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主催支部 主催者 開催日 名称・内容 会場

北海道 北海道消化器内視鏡技師会 2017/4/15 機器取扱い講習会　オリンパス基礎編 北海道大学学術交流会館

福島県消化器内視鏡技師会 2017/8/18 機器取り扱い講習会　基礎編 福島県立医科大学　講堂

山形県消化器内視鏡技師会 2017/10/22 機器取り扱い講習会　基礎編 山形県立保健医療大学講堂

岩手県消化器内視鏡技師会 2017/10/29 機器取り扱い講習会　　基礎編 いわて県民情報交流センター

北奥羽地区消化器内視鏡技師会 2017/11/12 機器取り扱い講習会　基礎編 ホテル青森

秋田県消化器内視鏡技師会 2017/11/12 機器取り扱い講習会　基礎編 にぎわい交流館AU

東北消化器内視鏡技師会 2017/12/3 機器取り扱い講習会　基礎編 仙台市医師会館大ホール

東京消化器内視鏡技師会 2017/6/11 機器取扱い講習会 日本教育会館一ツ橋ホール

埼玉県消化器内視鏡技師会 2017/7/29 機器取り扱い講習会（基礎編） 大宮ソニックシティ　小ホール

千葉県消化器内視鏡技師会 2017/8/6 機器取扱い講習会（基礎編） 船橋市民文化ホール

栃木県消化器内視鏡技師会 2017/9/10 機器取り扱い講習会　基礎編（富士フイルム） 獨協医科大学病院 研修室

関東消化器内視鏡技師会 2017/11/12 機器取扱い講習「基礎編」 日本教育会館　一ツ橋ホール

群馬県消化器内視鏡技師会 2017/11/23 内視鏡機器取り扱い講習会（基礎編） ベイシア文化ホール（群馬県民会館）

長野県消化器内視鏡技師会 2017/6/18 内視鏡機器取扱い講習会 松本歯科大学　学生ホール

甲信越/新潟県消化器内視鏡技師

会
2017/10/29 機器取扱い講習会 新潟県ユニゾンプラザ

山梨県消化器内視鏡技師会 2017/11/5 内視鏡機器取扱い講習会 山梨厚生病院　多目的ホール

長野県消化器内視鏡技師会 2017/11/26 内視鏡機器取扱い講習会 松本大学

北陸 北陸消化器内視鏡技師会 2017/11/26 機器取り扱い講習会　基礎編 石川県地場産業振興センター

静岡県消化器内視鏡技師会 2017/7/9 機器取り扱い講習会（基礎編） 静岡コンベンションアーツセンター：グランシップ

東海消化器内視鏡技師会 2017/8/6 機器取り扱い講習会（基礎編） 愛知医科大学病院　たちばなホール

近畿 近畿消化器内視鏡技師会 2017/8/6 第44回 機器取扱い講習会　基礎編 大阪国際会議場

山口県消化器内視鏡技師会 2017/6/4 山口県機器取り扱い講習会　（基礎編） 防府市地域協働支援センター

島根県内視鏡技師会 2017/6/18 島根県内視鏡機器取扱い講習会（基礎編） 島根県立中央病院　大研修室

鳥取県消化器内視鏡技師会 2017/7/2 機器取り扱い講習(基礎編） 米子市文化センター

広島県消化器内視鏡技師会 2017/11/19 内視鏡機器取り扱い講習会（基礎編） JMSアステールプラザ

四国消化器内視鏡技師会 2017/6/18 第16回 機器取扱い講習会（基礎編/ｵﾘﾝﾊﾟｽ） 綾歌総合文化会館アイレックス

香川県消化器内視鏡技師会 2017/11/19 機器取扱い講習会（基礎編/フジ） 綾歌総合文化会館アイレックス（小ホール）

九州消化器内視鏡技師会 2017/5/21 第72回 機器取り扱い講習会　基礎編 石橋文化センター

九州消化器内視鏡技師会 2017/11/18 第73回 機器取り扱い講習会　基礎編 タイムスビル

中国

四国

九州

2023年度（第42回）技師試験申請の対象の【機器取扱い講習会（基礎編）】一覧

東海

■2017年（平成29年）

東北

関東

甲信越
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主催支部 主催者 開催日 名称・内容 会場

2023年度（第42回）技師試験申請の対象の【機器取扱い講習会（基礎編）】一覧

北海道 北海道消化器内視鏡技師会 2018/4/21 機器取扱講習会　オリンパス基礎編 北海道大学　学術交流会館

