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1. 病理専門医資格更新者氏名

第 5回 認定 78名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から5年間

認定番号 氏 名

998 建部 敦

1000 橋本 公夫

1001 北市 正則

1003 鳥山 寛

1005 橋詰 良夫

1006 工藤 玄恵

1008 礒田幸太郎

1009 若田 泰

1010 古田 格

1013 岩瀬 裕郷

1015 青笹 克之

1017 猪山 賢一

1018 森内 昭

1019 辻 求

1020 横山 繁生

1022 堀江 弘

1024 古谷 敬三

1027 宮本 誠

1028 渡辺 正秀

1030 宮本 祐一

1032 奥村 晃久

1033 清水 英男

1034 新宅 雅幸

1035 林 透

1036 片山 正一

1039 船田 信顕

1042 岡本 賢三

1043 柳下 三郎

1044 二ノ村信正

1045 賀来 亨

1047 北村 成大

1048 吉村 教

1049 小林 槇雄

1050 服部 隆則

1056 佐々木真由美

1058 宮内 潤

1059 杉原 志朗

1062 関谷 政雄

1064 奥田信一郎

1065 本山 悌一

1067 菊井 正紀

1068 草間 博

1069 岩渕 啓一

1072 西田 俊博

1073 荻野 哲朗

1076 森山 伸一

1077 望月 洋一

1078 村岡 俊二

1080 手島 伸一

1081 上山 義人

1082 中村 克宏

1083 若林 淳一

1084 松本 俊治

1086 間野 正平

1087 原武 讓二

1090 自見 厚郎

1091 熊谷久治郎

1095 成田 竹雄

1097 鹿毛 政義

1098 徳永 藏

1099 伊藤 信夫

1101 興梠 隆

1104 福里 利夫

1105 藤原 睦憲

1110 佐藤 昇志

1113 秋月真一郎

1117 小林 晏

1118 滝澤登一郎

1119 内間 良二

1120 立野 紘雄

1122 花田 正人

1127 中本 周

1130 宮原 晋一

1131 池原 進

1134 安原 正博

1136 古本 勝

1138 高見 剛

1139 天野 殖

第 10回（第 5回試験） 認定 69 名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から5年間

認定番号 氏 名

1309 野口 雅之

1310 安藤 政克

1311 川口 研二

1313 窪澤 仁

1315 里 悌子

1316 門間 信博

1317 西上 隆之

1318 廣瀬 隆則

1319 山科 元章

1320 深山 正久

1322 和田 了

1323 堀内 隆三

1324 福田 精二

1325 中西 邦昭

1326 菅野 純

1327 伊藤 雅文

1328 逸見 明博

1329 佐藤いづみ

1330 山本 洋介

1331 今井田克己

1333 市原 周

1334 長廻 錬

1335 寺田 忠史

1336 浦田 洋二

1337 河原 栄

1338 中野 盛夫

1339 伊藤 誠

1340 佐賀 信介

1341 入江 準二

1342 前田 邦彦

1343 佐藤 昌明

1344 島 寛人

1346 矢花 正

1348 山川 光徳

1349 坂田 一美

1350 清水 亨

1351 上原 敏敬

1353 赤羽 久昌

1354 臺丸 裕

1355 深澤雄一郎

1356 権藤 俊一

1357 平林かおる

1358 笠井 潔

1359 近藤 信夫

1360 中村 宣子

1361 中野 龍治

1362 小山田正人

1363 佐藤 英俊

1364 杉江 茂幸

1366 高野 康雄

1367 竹下 盛重

1368 滝本 寿郎

1369 辻本 正彦

1370 吉見 直己

1372 吉野 正

1373 濱崎 周次
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1374 池上 雅博

1376 門田 永治

1377 増田 信二

1379 下川 功

1380 椙村 春彦

1382 高橋 聖之

1383 高松 哲郎

1384 山崎 等

1385 江原 孝史

1386 島田 修

1387 篠原 直宏

1388 藤田 美悧

1389 一迫 玲

第 15回（第 10回試験） 認定 50名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から5年間

認定番号 氏 名

1627 梅北 善久

1628 小島 英明

1629 神尾多喜浩

1630 桑原 宏子

1631 藤井 丈士

1632 高橋 智

1633 田村 元

1635 加藤 弘之

1636 増田 友之

1637 奈良 佳治

1638 八十嶋 仁

1639 松下 能文

1640 小川 博

1641 落合 淳志

1642 金井 信行

1643 林 德眞吉

1644 岩田 仁

1645 春日井 務

1646 望月 眞

1647 中島 収

1648 加藤 厚郎

1649 坪田ゆかり

1650 稲山 嘉明

1651 伴 慎一

1652 谷澤 徹

1653 福田 敏郎

1654 酒井 尚雄

1655 辻村 亨

1656 河村 康司

1657 新垣 京子

1658 梅村しのぶ

1659 鈴木 忍

1660 堀 眞佐男

1662 大西 博三

1663 田﨑 和洋

1664 折笠 英紀

1665 長嶋 洋治

1666 若山 恵

1667 太田 浩良

1668 秋山 太

1669 岩木 宏之

1670 二階堂 孝

1671 横崎 宏

1672 山田 茂樹

1673 山城 勝重

1674 鍋島 一樹

1676 近藤 福雄

1677 丸塚 浩助

1678 河野 裕夫

1679 山本 智子

第 20回（第 15回試験） 認定 65名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から5年間

認定番号 氏 名

1950 渡辺 次郎

1951 生沼 利倫

1952 小見山祐一

1953 三富 弘之

1954 原 明

1955 田中さゆり

1956 大城真理子

1957 原田 大

1958 楯 玄秀

1959 山本 隆嗣

1960 出射 由香

1961 李 康弘

