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【事務局からのお知らせ】
会員動向（2011年 2月10日現在数720名, 専門医 575名）
【新入会員】
出居 真由美

先生

：順天堂大学医学部

臨床検査医学講座

田中

裕滋

先生

：近畿大学医学部臨床検査医学

松下

一之

先生

：千葉大学医学部附属病院検査部

楠見

智巳

先生

：大館市立総合病院

久川

聡

菅内

文中

先生

臨床検査科

：株式会社保健科学研究所

先生

：名古屋市厚生院附属病院

【新入賛助会員】
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
【所属・その他変更】
野間 喜彦 先生 ：旧
新

徳島大学医学部附属病院検査部
医療法人川島会川島病院

益田

順一

先生

：旧
新

島根大学医学部臨床検査医学講座
鰍沢社会保険介護老人保健施設サンビューかじかざわ

吉田

治義

先生

：旧
新

福井大学医学部附属病院検査部
杉田玄白記念公立小浜病院 病院長

塩野

さおり

先生

：旧
新

順天堂大学浦安病院 病理診断科
順天堂大学医学部 人体病理学

【退会会員】
山口 延男 先生：神戸大学名誉教授
降矢

&#29074;（けい）

荻原みさき病院名誉院長（2010年12月31日）

先生：株式会社保健科学研究所（2010年12月31日）

中川

俊正

先生

（2010年12月31日）

荒木

仁子

先生

（2010年12月31日）

【平成23年度「教育セミナー」参加者募集中のお知らせ】
平成23年度の「教育セミナー」は、下記の要領で実施します。全会員が受講可
能ですが、内容は臨床検査専門医試験受験者を対象にしたものです．現在、参
加者を募集中です（平成23年3月18日（金）まで）。参加ご希望の方はお早め
にお申し込みください。
詳細はホームページ
http://www.jaclap.org/candidate/pdf/seminar_h23.pdf
をご覧ください．尚、既にお申込みを頂いた方には受講決定通知書を順次送付
しております。
第78回教育セミナー（講義形式セミナー）
開催日時：平成23年4月23日（土） 9：00～17：00
開催場所：順天堂大学
※一般検査、血液検査、生化学検査、免疫検査に関する図説を中心とした講義
と微生物検査、臨床免疫に関する講義を行います。
第79回教育セミナー（実技講習形式セミナー）
開催日時：平成23年5月8日(日)
9：00～16：00
開催場所：自治医科大学
※輸血検査の講義と実習、微生物検査の実習を中心に行います。

【平成23年度第一回生涯教育講演会のお知らせ】
平成23年度から新たに、生涯教育講演会を開催いたします。第21回春季大会
に連動させて、下記の要領で開催します．すべての会員（専門医試験受験予定
者）を対象としたリスクマネージメントと検査室管理に関する講演会です。臨床
検査専門医の方は、資格更新の単位10点を取得することができます。また、
本講演会は、日本臨床検査医学会のリスクマネージメントに関する講演会の
ひとつとして認定されています。
詳細はホームページ
http://www.jaclap.org/candidate/pdf/1st_edLEC.pdf
をご覧ください。
開催日時：平成23年6月10日(金) 15時～17時
（第21回日本臨床検査専門医会春季大会の前に開催されます）
開催場所：アイーナ（いわて県民情報交流センター,http://www.aiina.jp/）
020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号
（JR盛岡駅から徒歩4分、東北自動車道盛岡ICから車で8分）
参加費：2,000円
※
事前申し込みは不要です。直接、会場におこしください。
≪プログラム≫
講義１．木村 聡（昭和大学横浜市北部病院 検査部長）
「検査室のリーダーシップ入門」
講義２．高橋 智（岩手医科大学附属病院 医療安全推進室長）
「日常の医療安全と医療倫理」
【第21回日本臨床検査専門医会春季大会のお知らせ】
第21回日本臨床検査専門医会春季大会が下記の日程で開催されます。
なお、6月10日(金)の特別講演終了後、懇親会を行います。懇親会では盛岡
名物『わんこそば』大会として、2007-2009年全日本わんこそば選手権三連覇し
殿堂入りされた菅原初代さんをゲストに迎え、楽しい企画を行います。奮って
ご参加ください。
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）
開催日時：平成23年6月10日（金）～11日（土）
会
場：アイーナ（岩手県民情報交流センター）
≪プログラム(案)≫
※内容は今後変更されることがあります。
2011年6月10日(金) 18:00～
特別講演：『地域医療の現状と将来展望』
岩手医科大学学長（前全国医学部長病院長会議会長）小川 彰 先生
2011年6月11日（土）9：25～15：35
9：00 受付開始
9：25 開会挨拶 諏訪部 章（岩手医科大学医学部臨床検査医学講座）
9：30～11：30 シンポジウムⅠ「検査専門医による横断的診療支援」
司会 高橋伯夫（関西医大）
一山 智（京都大学）
１．神尾多喜浩（済生会熊本病院中央検査部）
「当院検査部でのBSCおよび年間行動計画の作成と業績発表会の実施」
２．木村 聡（昭和大学横浜市北部病院）
「電子カルテ『掲示板』機能を活用したコメント記載による診療貢献」
３．橋本琢磨（公立能登総合病院）
「検体検査管理医としての働き」
４．鈴木啓二朗（岩手医科大学医学部臨床検査医学講座）
「輸血業務における検査医の役割」
５．八田益充（東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座感染制御・検査
診断学分野）
「感染制御・感染症診療における検査医の役割」
６．総合討論
11：30～12：30 ランチョンセッション「検体管理加算（Ⅳ）は病院運営に貢献
できたか」
司会 宮澤幸久（帝京大学医学部臨床病理学）
１．池淵研二（埼玉医科大学病院中央検査部、輸血・細胞移植部）
「私立医大のアンケート調査から」
２．齋藤勝彦（富山市民病院中央研究検査部）
「研修指定病院（市中病院）の立場から」
３．東條尚子（東京医科歯科大医学部附属病院検査部）
「次期診療報酬改定と検体管理加算（Ⅳ）」
12：30～13：00 休憩：ちゃぐちゃぐ馬こ 見学タイム
※12時40分前後会場から近い盛岡駅前を行列が通過します。
興味ある方はぜひ会場を出てご見学ください。
13：00～13：30