福島県消化器内視鏡技師会 2018/8/18 機器取り扱い講習会　基礎編 福島県立医科大学附属病院　講堂

岩手県消化器内視鏡技師会 2018/10/13 機器取り扱い講習会　基礎編 いわて県民情報交流センター　アイーナ

山形県消化器内視鏡技師会 2018/10/21 機器取り扱い講習会　基礎編 山形県立保健医療大学　講堂

北奥羽地区消化器内視鏡技師会 2018/11/11 機器取り扱い講習会　基礎編 ホテル青森　3階　あすなろの間

秋田県消化器内視鏡技師会 2018/11/11 機器取り扱い講習会　基礎編 にぎわい交流館ＡＵ　展示ホール

東北消化器内視鏡技師会 2018/12/9 機器取り扱い講習会　基礎編 仙台市医師会館　2階大ホール

神奈川県消化器内視鏡技師会 2018/2/18 2018年神奈川内視鏡機器取扱い講習会 （基礎編） 横浜市教育会館

東京消化器内視鏡技師会 2018/6/10 機器取り扱い講習会（基礎編） 日本教育会館一ツ橋ホール

埼玉県消化器内視鏡技師会 2018/6/23 機器取り扱い講習会（基礎編） 大宮ソニックシティ　小ホール

千葉県消化器内視鏡技師会 2018/8/5 機器取扱い講習会（基礎編） 船橋市民部文化ホール

栃木県消化器内視鏡技師会 2018/9/9 機器取扱い講習会 獨協医科大学病院　研究棟

群馬県消化器内視鏡技師会 2018/10/7 群馬県消化器内視鏡技師会機器取扱い講習会 群馬県公社総合ビル　多目的ホール

茨城県消化器内視鏡技師会 2018/10/28 機器取り扱い講習会　基礎編 つくば国際会議場

関東消化器内視鏡技師会 2018/11/18 機器取扱い講習会（基礎編） 日本教育会館　一ツ橋ホール

新潟県消化器内視鏡技師会 2018/9/22 機器取扱い講習　基礎編 新潟ユニゾンプラザ

甲信越／長野県消化器内視鏡

技師会
2018/11/18 機器取扱い講習会　基礎編 松本歯科大学　本館7階　講堂

山梨県消化器内視鏡技師会 2018/11/25 機器取扱い講習会　基礎編 山梨市民会館

北陸 北陸消化器内視鏡技師会 2018/12/2 機器取り扱い講習会　基礎編 石川県地場産業振興センター　本館

静岡県消化器内視鏡技師会 2018/7/22 機器取り扱い講習会（基礎編） 静岡コンベンションアーツセンター　グランシップ

東海消化器内視鏡技師会 2018/8/5 機器取り扱い講習会（基礎編） 愛知医科大学病院　たちばなホール

近畿消化器内視鏡技師会 2018/2/18
第45回 近畿消化器内視鏡機器取扱い講習会（基礎編）

オリンパス
大阪国際会議場

近畿消化器内視鏡技師会 2018/8/5
第46回 近畿消化器内視鏡機器取扱い講習会（基礎編）

オリンパス
大阪国際会議場

岡山県消化器内視鏡技師会 2018/2/4 機器取扱い講習会　基礎編　富士フィルム編 川崎医科大学附属病院　8階大講堂

山口県消化器内視鏡技師会 2018/6/3 第5回山口県消化器内視機器取扱い講習会 （基礎編） 防府市地域協働支援センター

島根県内視鏡技師会 2018/6/17 機器取扱い講習会　基礎編 済生会江津総合病院

鳥取県内視鏡技師会 2018/7/22 機器取り扱い講習(基礎編) 鳥取県保健事業団健診センター　ホール

広島県消化器内視鏡技師会 2018/11/18 機器取り扱い講習会（基礎編） JMSアステールプラザ

四国消化器内視鏡技師会 2018/6/3 第17回機器取扱い講習会(基礎編/ｵﾘﾝﾊﾟｽ） 松前総合文化センター　広域学習ホール

高知県消化器内視鏡技師会 2018/12/2 機器取り扱い講習会(基礎編/フジ） 近森病院管理棟　研修室

九州消化器内視鏡技師会 2018/6/9 第74回 機器取扱い講習会(基礎編) 西日本綜合展示場新館　A展示場

九州消化器内視鏡技師会 2018/11/10 第75回 機器取扱い講習会(基礎編) 宝山ホール（鹿児島県文化センター）

九州

四国

■2018年（平成30年）

東北

関東

甲信越

東海

近畿

中国
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主催支部 主催者 開催日 名称・内容 会場

2023年度（第42回）技師試験申請の対象の【機器取扱い講習会（基礎編）】一覧

