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【会員動向（2013年6月6日現在数745名, 専門医 576名）】
【新入会員】
生田 克哉 先生：旭川医科大学第３内科
正木
充 先生：兵庫医科大学 臨床検査医学
佐伯 春美 先生：順天堂大学 病理・腫瘍学
窓岩 清治 先生：自治医科大学 分子病態研究部
東上里 康司先生：琉球大学医学部附属病院 検査部
藤井 智美 先生：奈良県立医科大学 病理病態学講座
山口 勇人 先生：昭和大学横浜市北部病院 臨床検査科
橋爪
茜 先生：順天堂大学浦安病院 病理診断科
平山
哲 先生：順天堂大学医学部 臨床検査医学講座
舟木
康 先生：愛知医科大学病院 中央臨床検査部
中前 博久 先生：大阪市立大学大学院 医学研究科 血液腫瘍制御学
桂田 由佳 先生：防衛医科大学校 病態病理学講座 研究科
江橋 正浩 先生：茨城県立中央病院 臨床検査担当医
志方 えりさ先生：日本大学医学部 病態病理学系臨床検査医学分野
茂久田 翔 先生：広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 免疫学講座
藤岡 和美 先生：日本大学医学部 病態病理学系臨床検査医学分野
馬場 尚志 先生：金沢医科大学 臨床感染症学
松村 敬久 先生：高知大学医学部 病態情報診断学講座
横崎 典哉 先生：広島大学病院 検査部
石井 潤一 先生：藤田保健衛生大学医学部 臨床検査科
和泉
透 先生：栃木県立がんセンター 輸血管理室
折笠 英紀 先生：（公財）東京都保健医療公社 東部地域病院 検査科
尾松 睦子 先生：昭和大学横浜市北部病院
島尻 正平 先生：産業医科大学病院 病理・臨床検査・輸血部
中山 宏文 先生：広島鉄道病院 臨床検査室
竹田 正秀 先生：秋田大学医学部附属病院 中央検査部
和田 隆志 先生：金沢大学医薬保健研究域医学系 血液情報統御学
渡邉
淳 先生：日本医科大学付属病院 ゲノム先端医療部
信岡 祐彦 先生：聖マリアンナ医科大学 臨床検査医学講座
【退会会員】
中井 利昭 先生：筑波胃腸病院
林
国樹 先生：林内科クリニック
【所属・その他変更】
山口 史博 先生：旧
新
石
和久 先生：旧
新
山本 博幸 先生：旧
新

昭和大学臨床病理学教室
The Scripps Research Institute
順天堂大学浦安病院検査科
昭和メディカルサイエンス 病理
札幌医科大学附属病院第一内科
聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科
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加藤

元一

江原

佳史

先生：旧
新
先生：旧
新

京都第二赤十字病院 中央検査部
済生会滋賀県病院 参与
公立藤岡総合病院 小児科
慶應大学医学部臨床検査医学教室

部長

【第3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。
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。臨床検査専門医の方および臨床検査管理医の方は、本講演会の
受講により資格更新の単位5点を取得することができます。
開催日時：平成25年6月28日（金） 16時から18時
開催場所：湯本富士屋ホテル 本館1階 双子の間
〒250-0392 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256－1
TEL 0460-85-6111
公式ウェブサイト http://www.yumotofujiya.jp/
参加費：2,000円
《プログラム》
1. 外部精度管理を検査室運営にどう生かすか
前川 真人 先生（浜松医科大学 臨床検査医学）
2. 臨床検査における利益相反－検査室は企業とどのように付き合うべきか－
佐藤 尚武 先生（順天堂東京江東高齢者医療センター 臨床検査科）
【平成25年度第23回春季大会のお知らせ】
今回は、先輩後輩の忌憚のない意見交換会や、様々なイベントを企画しています。
なお、春季大会の参加申し込みの受付は終了致しました。
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
公式ウェブサイト http://www.yumotofujiya.jp/
【第30回臨床検査振興セミナーのお知らせ】
第30回日本臨床検査専門医会 臨床検査振興セミナーが下記の日程で開催されます。
プログラムの詳細は追ってご案内いたします。
開催日時：平成25年7月19日（金） 14時00分から17時00分
開催場所：東京ガーデンパレス ２階 高千穂
〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-5
TEL 03-3813-6211
公式ウェブサイト http://www.hotelgp-tokyo.com
参加費：賛助会員は1名まで無料、2名以上は追加1名につき4,000円
正会員は無料
＊セミナーに引き続き、情報交換会を開催いたします。
【平成25年度教育セミナー報告】
第82回教育セミナー（講義ならびにデモンストレーション形式）が、平成25年5
月19日（日）、慶應大学にて菊池 春人教育研修委員長の担当で、45名が参加して
行われました。
なお、平成26年度の教育セミナーについては、11月以降に詳細が決定します。
決まり次第会員の先生方に通知する予定です．それ以前のお問い合わせに対しては回答
できませんので、ご了承ください。
【平成25年度 会議・講演会等の予定】
平成25年度 日本臨床検査専門医会の会議・講演会等の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。
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平成25年
6月28日（金）第2回全国幹事会（湯本富士屋ホテル）
6月28日（金）第3回生涯教育講演会（湯本富士屋ホテル）
6月28日（金）～29日（土）第23回日本臨床検査専門医会春季大会
（湯本富士屋ホテル）
6月29日（土）第42回日本臨床検査専門医会総会（湯本富士屋ホテル）
7月19日（金）第30回臨床検査振興セミナー（東京ガーデンパレス）
9月25日（水）第2回常任幹事会（日本臨床検査専門医会事務局）
10月31日（木）第3回全国幹事会（神戸国際会議場）（予定）
10月31日（木）第43回日本臨床検査専門医会総会・講演会（神戸国際会議場）
（予定）
12月 4日（水）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】
25年度の会費納入がお済でない方はお早目の納入をお願いします。未納分のある
正会員の方々は合計額をお振込みください。尚、会則改定にともない、平成25年度よ
り、満70歳以上の正会員の年会費は、5千円となりました。
年会費:1万円
年会費（平成25年1月1日現在、70歳以上の方）：5千円
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。
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。
【会員情報変更届】
http://www.jaclap.org/membership-information/index.html
日本臨床検査専門医会 事務局
TEL&FAX 03-3864-0804
E-mail: senmon-i@jaclp.org
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