
第 36回超音波検査士認定試験についてのお知らせ 

2021 年 10 月 6 日 

以下４項目について、お知らせいたしますので、ご熟読ください。 

１．各会場の受験領域について 

受験領域ごとの試験会場(西日本、東日本別)が決まりましたのでお知らせいたします。 

西日本会場 

領域 施設名 会場名 階数 
会場 

番号 

消化器 

TKP ガーデンシティ大阪梅田 

大阪府大阪市福島区福島 5-4-21  

TKP ゲートタワービル 

JR 福島駅 出口から 徒歩 3 分 

大阪メトロ西梅田駅 地下街 6-2 番出口から 徒歩 2 分 

大阪メトロ梅田駅 中央改札 8 番出口から 徒歩 13 分 

施設 HP 

  

バンケット 12A 12 階 西① 

カンファレンスルーム 13A 13 階 西② 

カンファレンスルーム 13B 13 階 西③ 

バンケット 14A 14 階 西④ 

バンケット 15A 15 階 西⑤ 

泌尿器 

産婦人科 
カンファレンスルーム 16B 16 階 西⑥  

血管 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 大阪駅前 

大阪府大阪市北区曽根崎新地 2-3-21 ax ビル 

JR 大阪環状線 大阪駅 中央口 徒歩 5 分 

施設 HP 

トワイライト 4 階 西⑦ 

健診 
TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋 

大阪府大阪市中央区南船場 4-3-2 

 ヒューリック心斎橋ビル 3F/4F 

大阪メトロ心斎橋駅 3 番出口から 徒歩 2 分 

施設 HP 

バンケット 3A 3 階 西⑧ 

体表臓器 

カンファレンスルーム 4D 

4 階 

西⑨ 

カンファレンスルーム 4E 西⑩ 

カンファレンスルーム 4F 西⑪ 

カンファレンスルーム 4H 西⑫ 

循環器 

TKP 心斎橋駅前カンファレンスセンター 

大阪府大阪市中央区南船場３丁目 11-18 

大阪メトロ心斎橋駅 3 番出口から 徒歩 2 分 

施設 HP 

ホール 3A 

3 階 

西⑬ 

カンファレンスルーム 3A 西⑭ 

カンファレンスルーム 3B 西⑮ 

ホール 11A 
11 階 

西⑯ 

ホール 11B 西⑰ 

 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-osaka-umeda/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-osaka-ekimae/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-shinsaibashi/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinsaibashi-ekimae/


東日本会場 

領域 施設名 階数・部屋名 
会場 

番号 
施設詳細 

消化器 ベルサール渋谷ガーデン 

東京都渋谷区南平台町 16-17 

住友不動産渋谷ガーデンタワー 

「渋谷駅」西口徒歩 10 分（JR 線） 

「渋谷駅」A0 出口徒歩 9 分 

（半蔵門線・副都心線・田園都市線・東横線） 

施設 HP 

地下１F ホールＣ 東① 

いずれも渋谷駅

に近い施設です

が、2 つの会場

は渋谷駅から正

反対の位置にあ

りますので、会

場をお間違え無

いようにご注意

ください。 

健診 地下１F ホールＡＢ 東② 

泌尿器 

血管 
１F 東③ 

循環器 

ベルサール渋谷ファースト 

東京都渋谷区東町 1 丁目 2-20  

住友不動産渋谷ファーストタワー 

「渋谷駅」C1 出口より徒歩 6 分 

（半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線） 

「渋谷駅」東口より徒歩 8 分（JR 線） 

「表参道駅」B1 出口より徒歩 10 分 

（銀座線・半蔵門線・千代田線） 

施設 HP  

地下１F 東④ 

体表臓器 

産婦人科 
２F 東⑤ 

 

 

２．試験当日のスケジュールについて 

 

＜スケジュール＞ 

9:00～10:10   受験者入室 

10:10～10:20   「体調チェックシート」の回収・注意事項の説明および試験問題・解答 

用紙配布（10 分） 

10:20～11:30   「臨床領域」筆記試験（70 分 35 題） 

11:30～12:20   休  憩（50 分） 

12:20～12:30   試験問題・解答用紙配布（10 分） 

12:30～13:40   「医用超音波の基礎」筆記試験（70 分 35 題）                

 

＜注意事項＞ 

※ 試験開始時間および終了時間が例年と異なっておりますのでご注意ください。 

※ 会場内での食事はご遠慮ください(休憩時間中の飲み物は可） 

※ 会場内での会話はお控えください。 

 

３．「体調チェックシート」について 

 

受験票に同封する「体調チェックシート」に試験一週間前からの体温などをご記載の上、試験当日に受験

票とともにご持参ください。 

 

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyagarden/
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/


４． 以下に該当する方は、当日の受験をお控えください。 

 

① 新型コロナウイルス感染症に罹患し、治癒していない方 

② 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者（疑いも含む）として、職場や保健所等の指示により試験日

時点で自宅待機となっている方 

③ 試験日 3 日前(11 月 25 日(木))から試験当日までに新型コロナウイルス感染症を疑う症状(37.5℃以上

の発熱、呼吸器症状、強いだるさ、味覚・嗅覚障害など)がある方 

④ その他、体調不良の方 

 

上記①から④に該当する方および職場からの自粛要請が出て参加できない方は試験当日までにメール

(soumu@jsum.or.jp) にてご一報いただき、後日『第 36 回超音波検査士認定試験受験辞退願い』をご

提出ください。来年度への受験振替が可能です。詳しくは『【重要なお知らせ】第 36 回超音波検査士

認定試験の実施について(2021 年 9 月 17 日)』をご覧ください。 

 

公益社団法人日本超音波医学会  

101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-23-1  

お茶の水センタービル 6F 

E-mail soumu@jsum.or.jp 

mailto:soumu@jsum.or.jp
https://www.jsum.or.jp/capacity/rms/downloads/pdf/covid19_taiou.pdf
https://www.jsum.or.jp/capacity/rms/downloads/pdf/covid19_taiou.pdf
https://www.jsum.or.jp/capacity/rms/downloads/pdf/covid19_taiou.pdf