第38回日本臨床検査専門医会総会

13：30～15：30

シンポジウムⅡ「臨床検査科はどうなった？ ～実践施設の検査

専門医に聞く～」
司会
村田 満（慶応大学）
萱場広之（秋田大学）
１．和田英夫（三重大学大学院医学系研究科病態解明学講座検査医学分野）
「血栓・止血異常診療センターの役割について」
２．安東由喜雄（熊本大学大学院生命科学研究部病態情報解析分野
「検査カフェと臨床検査科」
３．末広 寛（山口大学大学院医学研究科臨床検査・腫瘍学分野）
「遺伝診療外来と臨床検査科」
４．村上正巳（群馬大学大学院医学系研究科病態検査医学）
「術前スクリーニングにおける臨床検査科の役割」
５．菅野剛史
【特別発言】「検査専門医と広域診療支援」～医師会とのネットワークの必要性～
６．総合討論
15：30

次期会長挨拶

日野田裕治（山口大学大学院医学研究科臨床検査・腫瘍学分野）

15：35

閉会の挨拶

諏訪部

章（岩手医科大学医学部臨床検査医学講座）

【第22回日本臨床検査専門医会春季大会】
開催予定会場：山口大学医学部霜仁会館、宇部国際ホテル
開催予定日時：平成24年3月23日（金）、24日（土）
大会長 日野田裕治 教授（山口大学大学院医学研究科臨床検査・腫瘍学分野）
【平成23年度の行事予定のお知らせ】
平成23年度 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、場所の変更が生じる場合があります。変更があり次第JACLaP WIRE、
JACLaP NEWSでお知らせします。その都度ご確認ください。
平成23年
3月11日（金） 第一回常任幹事会（日本臨床検査専門医会事務局）
4月23日（土） 第78回 教育セミナー（順天堂大学）
5月8日（日） 第79回 教育セミナー（自治医科大学）
6月10日（金） 第二回全国幹事会（アイーナ（岩手県民情報交流センター））
6月10日（金） 第1回生涯教育講演会（アイーナ（岩手県民情報交流センター））
6月10日（金）～11日（土） 第21回日本臨床検査専門医会春季大会（アイーナ
（岩手県民情報交流センター））
6月 11日（土） 第38回日本臨床検査専門医会総会（アイーナ（岩手県民情報
交流センター））
7月22日（金） 第28回臨床検査振興セミナー（東京ガーデンパレス）
10月14日（金）第二回常任幹事会（日本臨床検査専門医会事務局）
11月17日（木）第三回全国幹事会（岡山コンベンションセンター）
11月17日（木）第39回日本臨床検査専門医会総会・講演会（岡山コンベンション
センター）
12月16日（金） 第三回常任幹事会（日本臨床検査専門医会事務局）
【会費振り込みのお願い】
平成23年度の会費振込用紙をお送りしますのでお振込をお願い致します。尚、
未納分のある会員の方々は合計額をお振込ください。（納入状況は振込用紙
に記載致します）
年会費：1万円
郵便振り込み口座：00100-3-20509
日本臨床検査専門医会事務局
ご自身の振り込み状況が不明な先生は、事務局までE-mailまたはFAXでお問い
合わせください。
【住所変更・所属変更に伴う事務局への通知について】
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います。
勤務先、住所およびE-mail address等の変更がありましたら必ず事務局までお
知らせ下さい。変更事項は本年度会費の振り込み用紙に記載するか、ホーム
ページから【会員情報変更届】をダウンロードしてそれに記載し、FAXあるいは
E-mailでお送りください。
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