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【本年度の行事予定のお知らせ】
今後の日本臨床検査専門医会の行事予定をお知らせいたします。
開催日時、場所の変更もある場合があります。変更があり次第JACLaP WIRE等で
お知らせします。その都度ご確認ください。
平成22年
7月22日（木） 第27回臨床検査振興セミナー （東京ガーデンパレス）
９月９日（木） 第3回全国幹事会 （京王プラザホテル）
９月９日（木） 第37回日本臨床検査専門医会総会および講演会 （京王
プラザホテル）
10月22日（金） 第３回常任幹事会 （日本臨床検査専門医会事務局）
12月17日（金） 第４回常任幹事会 （日本臨床検査医学会事務所）
【第27回臨床検査振興セミナーのお知らせ（最終確定版）】
第27回日本臨床検査専門医会 臨床検査振興セミナーが下記の日程で開催され
ます。診療報酬改定について、貴重なお話が聞けるまたとない機会です。是非
ご参加ください。
参加費：賛助会員は1名まで無料、2名以上の場合は追加1名につき4,000円
（情報交換会費用含む）
A会員、B会員、有功会員および名誉会員は無料です。
日時：7月22日（木） 14時から17時
場所：東京ガーデンパレス ２F 高千穂
テーマ：これからの診療報酬改定 －おもに臨床検査に関してー
座長 佐守 友博（日本臨床検査専門医会 渉外委員長）
１４時１０分から１５時００分
演題 行政の立場から
「平成22年度の診療報酬改定について」
演者 佐久間 敦（厚生労働省 保険局医療課 課長補佐）
１５時００分から１５時５０分
演題 日本臨床検査医学会の立場から
「診療報酬と臨床検査」
演者 宮澤 幸久 （日本臨床検査医学会

理事長）

１６時００分から１６時５０分
演題 日本衛生検査所協会の立場から
「日衛協から見た外部委託検査の緊急課題」
演者 田澤 裕光 （日本衛生検査所協会 副会長）
※ ひきつづき、情報交換会を開催いたします。
【第37回日本臨床検査専門医会総会のお知らせ】
第57回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、第37回日本臨床検査専門医会
総会が開催されます。多数の会員の参加をお待ちしています。
日時：9月9日(木) 13時30分から14時05分
場所：京王プラザホテル 本館５F コンコードC
【日本臨床検査専門医会 講演会のお知らせ】
第37回日本臨床検査専門医会総会に引き続き、講演会が開催されます。多数の
会員の参加をお待ちしています。
日時：9月9日(木) 14時10分から15時
場所：京王プラザホテル 本館５F コンコードC
座長：渡邊 卓 教授（杏林大学医学部 臨床検査医学）
演題：チーム医療における検査専門医の役割
～臨床検査を医療の裏方から表舞台へ～
演者：諏訪部 章 教授（岩手医科大学医学部 臨床検査医学講座）
【第3回全国幹事会】
第57回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成22年度第3回全国幹事会
を開催いたしますのでお知らせいたします。常任幹事・全国幹事・監事の先生
はご参集をお願いいたします。
日時：9月9日（木） 12時30分から13時30分
場所：京王プラザホテル 本館４F けやき

