JACLaP WIRE No.166 (2015年 4月16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.166です。
**************************************************************************
=================================≪目次≫=================================
【事務局からお知らせ】
会員動向（2015年4月3日現在数743名, 専門医 594名）
第84回教育セミナーのお知らせ（募集中）
平成27年度第25回春季大会のお知らせ
第5回生涯教育講演会のお知らせ
臨床検査広報用材料（ステッカー，クリアファイル）の活用について
平成27年度会費振り込みのお願い
住所変更・所属変更に伴う事務局への通知について
-------------------------------------------------------------------------==============================≪JACLaP WIRE≫=============================
【会員動向（2015年4月3日現在数743名, 専門医 594名）】
【新入会員】
宮居 弘輔先生：陸上自衛隊部隊医学実験隊
眞鍋 明広先生：福山市民病院臨床検査科
井上 貴子先生：名古屋市立大学病院中央臨床検査部
青木 智之先生：群馬大学医学部附属病院検査部
関 邦彦先生 ：ＪＲ東京総合病院臨床検査科
大神 英一先生：唐津東松浦医師会医療センター臨床検査部
【退会会員】
高原 喜八郎先生：
千葉 仁志先生：北海道大学大学院保健科学研究院
大橋 瑠子先生：新潟大学医歯学総合病院病理
村上 賢二先生：
青木 一郎先生：横浜市立大学医学部分子病理学教室
福士 泰夫先生：株式会社 保健科学研究所精度管理室
石津 英喜先生：埼玉協同病院
【所属・その他変更】
窓岩 清治先生 旧：自治医科大学臨床検査医学 講師
新：東京都済生会中央病院 臨床検査医学科 部長
木口 英子先生 旧：古河赤十字病院
新：三井記念病院 病理診断科 科長
松田 信義先生 旧：川崎医科大学検査診断学
新：社会医療法人 岡村一心堂病院検査部 部長
川崎医療福祉大学 名誉教授
七崎 之利先生 旧：八戸赤十字病院医療技術部検査技術課
新：岩手医科大学臨床検査医学講座 助教
濱田 哲夫先生 旧：独立行政法人 労働者健康福祉機構 九州労災病院
病理診断科、臨床検査科
新：九州旅客鉄道株式会社 JR九州病院 臨床検査科・病理診断科
中原 一彦先生 旧：独立行政法人 大学評価・学位授与機構 教授
新：東レ株式会社 本社 医務室、
独立行政法人 大学評価・学位授与機構 客員教授
【第84回教育セミナーのお知らせ】
平成27年度日本臨床検査専門医会第84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27年5月17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）
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参加募集締め切りは4月30日（木）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 をご参照下さい。
【平成27年度第25回春季大会のお知らせ】
大会長 ：松尾 収二先生（天理医療大学医療学部臨床検査学科）
開催日時：平成27年6月27日（土），28日（日）
開催場所：東大寺総合文化センター金鐘ホール（東大寺境内）
参加費：3,000円（指導医講習会*費含む），
＜開催概要＞
総 会：平成27年6月27日(土) 13:15～13:45
春季大会 第１日：平成27年6月27日(土) 16:15～17:30
第２日：平成27年6月28日(日) 9:00～12:25
懇親会：6月27日(土)18:00～20:00 懇親会費 3,000円
会場：奈良国立博物館「カフェ葉風泰夢」（会場から徒歩数分）
＜プログラム＞
平成27年6月27日(土) 16:15～17:30
特別講演「検体測定室の考え方・現状と今後の展開」
司会：天理医療大学医療学部臨床検査学科 松尾 収二先生
演者：ケアプロ株式会社代表取締役 川添 高志先生
平成27年6月28日(日)
9:00～10:45 情報・話題提供「知っておきたい専門領域の最近の話題」
司会：奈良県立医科大学中央臨床検査部 山崎 正晴先生
天理よろづ相談所病院臨床検査部 中村 文彦先生
1)膠原病領域 神戸大学医学部附属病院検査部 三枝 淳先生
2)神経系領域 熊本大学大学院生命科学研究部構造機能解析学 大林 光念先生
3)循環器系領域 高知大学医学部病態情報診断学 松村 敬久先生
4)腎臓領域 金沢大学医学部附属病院血液浄化療法部 古市 賢吾先生
11:00～12:20 パネルディスカッション（指導医講習会*）
「研修医・若手臨床検査医が育つための指導の仕組みづくり」
司会：日本臨床検査専門医会会長 佐守 友博先生
基調講演：東葛病院臨床病理科検査科 下 正宗先生
パネルディスカッション
信州大学医学部病態解析診断学 本田 孝行先生
大阪医科大学附属病院中央検査部 池本 敏行先生
医療法人里仁会興生総合病院病理検査室 藤原 久美先生
(*)日本専門医機構 臨床検査領域専門医委員会より専門医共通講習「指導医講習」
1.5単位として認定されています。
専門医共通講習「指導医講習」は新制度における認定医更新の必須単位ではあり
ませんが，2017年度からの新専門医研修プログラムにおいて研修指導医となるため
の要件となります。（原則１回以上の「指導医講習」受講をしていること，単位数
の規定はありません。）
2017年度から基幹研修施設の指導医となられる予定の専門医の方は，その機会の
一つとして受講をご検討下さい。
なお，JACLaP WIRE No.165では本講習を1単位認定予定としましたが，1.5単位と
認定されました。お詫びして訂正いたします。
【第5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。
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として認定
されています。臨床検査管理医の方は本講演会への参加により資格更新単位5点を取得
することができます。
講演１(*)は日本専門医機構 臨床検査領域専門医委員会より 専門医共通講習「医療
倫理講習」１単位として認定されています。新専門医制度での専門医認定更新では５年
間に専門医共通講習「医療倫理講習」１単位以上の取得が必須です。
開催日時：平成27年6月27日（土）14:00～16:00
（第25回日本臨床検査専門医会春季大会の一部として開催されますが，参加費は
別途必要です）
開催場所：東大寺総合文化センター金鐘ホール（東大寺境内）
参加費：2,000円
総合司会 教育研修委員会委員長 菊池 春人先生
講演１ 「残余検体は誰のもの？ 検査業務・研究と倫理のはざま」（*）
司会 三重大学名誉教授 登 勉先生
演者 日本臨床検査医学会倫理委員会委員長 通山 薫先生
講演２ 「文化を探る・伝える科学と技術」
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司会 近畿大学医学部奈良病院臨床検査部 太田 善夫先生
演者 奈良県立橿原考古学研究所 資料課主任研究員 奥山 誠義先生
【臨床検査広報用材料の活用について】
臨床検査振興協議会では臨床検査広報のため「りんしょう犬さん」をモチーフとした
ステッカーやクリアファイルを作製しています。会員の先生方には是非広報材料として
ご活用下さい。臨床検査振興協議会への請求方法は専門医会事務局までお問い合わせ下
さい。
【平成27年度会費振り込みのお願い】
平成27年度の会費振り込み用紙をお送りしましたのでお振り込みをお願い致します。
尚，未納分のある会員の方々は合計額をお振り込み下さい（納入状況は振り込み用紙に
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27年度年会費：1万円
平成27年度年会費(平成27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
下さい。
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でお送り下さい。
=========================================================================
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
=========================================================================
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☆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
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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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