
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L-1422047 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

委員会企画５「これからの遺伝子関連検査」 2022年11月19日 (土) 14：40-16：40

現地：栃木県総合文化センター3
階特別会議室
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会
（遺伝子委員会）

L-1422064 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム８「フローサイトメトリー検査実践
講座：基礎から応用まで」

2022年11月19日 (土) 14：40-16：40
宇都宮東武ホテルグランデ4
階　松柏Ⅰ

日本臨床検査医学会
（日本サイトメトリー学会 共
催）

L-1422065 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

委員会企画６「地域連携における臨床検査の
貢献」

2022年11月19日 (土) 14：40-16：40
宇都宮東武ホテルグランデ4
階　松柏Ⅱ

日本臨床検査医学会
（チーム医療委員会）

L-1622066 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

Reversed CIinico-pathoIogicaI Conference 1
(RCPC1)「60代女性、ふらつきを主訴に前医を
受診、当院に転院搬送された」

2022年11月19日 (土) 14：40-16：10
宇都宮東武ホテルグランデ6
階　龍田Ⅰ

日本臨床検査医学会
（教育委員会）

L-1622068 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

Reversed CIinico-pathoIogicaI Conference 2
(RCPC2)「発熱と呼吸困難のため来院した60
歳代男性」

2022年11月19日 (土) 16：20-17：50
宇都宮東武ホテルグランデ6
階　龍田Ⅰ

日本臨床検査医学会
（教育委員会）

L-1222067 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

教育講演４「21世紀の病気：検査医学のアミロ
イドーシスの診断・病態解析・治療への貢献」

2022年11月19日 (土) 15：00-16：00

現地：栃木県総合文化センター1
階 メインホール
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会

L-1422069 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

シンポジウム９「がんゲノム検査全般に関する
指針」

2022年11月20日 （日） 9：00-10：30
栃木県総合文化センター2階
サブホール

日本臨床検査医学会
（日本病理学会 共催）

L-1422070 2
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

委員会企画９「臨床検査医として遺伝子関連
検査に関わろう！」

2022年11月20日 （日） 9：00-11：00
栃木県総合文化センター3階
特別会議室

日本臨床検査医学会
（ワークライフバランス委員
会）

L-1322051 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

Catch upセミナー１「ヒトゲノム解析が臨床検査
領域に与えるインパクト」

2022年11月20日 （日） 13：10-14：10

現地：栃木県総合文化センター3
階特別会議室
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会
（教育委員会）

L-1322052 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

Catch upセミナー２「血小板活性化受容体
CLEC-2の同定と機能からその臨床応用まで」

2022年11月20日 （日） 14：10-15：10

現地：栃木県総合文化センター3
階特別会議室
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会
（教育委員会）

L-1322053 1
第69回日本臨床検査医学会学術集
会

Catch upセミナー３「臨床心電学の進歩と不整
脈治療」

2022年11月20日 （日） 15：10-16：10

現地：栃木県総合文化センター3
階特別会議室
WEB：オンデマンド：(2022/11/28
月-2023/1/18水)

日本臨床検査医学会
（教育委員会）

L0422041 2
第12回日本遺伝子診療学会遺伝子
診断・検査技術推進フォーラム 公開
シンポジウム2022

第1部シンポジウム[ 難病のゲノム医療の進展と今
後」

2022年12月2日 （金） 10:00-12:30
日本遺伝子診療学会
遺伝子診断・検査技術推
進フォーラム 実行委員会

L0422042 2
第12回日本遺伝子診療学会遺伝子
診断・検査技術推進フォーラム 公開
シンポジウム2022

第2部シンポジウム「ゲノム医療をめぐる最近の
トピックス（ゲノム医療・研究に関わる課題の克
服）」

2022年12月2日 （金） 13:00-15:00
日本遺伝子診療学会
遺伝子診断・検査技術推
進フォーラム 実行委員会

L0422043 2
第12回日本遺伝子診療学会遺伝子
診断・検査技術推進フォーラム 公開
シンポジウム2022

第3部シンポジウム 「がんゲノム医療の今後」 2022年12月2日 （金） 15:15-17:15
日本遺伝子診療学会
遺伝子診断・検査技術推
進フォーラム 実行委員会

ハイブリッド講習
御茶ノ水ソラシティ
　カンファレンスセンター
WEB講習
　リアルタイム講習＋
　 オンデマンド講習
　　〔配信期間：
　　　12月9日（金）～
　　　2023年1月8日（日）〕

※　各講習会の詳細については主催団体のホームページ等を参照してください．