北海道 北海道消化器内視鏡技師会 2019/4/27 機器取扱講習会　オリンパス基礎編
札幌医科大学付属病院

臨床教育研究棟1階講堂

福島県消化器内視鏡技師会 2019/8/24 機器取り扱い講習会 基礎編(オリンパス) 福島県立医科大学附属病院　講堂

山形県消化器内視鏡技師会 2019/10/20 機器取り扱い講習会 基礎編(オリンパス) 山形県立保健医療大学　講堂

岩手県消化器内視鏡技師会 2019/11/3 機器取り扱い講習会 基礎編(オリンパス) いわて県民情報交流センター　アイーナ

北奥羽地区消化器内視鏡技師会 2019/11/17 機器取り扱い講習会 基礎編(オリンパス) ホテル青森

秋田県消化器内視鏡技師会 2019/11/17 機器取り扱い講習会基礎編(オリンパス) にぎわい交流館AU　多目的ホール

東北消化器内視鏡技師会 2019/12/8 機器取り扱い講習会 基礎編(オリンパス) 仙台市医師会館2階大ホール

神奈川県消化器内視鏡技師会 2019/2/17 平成31年神奈川内視鏡機器取扱い講習会 （基礎編） 横浜市教育会館

東京消化器内視鏡技師会 2019/6/9 機器取り扱い講習会（基礎編） 日本教育会館一ツ橋ホール

東京消化器内視鏡技師会 2019/6/14 機器取り扱い講習会（基礎編） 日本教育会館一ツ橋ホール

埼玉県消化器内視鏡技師会 2019/7/7 機器取り扱い講習会（基礎編） 大宮ソニックシティ　小ホール

千葉県消化器内視鏡技師会 2019/8/4 機器取り扱い講習会（基礎編） 船橋市民文化ホール

栃木県消化器内視鏡技師会 2019/9/8 機器取扱い講習会（基礎編）  栃木県立がんセンター　本館3階　講堂

群馬県消化器内視鏡技師会 2019/10/12 機器取り扱い講習会（基礎編）  群馬県公社総合ビル　多目的ホール

関東消化器内視鏡技師会 2019/11/3 機器取扱い講習会（基礎編） 日本教育会館　一ツ橋ホール

長野県消化器内視鏡技師会 2019/6/23 機器取り扱い講習会（基礎編） 相澤病院　ヤマサホール

新潟県消化器内視鏡技師会 2019/9/28 器機取り扱い講習会　基礎編 新潟ユニゾンプラザ　多目的ホール

甲信越消化器内視鏡技師会

　　　・山梨県消化器内視鏡技師会
2019/11/4 機器取扱い講習会　基礎編 山梨市民会館

長野県消化器内視鏡技師会 2019/11/10 機器取り扱い講習会（基礎編） 松本市勤労者福祉センター

北陸 北陸消化器内視鏡技師会 2019/11/17 機器取り扱い講習会（基礎編） 石川県地場産業振興センター

東海消化器内視鏡技師会 2019/4/21 機器取り扱い講習会（基礎編） iビル７F　シビックホール

静岡県消化器内視鏡技師会 2019/6/30 機器取り扱い講習会（基礎編）  アクトシティ浜松　コングレスセンター

東海消化器内視鏡技師会 2019/8/4 機器取り扱い講習会　基礎編（フジ）　 iビル７F　シビックホール

近畿消化器内視鏡技師会 2019/2/17
第47回 近畿消化器内視鏡機器取扱い講習会（基礎編）

オリンパス
大阪国際会議場

近畿消化器内視鏡技師会 2019/8/18
第48回 近畿消化器内視鏡機器取扱い講習会（基礎編）

オリンパス
大阪国際会議場

岡山県消化器内視鏡技師会 2019/2/17 機器取り扱い講習会（基礎編）オリンパス編 川崎医科大学附属病院　8階大講堂

山口県消化器内視鏡技師会 2019/6/9 機器取り扱い講習会（基礎編）オリンパス編 山口県セミナーパーク

島根県消化器内視鏡技師会 2019/6/29 機器取り扱い講習会（基礎編）オリンパス編 出雲市立総合医療センター　2階軽運動室

鳥取県消化器内視鏡技師会 2019/6/30 機器取り扱い講習会（基礎編） 鳥取赤十字病院　多目的ホール

広島県消化器内視鏡技師会 2019/10/27 機器取り扱い講習会（基礎編）オリンパス編 広島コンベンションホール

鳥取県消化器内視鏡技師会 2019/11/2 機器取り扱い講習会（基礎編） 鳥取赤十字病院　多目的ホール

四国 愛媛県消化器内視鏡技師会 2019/10/27 機器取扱い講習会　（基礎編/フジ） 愛媛大学医学部附属病院

