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【東日本大震災で被災された方々へのお見舞い】
この度の東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます．
お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご家族の
皆様には謹んで哀悼の意を表します．被災地域の一日も早い復興をお祈り
いたします．
日本臨床検査専門医会は、会員の皆様方と情報を共有し、臨床検査専門医
としてできることから支援・協力を実行していきたいと考えています．地震に
関する情報や現況、支援についてのご意見などがございましたら、事務局
（senmon-i@jaclp.org）
までお寄せください．
【事務局からのお知らせ】
会員動向（2011年4月1日現在数724名, 専門医 576名）
【新入会員】
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【第26回世界病理学・臨床検査医学会議のお知らせ】
第26回世界病理学・臨床検査医学会議（XXVI World Congress of the World
Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine (WASPaLM)
は米国臨床病理学会年総会と共催で2011年10月19-22日まで、ラスベガス市
The Venetian-Palazzo Resort Hotel Casinos で開催されます．
第42代アメリカ合衆国大統領 Bill Clinton氏による”Embracing Our Common
Humanity”の Keynote Lectureを皮切りに、形態病理、検査医学の講演、
シンポジウム、学術発表、教育セッションなど盛りだくさんのプログラムが予
定されています．
一般演題ポスターの締め切りは米国時間4月29日午後12時までです。
直接ASCPのホームページ

（http://www.ascp.org/2011AnnualMeeting）
からお申し込み下さい。優秀演題は口演の機会が与えられます．投稿要項は
http://www.jslm.org/others/news/2011am_ascp.pdf
をご覧ください．
参加登録料（医師）は＄899 （6月30日まで）、＄999 （7月1日～8月31日）、
＄1099 （9月１日以降）です。詳細はＡＳＣＰのホームページをご覧ください．
現在のところ、日本からのグループツアーは予定しておりません．
ラスベガスは全米一のリゾート地で豪華な設備のホテル/カジノを数多く有し、
エンターテイメントは充実しており、予想外に宿泊料は安価です。日本語ツア
ーによるGrand Canyon National Park ツアー（観光飛行機）、Hooverダム見学
バスツアー、レンタカーによるDeath Valley ドライブなどの自然、観光スポット
に恵まれた地域でもあります．
これを機会に是非、学会にご参加ください．
情報提供：
WASPaLM理事
旭川医大臨床検査医学
伊藤 喜久 先生
【平成23年度「教育セミナー」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．お申込み
いただいた方には受講決定通知書及びご案内をお送り致しました．未だ
届いていない方がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡ください．なお、
参加申し込みは3月18日をもって終了いたしました．
第78回教育セミナー（講義形式セミナー）
「一般検査・血液検査・生化学・免疫検査、精度保証」
開催日時：平成23年4月23日（土） 9：00～17：00
開催場所：順天堂大学医学部 10号館1階 105カンファレンスルーム
(東京都文京区本郷2－1－1)
≪プログラム≫
8：30 ～ 9：00
9：00 ～ 9：05

受付
開会挨拶
日本臨床検査専門医会
渡辺 清明
9：05 ～10：00 一般検査（尿沈渣，医動物）
慶應義塾大学臨床検査医学
菊池 春人
10：00 ～11：00 血液形態検査（末梢血・骨髄像）
順天堂大学臨床検査医学
田部 陽子
11：10 ～11：50 生化学・免疫検査（酵素・蛋白・抗核抗体）
自治医科大学臨床検査医学
山田 俊幸
11：50 ～13：00 昼食（お弁当を準備します）・情報交換
13：00 ～14：30 感染症検査
順天堂大学臨床検査医学
近藤 成美
14：40 ～15：50 臨床検査の診断特性評価と精度管理
順天堂大学臨床検査医学
三宅 一徳
15：50 ～16：30 検査と医療安全
順天堂大学臨床検査医学
三井田 孝
16：30 ～17：00 専門医認定試験について(質疑応答）
自治医科大学臨床検査医学
山田 俊幸
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】
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
※
4月22日の常任幹事会で開催するか否かを含めた詳細を決め、次号
にあらためて掲載いたします。
【第21回日本臨床検査専門医会春季大会のお知らせ】
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）
※
4月22日の常任幹事会で開催するか否かを含めた詳細を決め、次号
にあらためて掲載いたします。
【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
4月22日（金） 臨時常任幹事会（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したので振込をお願い致します．
尚、未納分のある会員の方々は、振込金額をご訂正・ご捺印の上、合計額を
お振込ください．（納入状況は振込用紙に記載しております）
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．
※青森、岩手、宮城、福島、茨城県の一部の先生方には、4月１日現在、
会費振込用紙をお送りしておりません．後日あらためて発送いたします．
【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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