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【会員動向（2013年10月18日現在数744名, 専門医 594名）】
【所属・その他変更】
尾形 享一 先生：旧
新
只野寿太郎 先生：旧
新
湯地晃一郎 先生：旧
新

東京医科大学 臨床検査医学講座
尾形クリニック
（財）緒方医学化学研究所
柏健診クリニック
東京大学医科学研究所附属病院 内科 助教
東京大学医科学研究所附属病院 抗体・ワクチンセンター
特任講師

【第30回臨床検査専門医認定試験結果】
平成25年8月17日（土）、18日(日)に、日本臨床検査医学会主催の第30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、20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）
生田 克哉、石垣 知寛、石田 雄介、伊藤 弘康、梅村 啓史、桂田 由佳、
塩沢 英輔、下川 高賢、角野 博之、田中 裕滋、中村 文彦、信岡 祐彦、
橋爪
茜、馬場 尚志、古田 眞智、松村 敬久、森
大輔、森永 芳智、
横崎 典哉、和田 隆志
【第43回日本臨床検査専門医会総会・講演会のお知らせ】
第60回日本臨床検査医学会学術集会に合わせて、第43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。
開催日時：平成25年10月31日(木)
開催場所：神戸国際会議場 1F メインホール（第1会場）
総 会
13時30分から14時10分
講演会
14時10分から15時00分
テーマ：臨床検査医の職能を発揮するために
司 会：東條 尚子（東京医科歯科大学医学部附属病院検査部）
演 者：佐守 友博（日本臨床検査専門医会 会長）
【共催シンポジウムのお知らせ】
第60回日本臨床検査医学会学術集会におきまして、当会との共催シンポジウムが
開催されます。多数の会員の参加をお待ちしています。
開催日時：平成25年11月2日（土）14時10分～16時10分
開催場所：神戸国際会議場 4F 401＋402 （第3会場）
テーマ：医療機関として病院はいかに検査センターとの互恵関係を育むか
司 会：盛田 俊介 (東邦大学医療センター大森病院臨床検査部）
河野 誠司 (神戸大学医学部附属病院検査部）
演 者：河野 誠司 (神戸大学医学部附属病院検査部）
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小川 眞史（株式会社エスアールエル）
小柴 賢洋（兵庫医科大学臨床検査医学）
瀬戸山友一 (三菱化学メディエンス株式会社）
【臨床検査を学ぶ若手医師の集いのお知らせ】
第60回日本臨床検査医学会学術集会におきまして、日本臨床検査医学会 教育委員会
主催、日本医師会ならびに当会共催による特別企画として、臨床検査を学ぶ若手医師の
集いが開催されます。臨床検査に興味を持っている学生、臨床検査専門医の取得を
めざしている医師または取得に興味を持っている医師の参加をお待ちしています。
開催日時：平成25年11月2日（土） 18時30分～20時30分
開催場所：神戸国際会議場 4F 403（第７会場）軽食付き
― 臨床検査を学ぶ若手医師の集い ―
司 会：山田 俊幸（自治医科大学臨床検査医学）
菊池 春人（慶應義塾大学医学部臨床検査医学）
プログラム
１．挨拶「臨床検査の分野へようこそ」
村田
満 （日本臨床検査医学会 理事長）
佐守 友博 （日本臨床検査専門医会 会長）
２．基調講演 「女性臨床検査科長の奮闘記」
小倉加奈子（順天堂大学練馬病院 臨床検査科）
３．臨床検査専門医のロールモデル紹介
三宅 紀子（日本臨床検査専門医会専門医数増加方策ワーキンググループ
委員長）
４．若手医師による意見交換
【「一致団結！ 臨床検査とチーム医療」に当会を代表して演者参画のお知らせ】
第60回日本臨床検査医学会学術集会におきまして、日本臨床検査医学会チーム医療
WGによる委員会特別企画が開催され、当会を代表して、村上 純子先生（埼玉協同
病院 臨床検査科）が発表します。多数の会員の参加をお待ちしています。
開催日時：平成25年11月2日（土） 13時50分～16時20分
開催場所：神戸国際会議場 5F 504+505 （第6会場）
テーマ：一致団結！ 臨床検査とチーム医療
司 会：諏訪部 章（岩手医科大学臨床検査医学講座）
米山 彰子（虎の門病院中央検査部）
司会の言葉 諏訪部 彰（岩手医科大学臨床検査医学講座）
１．日本臨床化学会から
植田 光晴
（熊本大学医学部附属病院中央検査部）
２．日本検査血液学会から
清水 早苗
（福井県立病院検査室）
３．日本臨床検査自動化学会から 松尾 収二
（天理医療大学医療学部臨床検査学科）
４．日本臨床微生物学会から
長沢 光章
（東北大学病院診療技術部）
５．日本臨床検査専門医会から
村上 純子
（埼玉協同病院臨床検査科）
６．日本臨床衛生検査技師会から 萩原三千男
（東京医科歯科大学医学部附属病院検査部）
７．行政から
中田 勝己
（厚生労働省医政局医事課）
なお、会員の先生方には、チーム医療に対する姿勢や取り組みに関するアンケートに
ご協力いただきありがとうございました。
【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：平成26年5月30日（金）、31日（土）
開催場所：北海道大学医学部学友会館 「フラテ」
【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
10月 31日（木）第3回 全国幹事会（神戸国際会議場）
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）
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。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 03-3864-0804
FAX 03-5823-4110
E-mail: senmon-i@jaclp.org
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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まで「配信先の変更希望」としてお送り下さい。
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