九州消化器内視鏡技師会 2019/5/26 第76回 機器取り扱い講習会　基礎編 久留米シティプラザ

九州消化器内視鏡技師会 2019/11/9 第77回 機器取り扱い講習会　（基礎編） 宮崎市民プラザ　オルブライトホール

東海

近畿

中国

九州

■2019年（平成31年・令和元年）

東北

関東

甲信越
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主催支部 主催者 開催日 名称・内容 会場

2023年度（第42回）技師試験申請の対象の【機器取扱い講習会（基礎編）】一覧

関東 神奈川県消化器内視鏡技師会 2020/2/16 2020年度神奈川内視鏡機器取扱い講習会 （基礎編） 横浜市教育会館

近畿 近畿消化器内視鏡技師会 2020/2/23
第49回 近畿消化器内視鏡機器取扱い講習会（基礎編）

フジ
大阪国際会議場

近畿 近畿消化器内視鏡技師会 2020/8/2
第50回 近畿消化器内視鏡機器取扱い講習会（基礎編）

オリンパス
大阪国際会議場

中国 岡山県消化器内視鏡技師会 2020/2/16 機器取り扱い講習会（基礎編）富士フィルム編 川崎医科大学附属病院　8階大講堂

九州 九州消化器内視鏡技師会 2020/12/5 第78回 機器取扱い講習会（基礎編） 大分iichiko総合文化センター

北海道消化器内視鏡技師会 2021/4/17 機器取扱講習会　オリンパス基礎編
札幌医科大学付属病院

臨床教育研究棟1階講堂

北海道消化器内視鏡技師会 2021/7/3 機器取扱講習会　フジフイルム基礎編 釧路市生涯学習センター

岩手県消化器内視鏡技師会 2021/10/24 機器取り扱い講習会 基礎編 web開催

福島県消化器内視鏡技師会 2021/8/21～9/3 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） web開催

東北消化器内視鏡技師会 2022/12/11～30 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） web開催(オンデマンド配信)

東京消化器内視鏡技師会 2021/2/7 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） 日本教育会館一ツ橋ホール

東京消化器内視鏡技師会 2021/6/13 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） 日本教育会館一ツ橋ホール

埼玉県消化器内視鏡技師会 2021/10/16 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） 大宮ソニックシティ

東京消化器内視鏡技師会 2021/10/17 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） 日本教育会館一ツ橋ホール

東京消化器内視鏡技師会 2021/10/17 機器取り扱い講習会　基礎編（フジ）　 日本教育会館一ツ橋ホール

長野県消化器内視鏡技師会 2021/7/4 機器取り扱い講習会（基礎編） web開催

甲信越消化器内視鏡技師会

   ・長野県消化器内視鏡技師会
2021/11/14 機器取扱い講習会　基礎編 web開催

北陸 北陸消化器内視鏡技師会 2021/12/1～ 北陸消化器内視鏡機器取扱い講習会（基礎編） WEB開催（オンデマンド配信）

東海消化器内視鏡技師会 2021/7/25 機器取り扱い講習会　基礎編（フジ）　 web開催

東海消化器内視鏡技師会 2021/11/4 機器取り扱い講習会（基礎編） web開催

近畿消化器内視鏡技師会
2021/3/25

  ～3/31

第51回 近畿消化器内視鏡機器取扱い講習会

（基礎編）：オリンパス
web開催

近畿消化器内視鏡技師会 2021/9/2～9/8
第52回 近畿消化器内視鏡機器取扱い講習会

（基礎編）：オリンパス
web配信 + 大阪産業創造館

島根県消化器内視鏡技師会 2021/7/4 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） 江津市総合市民センター

