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JACLaP WIRE No.176 (2016年 4月28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.176です。
**************************************************************************
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-------------------------------------------------------------------------==============================≪JACLaP WIRE≫=============================
「平成28年熊本地震」により、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
また、皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
【会員動向会員動向（2016年4月22日現在 会員数753名, 専門医594名）】
【新入会員】
菅野 宙子 先生：東京女子医科大学病院
竹下 享典 先生：名古屋大学医学部附属病院検査部
佐久間 貴彦先生：愛知厚生連渥美病院臨床検査科
藍 智彦 先生：順天堂大学臨床検査医学
成瀬 寛之 先生：藤田保健衛生大学臨床検査科
山下 明子 先生：半田市立半田病院臨床検査科
大山 典子 先生：東葛病院検査診断科
近澤 悠志 先生：東京医科大学臨床検査分野
横井 左奈 先生：千葉県がんセンター遺伝子診断部
松浦 元一 先生：徳島大学病院検査部
西川 真子 先生：東京大学医学部附属病院検査部
横山 直之 先生：帝京大学医学部内科
永妻 晶子 先生：国立がん研究センター東病院先端医療開発センター
矢嶋 信久 先生：八戸市立市民病院臨床検査科
【退会会員】
下川 高賢 先生：愛知三の丸病院
足立 史朗 先生：市立豊中病院
山﨑 朋子 先生：九州中央病院
泉 美貴 先生：東京医科大学医学部
高橋 伯夫 先生：琵琶湖中央病院
関 邦彦 先生：JR東京総合病院
*山崎 朋子先生のお名前の正式表記は山﨑 朋子先生です。
（一部機種のみ表示可能）
【所属・その他変更】
高橋 伸一郎先生：旧 北里大学医療衛生学部血液学
新 東北医科薬科大学病院臨床検査部 教授・検査部長
山鳥 一郎 先生：旧 広島市立広島市民病院病理診断科・臨床検査部
新 福山市医師会健康支援センター 検査部長
中原 一彦 先生：旧 東レ株式会社本社医務室、（独）大学評価・学位授与機構
新 東レ株式会社本社医務室
千葉 貴人 先生：旧 Vanderbilt University
新 飯塚病院 皮膚科
狩野 有作 先生：旧 北里大学医学部臨床検査診断学准教授
新 北里大学医学部臨床検査診断学教授
越川 卓 先生：旧 愛知県立大学看護学部
新 修文大学看護学部
真船 直樹 先生：旧 酪農学園大学酪農学部食品科学科栄養学研究室
新 北海道大学病院 検査・輸血部
新谷 憲治 先生：旧 公立学校共済組合中国中央病院
新 岡山大学附属病院血液内科
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白石 泰三 先生：旧 三重大学医学部病理学第二講座
新 桑名市総合医療センター 副理事長
【訃報】
大場 康寛 先生：2016/2/21ご逝去（本会 名誉会員）
水野 昭 先生：
ご逝去
ご冥福をお祈り申し上げます。
【日本臨床検査専門医会ネットワーク稼働のお知らせ】
かねてより開発しておりました「日本臨床検査専門医会ネットワーク」は平成
28年3月より正式稼働を開始しました。専門医会ホームページ左上のバナーより
ご利用ください。なお、IDおよびパスワードを会員の方々に郵送いたしましたが、
ご不明の点がございましたら事務局までお問い合わせ下さい。
【第85回教育セミナーのお知らせ】
平成28年度日本臨床検査専門医会第85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。（講義形式セミナー）
実施日時：平成26年5月22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)
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（土）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。
【第33回臨床検査振興セミナーのお知らせ】
第33回臨床検査振興セミナーは，以下の日程で開催予定です。本年は診療報酬改定
年に当たり，診療報酬改定についての演題を予定しています。
日 時：平成28年7月15日(金) 14:00～17:00（17時00分より情報交換会）
会 場：東京ガーデンパレス２階 「高千穂」
東京都文京区湯島1-7-5 電話 03-3813-6211
【平成28年度第一回総会報告】
第25回日本臨床検査専門医会春季大会時に平成28年度第一回総会が開催されました。
日 時：平成28年3月26日（土）11：10 ～ 12：00
場 所：高知市文化プラザかるぽーと
審議事項
第一号議案：平成27年度決算について
第二号議案：第28回春季大会について
第三号議案：平成28年度補正予算について
第一号から第三号議案はすべて承認されました。平成30年第28回春季大会大会長と
して信州大学医学部病態解析診断学 本田 孝行教授が推薦されました。
報告事項
1.平成28・29年度役員について
2.各種委員会報告
3.全国検査と健康展（日本臨床衛生検査技師会）
4.第49回日本臨床検査専門医会講演会
5.第63回日本臨床検査医学会学術集会共催シンポジウム
6.第27回春季大会について
7.臨床検査専門医の英語表記について
【第６回生涯教育講演会報告】
第６回生涯教育講演会は平成28年3月25日（金）ホテル日航高知 旭ロイヤルにて
開催されました。「生理検査室の安全管理・精度管理」について帝京大学医学部
附属病院中央検査部 古川 泰司先生に、「輸血検査室の診療支援と安全管理」に
ついて東京医科大学八王子医療センター 臨床検査医学科・輸血部 田中 朝志先生
にそれぞれご講演いただき、多数の会員にご参加いただきました。
【第26回日本臨床検査専門医会春季大会報告】
第26回日本臨床検査専門医会春季大会は、高知大学医学部病態情報診断学教授
杉浦 哲朗先生を大会長として平成28年3月25日(金)～26日(土)，高知市で開催され、
145名の会員が参加されました。「臨床検査領域における質量分析技術の活用」に
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ついての特別講演をはじめ，病院運営と臨床検査、新専門医制度をテーマとして
２つのシンポジウムが行われ、活発な討議が展開され、盛会のうちに終了しまし
た。
【平成28年度会費振込のお願い】
近日，平成28年度の会費振込用紙をお送りします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）。
平成28年度年会費：10,000円(平成28年1月1日現在、70歳以上の方は5,000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。
また、日本臨床検査専門医会ネットワークシステムでは会員情報を各自で編集可能
ですが、変更した旨を事務局までメールでご連絡下さい。
==========================================================================
日本臨床検査専門医会 事務局（水・土日祝祭日は休業日）
TEL 03-3864-0804
Fax 03-5823-4110
E-mail:senmon-i@jaclp.org
=========================================================================
JACLaP WIRE No.176 (2016年 4月28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3432）・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
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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