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JACLaP WIRE No.154 (2014年 4月24日発刊)
**************************************************************************
本メールは日本臨床検査専門医会の電子メール新聞JACLaP WIRE No.154です。
**************************************************************************
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【会員動向（2014年4月4日 現在数 738名, 専門医 587名）】
【新入会員】
志村 浩己先生 ：福島県立医科大学臨床検査医学講座
鈴木 博義先生 ：独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
竹之内 和則先生：鹿児島大学血管代謝病態解析学
木下 善光先生 ：社会医療法人生長会 阪南市民病院 救急・総合診療科
白木 克哉先生 ：三重大学医学部第1内科
【退会会員】
岡山 昭彦先生：宮崎大学検査部
【所属・その他変更】
若狹 朋子先生
旧：大阪赤十字病院
新：近畿大学医学部奈良病院臨床検査部
木村 聡先生
旧：昭和大学横浜市北部病院 臨床検査科 准教授
新：昭和大学横浜市北部病院 臨床病理診断科 教授
紀野 修一先生
旧：旭川医科大学病院 臨床検査・輸血部
新：日本赤十字社北海道ブロック血液センター 副所長
土屋 逹行先生
旧：日本大学医学部臨床検査医学分野
新：聖路加国際病院 臨床検査科
田窪 孝行先生
旧：大阪医科大学臨床検査医学教授
新：城山病院理事・検査科部長 介護老人保健施設きし施設長
小林 実喜子先生 旧：信州大学医学部附属病院臨床検査部
新：信州大学医学部医学科病理組織学講座
大林 光念先生
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構造機能解析学分野
福島 万奈先生
旧：金沢医科大学臨床病理学
新：信州大学医学部分子病理学
塩沢 英輔先生
旧：昭和大学医学部第二病理学
新：昭和大学医学部臨床病理診断学
千葉 貴人先生
旧：九州大学病院皮膚科
新：Vanderbilt University
【訃報】
安田 和人先生（本会有効会員）
：平成25年11月23日 ご逝去
橋本 仙一郎先生（本会有効会員） ：平成26年 2月 4日 ご逝去
菅野 剛史先生（本会名誉会員）
：平成26年 3月16日 ご逝去
ご冥福をお祈り申し上げます。
≪賛助会員変更≫
社名変更
旧：三菱化学メディエンス株式会社
新：株式会社LSIメディエンス
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【平成26・27年度役員について】
全国幹事として以下の２名の先生方が新たに就任されました。
五十嵐 雅彦先生（山形市立病院）
柳原 克紀先生（長崎大学）
以下に役員名簿を再掲します。
平成26・27年度日本臨床検査専門医会役員（敬称略）
会 長：佐守友博
副会長：小柴賢洋(渉外委員会委員長)，東條尚子
監 事：高木 康，土屋逹行
常任幹事：池田 均(資格審査・会則改定委員会委員長)，
菊池春人(教育研修委員会委員長)，木村 聡(広報委員会委員長)，
佐藤麻子，佐藤尚武(保険点数委員会委員長)，三宅一徳(庶務・会計
幹事)，宮地勇人(情報・出版委員会委員長)，米山彰子
全国幹事：五十嵐雅彦，上原由紀，大谷慎一，萱場広之，河野誠司，紀野修一，
清水 力，〆谷直人，下 正宗，末広 寛，杉浦哲朗，藤原久美，
松永 彰，宮崎彩子，村上純子，村田哲也，柳原克紀，和田隆志，
渡邊 卓
注：柳原克紀先生，宮崎彩子先生のお名前の正式表記は栁原克紀先生，宮﨑彩子先生
です。（一部機種のみ表示可能）
【平成26・27年度各種委員会委員のお知らせ】
平成26・27年度各種委員会委員が決定いたしましたのでお知らせします。(敬称略)
＜情報出版委員会＞
宮地勇人(委員長)，安東由喜雄，清水 力，信岡祐彦，福地邦彦，増田亜希子，
盛田俊介
＜教育研修委員会＞
菊池春人（委員長），浅井さとみ，北島 勲，諏訪部章，宮崎彩子，村田哲也，
米川 修
＜資格審査・会則改定委員会＞
池田 均（委員長），河野誠司，下 正宗，下澤達雄，松浦知和，村上純子，
渡辺 卓，土屋達行(アドバイザー)
＜広報委員会＞
木村 聡（委員長），上原由紀，小倉加奈子，日高 洋，舩戸忠男，正木浩哉，
三宅紀子，宮崎彩子
＜渉外委員会＞
小柴賢洋（委員長），小倉加奈子，木村 聡，鯉渕晴美，小林 礼，下澤達雄，
長井 篤，村上純子
＜保険点数委員会＞
佐藤尚武（委員長），浅井さとみ，大谷慎一，尾崎由基男，佐守友博，島崎英幸，
清水 力，細川直登
【第83回教育セミナーのお知らせ】
平成26年度日本臨床検査専門医会第83回教育セミナーを下記の要領で開催いたしま
す。
本セミナーの目的は，臨床検査専門医に必要な知識・技術をこれから習得していこう
とする方へのガイドを提供するものです。
実施日時：平成26年5月25日（日）9:00～17:00
実施場所：慶應義塾大学医学部(東京都新宿区信濃町)
内容: 講義: 臨床検査室管理総論／一般臨床検査学／臨床血液学／
臨床化学・免疫学／臨床微生物学／輸血学／臨床生理学
実技デモンストレーション：臨床微生物学／輸血学
参加費：10,000円（昼食弁当代込み）
参加募集締め切りは4月30日（水）です。参加申込書，申し込み手順は専門医会HP
http://www.jaclap.org/candidate/index.html
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をご参照下さい。
【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ホール
詳細は以下でご確認下さい。充実したプログラムです。
多くの会員の参加を望みます。
http://www.jaclap.org/spring/pdf/24spring.pdf
【第4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。
開催日時：平成26年5月30日（金）15:30～17:30
（第24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：北海道大学医学部学友会館フラテホール
１．北大病院の情報システムの紹介とセキュリティについて
遠藤 晃先生（北海道大学病院医療情報企画部部長・准教授）
２．農畜産食品の安全性・機能性評価試験と品質管理
山口昭弘先生（酪農学園大学農食環境学群食と健康学群応用微生物学教授）
【平成26年度会費振り込みのお願い】
平成26年度の会費振込用紙をお送りしましたのでお振込をお願い致します。尚，
未納分のある会員の方々は合計額をお振込ください（納入状況は振込用紙に記載し
てあります）。
尚，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
（平成24年11月29日 会則改定）。
平成26年度年会費：1万円
平成26年度年会費(平成26年1月1日現在，70歳以上の方)：5千円
郵便振り込み口座：00100-3-20509
日本臨床検査専門医会事務局
ご自身の振り込み状況が不明な先生は，事務局までE-mailまたは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。
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
Fax 03-5823-4110
E-mail:senmon-i@jaclp.org
=========================================================================
JACLaP WIRE No.154
(2014年4月24日)
☆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
東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部
TEL:03-3762-4151（内線3434）・FAX:03-3762-9730
=========================================================================
**************************************************************************
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
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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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