中国地区消化器内視鏡技師会 2021/7/18 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） web開催

山口県消化器内視鏡技師会 2021/8/21 機器取り扱い講習会（基礎編）オリンパス編 山口県健康づくりセンター

四国消化器内視鏡技師会 2021/6/6 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） web開催

香川県消化器内視鏡技師会 2021/11/7 機器取扱い講習会　（基礎編、フジ） web開催

九州消化器内視鏡技師会 2021/6/12 第79回 機器取り扱い講習会　（基礎編） 福岡市民会館 ＋ web配信

九州消化器内視鏡技師会 2021/12/4 第80回 機器取り扱い講習会　（基礎編） 出島メッセ長崎＋ web配信

■2021年（令和3年）

近畿

中国

四国

九州

北海道

東北

関東

甲信越

東海

■2020年（令和2年）
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主催支部 主催者 開催日 名称・内容 会場

2023年度（第42回）技師試験申請の対象の【機器取扱い講習会（基礎編）】一覧

北海道消化器内視鏡技師会 2022/4/16 機器取扱講習会　オリンパス基礎編
札幌医科大学付属病院　臨床教育研究棟1階

講堂＋WEB

北海道消化器内視鏡技師会 2022/7/23 機器取扱講習会　フジフイルム基礎編 室ガス文化センター（室蘭市文化センター）＋WEB

東京消化器内視鏡技師会 2022/6/12 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） 日本教育会館一ツ橋ホール

埼玉県消化器内視鏡技師会 2022/8/27 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） WEB配信

群馬県消化器内視鏡技師会 2022/9/11 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） 前橋商工会議所　サクラ

栃木県消化器内視鏡技師会 2022/9月頃 栃木県消化器内視鏡技師会機器取扱い講習会 未定

長野県消化器内視鏡技師会 2022/6/12 機器取り扱い講習会（基礎編） web開催

新潟県消化器内視鏡技師会 2022/9月頃 機器取り扱い講習会（基礎編） 未定

東海消化器内視鏡技師会 2022/6/12 機器取り扱い講習会　基礎編（フジ） ｉビル７F　シビックホール

東海消化器内視鏡技師会 2022/9/4 機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） ｉビル７F　シビックホール

2022/4/4～4/18 第53回機器取り扱い講習会　基礎編（オリンパス） WEB（オンデマンド）

2022/8/22～9/5 第54回機器取扱い講習会　基礎編（オリンパス） WEB（オンデマンド）

島根県消化器内視鏡技師会 2022/6/12 機器取扱い講習会　基礎編（フジ） 島根県立中央病院

中国地区消化器内視鏡技師会 2022/7/24 機器取扱い講習会　基礎編（フジ） WEB開催

山口県消化器内視鏡技師会 2022/8/27 機器取扱い講習会　基礎編（オリンパス） 防府市地域協働支援センター

四国 四国消化器内視鏡技師会 2022/6/4～6/11 第20回機器取扱い講習会（基礎編/オリンパス） web開催

九州 九州消化器内視鏡技師会 2022/7/9～7/24 機器取扱い講習会　基礎編（オリンパス） WEB

近畿 近畿消化器内視鏡技師会

中国

■2022年（令和4年）

※ 下記一覧は2022年6月29日時点の開催情報（予定）でございます。

※ 新型コロナウイルス感染症影響により変更が生じる可能性もございますので、最新の開催情報は【消化器内視鏡技師会】または【技師会各支部】へご確認ください。

※ 講習会中止・延期により所定回数の出席を満たせなくなった場合、受験申請はできかねます。

※ 9月開催の講習会にWEB参加した場合、受験申請書提出時点で参加証・受講証がお手元にご用意できない場合は受験申請受理ができかねます。

　　受講証明書の交付方法や発行日数は【主催の技師会各支部】へお問い合わせください。

北海道

関東

甲信越

東海


