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【事務局からのお知らせ】
会員動向（2012年10月2日現在数724名, 専門医 575名）
【新入会会員】
湯地晃一郎 先生：東京大学医科学研究所附属病院内科
【退会会員】
木下 喜光 先生
【第29回臨床検査専門医認定試験結果】
平成24年8月4日（土）、8月5日（日）に、日本臨床検査医学会主催の第29回
臨床検査専門医認定試験が兵庫医科大学でおこなわれ、16名が合格いたしました．
合格おめでとうございます．今後のご活躍を期待します．
（50音順/敬称略）
磯尾 直之
内海
健
太田昭一郎
大塚 弘毅
酒井 佳夫
下山 芳江
末岡栄三朗
手嶋 泰之
長尾 美紀
中村 聡子
西村 邦宏
西村理恵子
長谷川寛雄
古市 賢吾
松下 一之
村瀬 貴幸
【第41回日本臨床検査専門医会総会・講演会のお知らせ】
第59回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、第41回日本臨床検査専門医会
総会・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．
場所：国立京都国際会館 2 階 第2会場（room A）
日時：総会
平成24年11月29日(木) 13時30分から14時10分
講演
平成24年11月29日(木) 14時10分から15時00分
テーマ：これからの臨床検査を考える
-新しい日臨技と臨床検査振興協議会の歩みと今後司会：小柴 賢洋（日本臨床検査専門医会 副会長）
演者：宮島 喜文（一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 会長）
渡辺 清明（臨床検査振興協議会 理事長）
【第59回日本臨床検査医学会学術集会における合同シンポジウムのお知らせ】
第59回日本臨床検査医学会学術集会（会期：平成24年11月29日（木）から12月
2日（日）、会場：国立京都国際会館）において、日本臨床検査医学会と日本臨床検査
専門医会の合同シンポジウムを開催します．検体部門を中心に検査部門の管理につい
て学びたい若手検査医や臨床検査管理医、病理医の先生方に役に立つシンポジウム
を企画しました．管理医必見のシンポジウムです．もちろん専門医にも有用です．
早速、明日からの仕事に活かしましょう．多数の会員の参加をお待ちしています．
日本臨床検査専門医会/日本臨床検査医学会合同シンポジウム
日時：平成24年11月30日（金）16時20分から18時20分
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テーマ：検体検査管理加算に相応しい業務とは？
～ここまではやっておきたい臨床検査専門医、臨床検査管理医の仕事
司会：木村
小柴

聡（昭和大学横浜市北部病院 臨床病理診断科）
賢洋（兵庫医科大学 臨床検査医学）

演者：土屋

逹行（日本大学医学部臨床検査医学分野
駿河台日本大学病院 臨床検査医学科
修（聖隷浜松病院 臨床検査科）
純子（埼玉協同病院 臨床検査科）
英俊（滋賀医科大学病院 臨床検査医学）
勝義（熊本大学医学部附属病院 医療技術部

米川
村上
岡部
池田

臨床検査部）

臨床検査部門）

【第3回全国幹事会】
第59回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成24年度第3回全国幹事会を
開催します．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：平成24年11月29日（木） 12時30分から13時30分
場所：国立京都国際会館 1階 room 103
【第2回資格審査・会則改定委員会】
第59回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成24年度第2回資格審査・
会則改定委員会を開催します．委員の先生はご参集をお願いいたします．
日時：平成24年11月29日（木） 10時00分から11時00分
場所：国立京都国際会館 1階 room 104
【第1回情報出版委員会】
第59回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成24年度第1回情報出版
委員会を開催します．委員の先生はご参集をお願いいたします．
日時：平成24年11月30日（金） 8時00分から9時00分
場所：国立京都国際会館
1 階 room 101
【第1回教育研修委員会】
第59回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成24年度第1回教育研修
委員会を開催します．委員の先生はご参集をお願いいたします．
日時：平成24年11月30日（金） 9時00分から10時00分
場所：国立京都国際会館 1階 room 103
【第2回保険点数委員会】
第59回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成24年度第2回保険点数定
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：平成24年11月30日（金） 9時00分から10時00分
場所：国立京都国際会館 1階 room 104
【第1回専門医数増加方策検討WG会議】
第59回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成24年度第1回専門医数増加
方策検討WG会議を開催します．委員の先生はご参集をお願いいたします．
日時：平成24年11月30日（金） 15時00分から16時00分
場所：国立京都国際会館 1階 room 104
【第2回渉外・広報委員会】
第59回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、平成24年度第2回渉外・広報
委員会を開催します．委員の先生はご参集をお願いいたします．
日時：平成24年12月1日（土） 8時00分から9時00分
場所：国立京都国際会館 1階 room 103
【平成25年度第23回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：平成25年6月28日(金)、29日（土）
開催場所：湯本富士屋ホテル
〒250-0392 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256－1
TEL 0460-85-6111
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【平成26年度第24回春季大会のお知らせ】
大会長 清水 力 准教授(北海道大学病院検査・輸血部長)
開催日時、場所は未定
【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
11月29日（木）第3回全国幹事会（国立京都国際会館）
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）
12月21日（金）第3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年度の会費納入がお済みでない方はお早目の納入をお願いします．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
までお振込を
お願いいたします． 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．
【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、電子メールなどの連絡
が届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
==========================================================================
JACLaP WIRE No.140 (2012年10月10日発刊)
☆発行：日本臨床検査専門医会［情報・出版委員会］
☆編集：JACLaP WIRE編集室 編集主幹：盛田俊介
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-------------------------------------------------------------------------**************************************************************************
会 員 の 皆 様 か ら の 寄 稿 を お 待 ち し て お り ま す ！
**************************************************************************
メーリングリスト配信先の変更には
1.氏名, 2.現行登録アドレスと3.変更希望メールアドレスを添えて
senmon-i@jaclp.orgで「配信先の変更希望」としてお送り下さい。
**************************************************************************
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