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【会費振り込みのお願い】
今年度の会費納入が、まだ、お済みでない先生は必ず12月末日までに振込を
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．
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
発送を停止いたします．悪しからずご了承下さい．
＜連絡先＞日本臨床検査専門医会 事務局
（水・土日祝祭日は休業日）
電話・FAX：03-3864-0804
アドレス：senmon-i@jaclp.org
【事務局からのお知らせ】
会員動向（2011年12月5日現在数724名, 専門医 584名）
【退会会員】
家入蒼生夫 先生：

国際医療福祉大学

【所属・その他変更】
吉澤 明彦 先生 ：

旧

塩谷病院

京都大学医学部附属病院病理診断部
信州大学医学部病態解析診断学講座

新
倉園

普子

先生：

旧

株式会社ＰＣＬ札幌
新 有限会社ＹＫ病理＆美生研究所

【退会賛助会員】
わかもと製薬株式会社
【第2回生涯教育講演会のお知らせ】
すべての会員を対象としたリスクマネ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5点を取得することができ、臨床検査
管理医の方も資格更新の単位5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ジメントに関する講習会のひとつとして認定さ
れています．詳細はこちらをご覧ください．
http://www.jaclap.org/shogaikyoiku/20120323lifetime.pdf
開催日時：平成24年3月23日(金) 16時30分～19時
（第22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：国際ホテル宇部
〒755-0047 山口県宇部市島１－７－１
TEL：0836-32-2323
FAX：0836-32-2316
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≫
１．
今福裕司（福島県立医科大学感染制御・臨床検査医学）
「震災・原発事故と対応」
２．
土屋眞一（日本医科大学付属病院病理部）
「乳腺病変における針生検と細胞診断の現状と問題点」
【第22回日本臨床検査専門医会春季大会のお知らせ】

第22回春季大会のプログラム概要をお知らせします．
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）
開催会場：国際ホテル宇部
〒755-0047 山口県宇部市島１－７－１
TEL：0836-32-2323
FAX：0836-32-2316
開催日時：平成24年3月23日（金）、24日（土）
１日目（3月23日（金））
14：30－16：30 第2回全国幹事会
16：30－19：00 第2回生涯教育講演会
19：00－21：00 懇親会
2日目（3月24日（土））
9：25－9：30 大会長 開会挨拶

日野田裕治（山口大学）

9：30－12：00 シンポジウム１
「遺伝子検査の今後」
司会
野村 文夫 （千葉大学）
矢冨
裕 （東京大学）
シンポジスト
末広
寛 （山口大学）
中谷
中 （三重大学）
中山 智祥 （日本大学）
野村 文夫 （千葉大学）
前川 真人 （浜松医科大学）
宮地 勇人 （東海大学）
12：00－13：00

ランチョンセミナー

13：00－13：30

平成24年度第1回総会

13：30－15：30 シンポジウム２
「臨床検査専門医育成のための専門医教育のありかた」
司会
熊坂 一成 （上尾中央病院）
松尾 収二 （天理よろず相談所病院）
シンポジスト
土屋 達行 （日本大学）
本田 孝行 （信州大学）
玉真 健一 （University of Pittsburgh Medical Center）
原田 健右 （富山大学） 他
15：30-15：35
15：35－

次期会長挨拶 渡邊 卓 （杏林大学）
大会長閉会挨拶
日野田裕治 （山口大学）

第22回春季大会事務局
〒755-8505 山口県宇部市南小串１－１－１
山口大学 医学部附属病院 臨床診療部
山口大学 大学院医学系研究科 臨床検査・腫瘍学分野
代表
末広
寛
TEL：0836-22-2337
FAX：0836-22-2338
e-mail：ysuehiro@yamaguchi-u.ac.jp
【平成24年度教育セミナーのお知らせ】
平成24年度の「教育セミナー」は、本年度同様、「講義形式のセミナー」
を東京医科歯科大学で4月29日(日)に、「実習形式セミナー」を自治医科
大学で5月20日(日)に開催する予定です．これらは全会員が受講可能ですが、
内容は専門医試験受験者を対象にしたものです．詳細ならびに申し込み方
法は、平成24年1月に日本臨床検査専門医会ホームページに掲載いたします．
【平成24年度の行事予定】
平成24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24年
1月20日（金） 第一回全国幹事会(日本臨床検査医学会事務所)
3月23日（金） 第二回全国幹事会（国際ホテル宇部）
3月23日（金） 第2回生涯教育講演会（国際ホテル宇部）
3月23日（金）―24日（土）第22回日本臨床検査専門医会春季大会（国際ホテル宇部）
3月 23日（土） 第40回日本臨床検査専門医会総会（国際ホテル宇部）
4月29日（日） 第80回 教育セミナー（東京医科歯科大学）
5月20日（日） 第81回 教育セミナー（自治医科大学）
6月15日（金） 第一回常任幹事会（日本臨床検査専門医会事務局）
7月20日（金) 臨床検査振興セミナー(東京ガーデンパレス)

