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【会員動向（2015年6月5日 現在数 750名, 専門医 592名）】
【新入会員】
笠木 伸平先生：神戸大学医学部附属病院検査部
山本 絢子先生：弘前大学医学部附属病院検査部
五十嵐 岳先生：聖マリアンナ医科大学臨床検査医学講座
上岡 樹生先生：高知大学医学部病態情報診断学講座
小飼 貴彦先生：獨協医科大学感染制御・臨床検査医学
辻 剛 先生：神鋼記念病院
森 三佳先生：金沢大学附属病院検査部
【所属・その他変更】
北澤 淳一先生 旧：黒石市国民健康保険黒石病院 副院長
新：青森県立中央病院 臨床検査・輸血部 副部長
東條 尚子先生 旧：東京医科歯科大学医学部附属病院検査部
新：東京都教職員互助会 三楽病院 臨床検査科部長
高橋 伯夫先生 旧：関西医科大学臨床検査医学講座
新：幸生会琵琶湖中央病院 病院長
【平成27年度第25回春季大会のお知らせ】
大会長：松尾 収二教授（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*2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」（講演会会場から徒歩数分）
＜プログラム＞（敬称略）
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
演者：ケアプロ株式会社代表取締役 川添 高志
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」(*1)
司会：奈良県立医科大学中央臨床検査部 山崎 正晴
天理よろづ相談所病院臨床検査部 中村 文彦
1)膠原病領域 神戸大学医学部附属病院検査部 三枝 淳
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
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
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
11:00～12:20 パネルディスカッション（指導医講習会*2）
「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
基調講演：東葛病院臨床病理科検査科 下 正宗
パネルディスカッション
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信州大学医学部病態解析診断学 本田 孝行
大阪医科大学附属病院中央検査部 池本 敏行
医療法人里仁会興生総合病院病理検査室 藤原 久美
(*1) 日本専門医機構 臨床検査領域専門医委員会より「臨床検査領域講習」１単位
として新たに認定されました。
(*2) 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単位として認定されています。
尚，受講証明書の発行にあたり専門医登録番号が必要となります。事前にご自身
の登録番号を日本臨床検査医学会HPでご確認いただくと発行手続きがスムーズに
なります。
またJACLaP WIRE No.166では本講習を1.5単位認定とご案内しましたが，１単位
に修正されました。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。
(*3) 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
＜プログラム＞（敬称略）
総合司会 教育研修委員会委員長 菊池 春人
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」（*3）
司会 三重大学名誉教授 登 勉
演者 日本臨床検査医学会倫理委員会委員長 通山 薫
講演２ 「文化を探る・伝える科学と技術」
司会 近畿大学医学部奈良病院臨床検査部 太田 善夫
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
【第32回臨床検査振興セミナーのお知らせ】
第32回臨床検査振興セミナーを以下の日程で開催いたします。本年は取得施設が急増
しておりますISO 15189を主題に下記のプログラムを予定しております。奮ってご参加
下さい。
開催日時：平成27年7月17日（金）14:00～17:00
開催場所：東京ガーデンパレス
〒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。
＜プログラム＞（予定，敬称略）
講演１「ISO 15189の動向について」
講師：下田 勝二（日本適合性認定協会認定センター）
講演２「ISO 15189の認定を取得して（仮題）」
講師：柴田 綾子（慶應義塾大学病院臨床検査部）
講演３「治験における臨床検査 ～質保障と今後の課題～」
講師：小池 竜司（東京医科歯科大学 医療イノベーション推進センター，
医学部附属病院臨床試験管理センター）
【第84回教育セミナー報告】
平成27年度日本臨床検査専門医会第84回教育セミナーは下記の要領で開催され，
本年度は32名の会員が参加されました。
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
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【平成27年度会費振込のお願い】
平成27年度の会費振込用紙をお送りしましたので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の振込をお願いします（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
郵便振込口座：00100-3-20509 日本臨床検査専門医会事務局
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
E-mail:senmon-i@jaclp.org
=========================================================================
JACLaP WIRE No.167 (2015年 6月19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
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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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