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申込日：平成 30 年     月      日 

◇受講を希望する会場について、いずれか 1111 ヵ所ヵ所ヵ所ヵ所    に ○○○○    を付けて下さい。 

受講会場・定員受講会場・定員受講会場・定員受講会場・定員    日日日日        程程程程    

 

東京東京東京東京：日本医師会館 

（定員：150 名） 

前期： 平成 30 年 10 月 7 日（日）、8 日（月・祝） 

後期： 平成 30 年 12 月 2 日（日） 

 

大阪大阪大阪大阪：大阪府医師会館 

（定員：40 名） 

前期： 平成 30 年 11 月 23 日（金・祝）、24 日（土） 

後期： 平成 31 年 2 月 3 日（日） 

 基本情報 及び 受講票の送信先  

フリガナ  

氏 名  

生年月日 （T・S・H）   年   月   日（※修了証書作成の際、個人の特定のため） 

所属(医療)機関名  

部署/診療科/役職名  

検案業務との関わり 
 □ 警察の検視・死体調査への立会いに従事       

 □ 上記業務に従事する予定・希望あり    □ 救急救命医 

所在地 

〒    —  

 

電話番号 (    )    — FAX 番号 (    )    — 

E メールアドレス ＠ 

受講票の送信先   □ FAX     ・     □ E メール 

「修了証書」の送付先  

 □□□□上記、所属上記、所属上記、所属上記、所属((((医療医療医療医療))))機関機関機関機関の住所の住所の住所の住所へ送付するへ送付するへ送付するへ送付する    

  

上記所属(医療)機関

以外以外以外以外の送付先住所 

〒    —  

 

 

電話番号 (       )       — 

 受講歴について  

国立保健医療科学院（埼玉県和光市）が主催する死体検案研修会の受講 □ 有 

日本医師会が主催する死体検案研修会（上級）の受講 

□ 平成 26 年度 

□ 平成 27 年度 

□ 平成 28 年度 

□ 平成 29 年度 

 

 ※見学実習の受講希望施設について、お尋ねします。（参考）（参考）（参考）（参考） 

 現時点の実習受講希望施設を、別添の協力施設リスト（予定）の中から 

1 ヵ所選び、その番号を記入してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

※見学実習を含む前期・後期のカリキュラムを全て受講し、

修了要件を満たしたと判定された方に｢修了証書｣を発行し

ます。受取りが可能な送付先を記入してください。 

 

※すべての項目にもれなくご記入ください。 

 申込み受付け後、数日中に【受講票】を送信します。 

H 

（実際の見学実習は、ご自身でご自身でご自身でご自身で希望の施設に希望の施設に希望の施設に希望の施設に直接直接直接直接連絡のうえ連絡のうえ連絡のうえ連絡のうえ行って頂きます。） 

※以下に該当する場合にのみ✓を入れてください。受講歴がない項目は未記入で結構です。 

(□に✓を入れて下さい) 

 ※個人情報の取り扱いについて 

 ご記入頂いた情報及び修了者名簿は、以下の目的で利用します。 

 ①本研修会に関わる業務   ②都道府県医師会・郡市区医師会との情報共有 

番号 

平成 30 年度 死体検案研修会（上級） 申 込 書 
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線
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テキストボックス
定員に達しました。



見学実習 協力施設リスト見学実習 協力施設リスト見学実習 協力施設リスト見学実習 協力施設リスト（予定）（予定）（予定）（予定） ※斜線のついていない施設斜線のついていない施設斜線のついていない施設斜線のついていない施設からお選びください。

No.No.No.No. 施設名施設名施設名施設名 所在地所在地所在地所在地 No.No.No.No. 施設名施設名施設名施設名 所在地所在地所在地所在地

1 北海道大学大学院 札幌市北区 41 浜松医科大学 浜松市

2 札幌医科大学 札幌市中央区 42 名古屋大学大学院 名古屋市昭和区

3 旭川医科大学 旭川市 43 名古屋市立大学大学院 名古屋市瑞穂区

4 弘前大学大学院 弘前市 44 藤田保健衛生大学

5 岩手医科大学 岩手県紫波郡 45 愛知医科大学 長久手市

6 東北大学大学院 仙台市 46 福井大学 福井県吉田郡

7 秋田大学大学院 秋田市 47 三重大学大学院 津市

8 山形大学 山形市 48 滋賀医科大学 大津市

9 福島県立医科大学 福島市 49 京都大学大学院 京都市

10 筑波大学大学院 つくば市 50 京都府立医科大学大学院 京都市

11 自治医科大学 栃木県下野市 51 大阪大学大学院 吹田市

12 獨協医科大学 栃木県下都賀郡 52 大阪市立大学大学院

13 群馬大学大学院 前橋市 53 大阪医科大学 高槻市

14 防衛医科大学校 埼玉県所沢市 54 関西医科大学

15 埼玉医科大学 埼玉県入間郡 55 近畿大学 大阪狭山市

16 千葉大学大学院 千葉市中央区 56 奈良県立医科大学 橿原市

17 東京大学大学院 東京都文京区 57 和歌山県立医科大学 和歌山市

18 東京医科歯科大学大学院 58 神戸大学大学院 神戸市

19 東京医科大学 東京都新宿区 59 兵庫医科大学 西宮市

20 東京女子医科大学 東京都新宿区 60 鳥取大学 米子市

21 東京慈恵会医科大学 東京都港区 61 島根大学 出雲市

22 東邦大学 62 岡山大学 岡山市

23 日本大学 63 広島大学大学院 広島市

24 日本医科大学 東京都文京区 64 山口大学大学院 宇部市

25 慶應義塾大学 東京都新宿区 65 徳島大学大学院 徳島市

26 昭和大学 66 香川大学 木田郡三木町

27 順天堂大学 67 愛媛大学大学院 愛媛県東温市

28 帝京大学 68 高知大学 南国市

29 杏林大学 東京都三鷹市 69 九州大学大学院 福岡市

30 横浜市立大学大学院 横浜市金沢区 70 福岡大学 福岡市

31 北里大学 71 産業医科大学 北九州市

32 聖マリアンナ医科大学 川崎市 72 久留米大学 久留米市

33 東海大学 伊勢原市 73 大分大学 由布市

34 新潟大学大学院 新潟市 74 佐賀大学 佐賀市

35 信州大学 松本市 75 長崎大学大学院 長崎市

36 山梨大学大学院 中央市 76 熊本大学大学院 熊本市

37 富山大学大学院 富山市 77 宮崎大学 宮崎市

38 金沢大学大学院 78 鹿児島大学大学院 鹿児島市

39 金沢医科大学 石川県河北郡 79 琉球大学大学院 沖縄県中頭郡

40 岐阜大学大学院 岐阜市 80 東京都監察医務院

81 大阪府監察医事務所 大阪市中央区

82 兵庫県監察医務室 神戸市兵庫区

※斜線の施設は昨年度見学実習の受け入れがなかった施設です。

受け入れ施設は今年度変更になる可能性があります。

（今年度受け入れ施設の確定版は前期研修において配付します。）