9月21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29日（木）第三回全国幹事会（国立京都国際会館(予定)）
11月29日（木）第41回日本臨床検査専門医会総会・講演会（国立京都国際会館(予定)）
12月21日（金） 第三回常任幹事会（日本臨床検査専門医会事務局）
【平成23年度第二回（第39回）総会報告】
平成23年度第二回総会は11月17日（木）に岡山コンベンションセンターにて開催
されました．
審議事項
第一号議案：平成24・25年度会長・監事選挙結果について
第二号議案：平成24年度予算案について
第三号議案：森三樹雄先生を名誉会員に、中島伸夫先生を有効会員に推薦
第一号、第二号および第三号議案は承認された．
報告事項
１．平成23年度中間会計報告
２．各委員会ならびにワーキンググループの活動報告
３．第22回および第23回春季大会の案内
【平成23年度講演会報告】
平成23年度第二回総会に引き続き、平成23年11月17日（木）岡山コンベン
ションセンターにて講演会が開催されました．橋本信也先生（医療教育情報セ
ンター理事長）より、日本の専門医制度の現状と今後の動向のご講演を頂き、
活発な討論が行われました．
【WASPaLM XXXVI/2011 ASCP報告】
WASPaLM XXXVI World Congressは2011 ASCP Annual Meetingと共催で、
ラスベガス市Venetian Hotel, Convention Centerにおいて、10月19日か
ら4日間開催された．総参加者数は2236名(日本人参加者17名)と昨年の
2倍を上回る盛況であった。ASCPの活動の基幹をなす一つはグローバルの
視点からの臨床病理の振興であり、これに呼応してWASPaLMも企画から学術
プログラム作成、講師派遣に至るまで各国が協力して学会活動の充実に貢献
した．特筆すべきプログラムはBill Clinton元大統領による基調講演で、
Bill Clinton財団によるHealth Access Initiativeによる小児のHIV/AIDS
の治療、予防対策、ハイチの地震後の医療システムの復興などの多くの人道
的な活動に対して、何度もスタンディングオベーションによる賛辞が送られた．
日本からの招待講演として、第2日目には東海大学宮地 勇人先生による
「Global standardization and quality services of molecular-genetic
testing」が行われJCCLSを中心として進められている標準化活動に高い関心
が寄せられた．SENさらにはISOに組み込まれGlobal standardとなる日も
近い。第3日目のオープニングではASCPとASCLS(American Society for
Clinical Laboratory Science)が東日本大震災で被害にあった臨床検査を学
ぶ学生達のために集められた義援金が日本臨床検査学教育協議会へ授与式
があった．ASCP International Japanese Advisory Board Chair の神戸
常盤大学 坂本秀生先生が代理受理され、日本臨床検査学教育協議会理事長
の千葉科学大学 三村邦裕先生よりの感謝状を代読された．またRound
table discussionでは昭和大学木村 聡先生をはじめ世界から選出された
スピーカー達により10のテーブルに別れて活発な質疑応答が展開された．
会場外には収容しきれない参加希望者であふれ、これまた関心の高さがうか
がわれた．最終日はASCPプログラムとしてMeet the expertsにおいて、
前述の坂本先生が、東日本大震災における臨床検査支援による医療サポート
活動を報告した．日本臨床検査医学会のinitiativeで進められた活動が
ASCPを通して紹介され、その活動が国際的にも注目された．震災緊急時に
おける、迅速かつ適切な検査サービスのセットアップとその維持は災害現場
のニーズにいかに対応できたか、日本での事例をもとに臨床検査の危機管理
のスキーム創りが始められようとしている．
WASPaLMの米国での開催は、ASCPの協力を得てこれまでにはない大きな刺激
と活性が与えられ、今後の学術、教育活動のありかたを再考するまたとない
機会となった．
次回WASPaLM XXXVIIは、カナダ、ケベック市コンベンションセンターで
2013年6月8―11日までJagdish Butany教授の下で開催される予定である．
（文責 WASPaLM Diretor, Asia、 伊藤 喜久）
【第23回日本臨床検査専門医会春季大会のお知らせ】
大会長 渡邊 卓 教授（杏林大学病理系専攻 臨床検査医学分野）
開催日時、開催場所は未定
【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．
＜連絡先＞日本臨床検査専門医会 事務局
（水・土日祝祭日は休業日）
電話・FAX：03-3864-0804
アドレス：senmon-i@jaclp.org
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