【第2回資格審査・会則改定委員会】
第57回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成22年度第2回資格審査・
会則改定委員会を開催いたしますのでお知らせいたします。委員の先生はご参集
をお願いいたします。
日時：9月9日（木） 10時から11時
場所：京王プラザホテル 南４F なつめ
【第2回保険点数委員会】
第57回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成22年度第2回保険点数
委員会を日本臨床検査医学会 臨床検査点数委員会と合同で開催します。委員の
先生はご参集をお願いいたします。
日時：9月9日（木） 15時から16時
場所：京王ブラザホテル 本館４F けやき
【第2回専門医広告啓発促進ワーキンググループ会議】
第57回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成22年度第2回専門医広告
啓発促ワーキンググループ会議を、日本臨床検査医学会 広報委員会と合同で
開催いたしますのでお知らせいたします。委員の先生はご参集をお願いいたします。
日時9月9日（木） 15時から16時
場所：京王プラザホテル 南４F かつら
【第1回情報出版委員会】
第57回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成22年度第１回情報出版
委員会を開催いたしますのでお知らせいたします。委員の先生はご参集をお願い
いたします。
日時 9月11日（土） 8時から9時
場所：京王プラザホテル 本館４２F 武蔵
【第2回専門医数増加方策検討ワーキンググループ会議】
第57回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成22年度第2回専門医増
加方策ワーキンググループ会議を開催いたしますのでお知らせいたします。委員
の先生はご参集をお願いいたします。
日時：9月11日（土）
19時から20時
場所：京王プラザホテル 本館４２F 御岳
【第21回日本臨床検査専門医会春季大会のお知らせ】
開催予定会場：アイーナ（いわて県民情報交流センター、http://www.aiina.jp/）
開催予定日時：平成23年6月10日（金）、11日（土）
大会長 諏訪部 章 教授（岩手医科大学医学部 臨床検査医学講座）
備考 この日は市内を馬に乗った子供たちが市内を練り歩く盛岡名物「ちゃぐ
ちゃぐ馬コ」（http://www.vill.takizawa.iwate.jp/chag ）が開催されます。
ぜひたくさんの参加をお待ちしております。
【第26回世界病理学・臨床検査医学会議2011年のおしらせ】
WASPaLM Asin Director 伊藤 喜久先生より、第26回世界病理学・臨床検査医学
会議（2011年）に関して、最新の情報を提供していただきましたので、会員の
皆様にご知らせ申し上げます。
＜＜第26回世界病理学・臨床検査医学会議＞＞
WASPaLM XXVI World CongressはAmerican Society for Clinical Pathology(ASCP)
と共催で、2011年10月19日から23日まで、Las Vegasで開催されます。
現時点で入手した情報をお伝えします。ASCPの年次集会に併せて開かれる学会
ですので、形態病理を専門とされる先生にも数多くのプログラムが用意されて
います。奮ってご参加ください。
期間

2011年10月19日―23日

会場

Venetian-Palazzo, Resort Hotel Casinos (4027人収容)

登録

登録料は決定後公表（US$ 500）
事前登録2011年1月―8月15日まで
通常登録2011年8月16日以降
登録方法：ASCP website からhttp://ascp.org/

（予定）

演題募集
ポスター 2011年1月15日―3月31日 Web siteによる登録。審査あり。
E-Presentation；通常の形式で登録。学会終了後も一定期間、サイトに掲載
される予定。
V-Presentation： 口頭で説明を加えた形式で登録。学会終了後も一定期間、
サイトに掲載される予定。
特別講演、シンポジウム、教育研修プログラムなどの企画提案
各国学会、個人から企画提案を集めASCP, WASPaLMの実行委員会での協議により
最終決定。
教育研修プログラム：専門別に１００字以内に取り上げてもらいたい内容を記述提案。
学術研究プログラム：書式に従い具体的に記述提案。

2010年8月2日までの期間にASCP website（www.ascp.org/2011AnnualMeeting）に
申し込み。
教育、研究プログラムにおきまして、魅力的な新しい企画がありましたら、
小職まで直接ご提案ください。こちらのルートからも提案させていただきます。
お早めに、よろしくご検討ください。
WASPaLM Asian Director
伊藤 喜久
【事務局の移転について】
事務局は平成22年6月11日（金）に、下記に移転しましたのでお知らせします。
新事務局
郵便番号 101-0027
東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル908号
電話＆FAX： 03-3864-0804
E mail：senmon-i@jaclp.org （変更なし）
URL：http://www.jaclap.org （変更なし）
【住所変更・所属変更に伴う事務局への通知について】
最近、住所・所属の変更にともなって定期刊行物、JACLaP WIREなど電子メールの
連絡が着かなくなる会員が多くなっています。
勤務先（所属）、住所、名称の変更およびE-mail addressの変更がありましたら、
必ず事務局までお知らせください。
当会ホームページから会員登録票をダウンロードしてそれに記載し、FAXあるいは
E-mailでお送り下さい。
【今年度会費振り込みのお願い】
平成22年度の会費納入がお済みでない先生は振込をお願いします。会費振込用
紙にはすでに先生のお名前が記入されていますので、勤務先、所属、住所、
E-mail addressの変更がありましたら通信欄にご記入をお願いいたします。
なお、振込用紙をなくされた先生は、
郵便振込口座：00100-3-20509
日本臨床検査専門医会事務局
までお願いいたします。
年会費1万円
また、ご自身の振込状況が不明な先生は、事務局までE-mailまたは電話 FAXで
お問い合わせください。
昨年度より過去2年間会費を滞納している先生には、Lab CP、JACLaP NEWS、
要覧の発送、JACLaP WIREの発信を停止いたします。悪しからずご了承下さい。
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