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【事務局からのお知らせ】
会員動向（2012年4月5日現在数728名, 専門医 576名）
【新入会会員】
手嶋 泰之 先生
江原 佳史 先生
清水辰一郎 先生
野田
裕 先生
古田 眞智 先生
大塚 弘毅 先生
小倉彩世子 先生
森
大輔 先生
石垣 知寛 先生
貫井 陽子 先生
【退会会員】
吉村
学 先生
岡田 正彦 先生
前田 次郎 先生
神奈木玲児 先生
小出 典男 先生
伊藤 忠一 先生

：大分大学臨床検査診断学
：公立藤岡総合病院 小児科
：船橋市立医療センター 臨床病理
：仙台市医療センター 仙台オープン病院
：和歌山県立医科大学 臨床検査医学
：杏林大学医学部 臨床検査医学
：駿河台日本大学病院 検査部
：佐賀県立病院好生館 検査科
：東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター
：東京大学医学部附属病院

病態解析領域

：新潟大学大学院医学部予防医療学分野
：香川県病院局

【所属・その他変更】
安東 由喜雄 先生：旧 熊本大学大学院生命科学研究部病態情報解析学
新 熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学
松本 一仁 先生 ：旧（独）国立病院機構 弘前病院研究検査科
新 大館市立総合病院臨床検査科病理検査室
小谷 和彦 先生 ：旧 自治医科大学臨床検査医学
新 米国国立衛生研究所
下釜 達朗 先生 ：旧 新日鐵八幡記念病院病理部
新 製鉄記念八幡病院(病院名称変更)
橋詰 直孝 先生 ：旧 和洋女子大学家政学群生活科学系人間栄養学研究室
新 人間総合科学大学人間科学部健康栄養学科
新井 栄一 先生 ：旧 埼玉医科大学病理学教室
新 埼玉医科大学総合医療センター病理部
高瀬
優 先生 ：旧 順天堂大学医学部人体病理病態学講座
新 越谷市立病院臨床検査科
真里谷 靖 先生 ：旧 岩手県立中央病院 中央放射線部放射線診療科
新 弘前大学大学院保健学研究科 治療生命科学領域・放射線生
命科学分野教授
三輪 淳夫 先生 ：旧 富山県立中央病院臨床検査部
新 富山県立中央病院病理診断科
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【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」は下記の要領で開催します。第80回教育セミナーに
お申込み頂いた方全員に詳細案内をメールでお送りしました。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30日を
もって終了いたしました。
第80回教育セミナー「講義形式のセミナー」
開催日時：平成24年4月29日（日）9時から17時
開催場所：東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床講堂Ⅰ
≪プログラム≫
8：30 ～ 9：00
9：00 ～ 9：20
9：20 ～ 9：40
9：40 ～10：40
10：40～10：50
10：50～12：00
12：00～13：00
13：00～14：00
14：00～15：30
15：30～15：40
15：40～16：40
16：40～17：00

受付
開会挨拶ならびに検査専門医会について
日本臨床検査専門医会 会長
佐守 友博
生理機能検査
東京医科歯科大学医学部附属病院検査部 東條 尚子
一般検査（尿沈渣，医動物）
慶應義塾大学病院検査部
菊池 春人
休憩
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
昼食（お弁当を準備します）
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
感染症検査
順天堂大学医学部感染制御科学総合診療科 上原 由紀
休憩
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
質疑応答
慶應義塾大学病院検査部
菊池 春人

第81回教育セミナー「実技講習形式セミナー」
開催日時：平成24年5月20日（日）9時から16時
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、臨床検査マネージメントの講義を
行います。
【平成24年度第一回総会報告】
第22回日本臨床検査専門医会春季大会時に平成24年度第一回総会が開催されました。
会場：国際ホテル宇部
日時：平成24年3月24日（土） 13時00分～13時30分
審議事項
第一号議案：平成23年度決算が承認されました。
第二号議案：第一回全国幹事会にて平成25年度春季大会大会長に清水 力先生
（北海道大学病院検査・輸血部長）が推薦され、承認されました。
報告事項
１．各委員会ならびにワーキンググループの活動報告
２．第23回春季大会について
【第2回生涯教育講演会報告】
平成24年3月23日（金）、国際ホテル宇部にて第二回生涯教育講演会が開催されまし
た。「震災・原発事故と対応」を福島県立医科大学感染制御・臨床検査医学 今福裕司
先生に、「乳腺病変における針生検と細胞診断の現状と問題点」を日本医科大学付属病院
病理部 土屋眞一先生に御講演いただきました。多くの会員の先生にご参集いただき盛会
のうちに終了しました。
【第22回日本臨床検査専門医会春季大会報告】
第22回日本臨床検査専門医会春季大会は、日野田 裕治大会長のもと、平成24年3月
23日（金）～24日（土）、国際ホテル宇部にて開催されました。プログラムとしてシンポ
ジウムⅠ「遺伝子検査の今後」、ランチョンセミナー「遺伝子検査の乳癌診断での応用
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（OSNA法について）」、シンポジウムⅡ「臨床検査専門医育成のための専門医教育のあり
かた」が組まれ、活発な討議が展開されました。多数の参加者があり、盛会のうちに終了
しました。
【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
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）
【会費振り込みのお願い】
24年度の会費振込用紙は、LabCP vol.29 No.2に同封してお送りしましたので、お早目
の納入をお願いします。会費振込用紙に記載されている情報に変更がありましたら通信欄
にご記入してお知らせください。
なお、振込用紙をなくされたり、ご自身のお振込状況が不明な先生は、日本臨床検査専
門医会事務局ま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く
ださい。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
【訂正とお詫び】
JACLaP WIRE133号に掲載されている「平成24・25年度役員のお知らせ」に一部誤字が
ございました。
誤： 監事
土屋 逹之先生
正： 監事
土屋 逹行先生
訂正してお詫び申し上げます。
==========================================================================
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