1963 杉田 保雄

1964 山内 周

1965 元井 亨

1966 原田 憲一

1967 清塚 康彦

1968 長田 道夫

1969 堂本 英治

1970 羽賀 博典

1971 横尾 英明

1972 元井 紀子

1973 佐藤 仁哉

1974 鷹橋 浩幸

1975 布村 眞季

1976 岡本 清尚

1977 小山 正道

1978 高崎 隆志

1979 山口 正明

1981 鈴木 貴

1982 工藤 英治

1983 山岸晋一朗

1984 加藤 雅子

1985 栗脇 一三

1986 古川 徹

1987 小宮山 明

1988 大谷 博

1989 加藤 俊男

1990 山内 直子

1991 井出 良浩

1992 伊藤 彰彦

1993 山元 紀子

1994 齋藤 生朗

1995 森井 英一

1996 齊尾 征直

1998 阿部 光文

1999 津浦 幸夫

2000 三上 哲夫

2001 喜友名正也

2002 有馬 信之

2003 藤吉 行雄

2004 畠中 真吾

2005 野沢 昭典

2006 河原 邦光

2007 小野 祐子

2008 前島 威人

2010 松岡健太郎

2011 伊藤 智雄

2012 市川 徹郎

2013 橋本 優子

2014 味岡 洋一

2015 槙 政彦

2016 成田 道彦

2017 駄阿 勉

2018 伊禮 功

第 25回（第 20回試験） 認定 71名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から5年間

認定番号 氏 名

2298 蔦 幸治

2299 武山 淳二

2300 鹿野 哲

2301 楠美 智巳

2302 三輪 秀明

2303 益澤 尚子

2304 知念 克也

2305 榊 美佳

2306 岡田 真也

2308 加藤 裕也

2309 宮川 文

2310 上杉 憲幸

2311 石原 素子

2312 林 雄一郎

2313 黒瀬 望

2314 佐竹 宣法

2315 庄盛 浩平

2316 鈴木 潮人

2317 杉田 暁大

2318 上原 剛

2319 柳澤 信之

2321 尾矢 剛志

2322 山田 泰広

2323 長崎 真琴

2324 野呂 昌弘

2325 岩田 洋介

2326 中島 正洋

2327 小川 弥生

2328 小嶋 基寛

2329 富居 一範

2330 石井 陽子

2331 永井雄一郎

2332 松本 学

2333 坂東 良美
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2334 原 敦子

2335 鍬田 和久

2336 福島 万奈

2337 池田 仁

2338 大久保恵理子

2339 松永 研吾

2340 中山 剛

2341 若槻 真吾

2342 冨田 茂樹

2343 前田 宜延

2344 吉田 孝友

2345 村上 仁彦

2346 高橋 利幸

2347 柴原 純二

2348 吉田恭太郎

2349 高橋 卓也

2350 渡辺 恵子

2351 岩佐 敏

2352 山崎 一人

2353 吉澤 明彦

2354 東 守洋

2355 中山 敏幸

2356 吉田 学

2357 三上 修治

2358 梶田咲美乃

2359 浜谷 茂治

2360 中塚 伸一

2361 小林 基弘

2362 谷口 浩和

2363 密田 亜希

2364 近藤 英作

2365 信川 文誠

2366 笠原 一郎

2367 長谷川千花子

2368 冨田 裕彦

2369 熊谷 二朗

2370 芳賀 孝之

第 4回 認定 4名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から4年間

認定番号 氏 名

943 桑尾 定仁

968 森 将晏

970 木崎 智彦

988 蜂谷 哲也

第 8回（第 3回試験） 認定 3名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から3年間

認定番号 氏 名

673 宮田 幸忠 794 室 博之

第 14回（第 9回試験） 認定 3名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から4年間

認定番号 氏 名

1588 和田 勝則

1590 細川 洋平

1599 吉田 尊久

第 16回（第 11回試験） 認定 1名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から1年間

認定番号 氏 名

1736 南川 哲寛

第 19回（第 14回試験） 認定 3名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から4年間

認定番号 氏 名

1881 関谷 邦彦

1915 山上啓太郎

1948 桑田健太郎

第 23回（第 18回試験） 認定 1名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から3年間

認定番号 氏 名

2236 脇屋 緑

2. 口腔病理専門医資格更新者氏名

第 5回 認定 7名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から5年間

認定番号 氏 名

68 竹内 宏

69 仙波伊知郎

70 池田 通

72 向後 隆男

73 小林 家吉

76 横瀬 敏志

78 西川 哲成

第 10回（第 5回試験） 認定 5名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から5年間

認定番号 氏 名

89 熊本 裕行

90 佐藤 泰生

91 岸野 万伸

92 伊藤 玲子

93 成田 信

第 15回（第 10回試験） 認定 3名

更新期間 平成20年（2008年）4月 1日から5年間

認定番号 氏 名

114 石丸 直澄

115 河野 葉子

116 堀井 活子

3. 常任理事会報告（平成 20年 1月・2月・3月）

○第 8回（平成 20年 1月 15日（火））

1. 新公益法人化に向けては公益法人認定委員会がガイ

ドラインを作成中であるので，それを待って病理学会

としての具体的な対応に入ることとした。会計基準を

新公益法人会計に対応することとする。

2. 情報の公開UPdateについては，常任理事会の議事

録をその都度理事に発信することとした。

3. 1月 30日に文部科学省医学教育課長と面談するの

で，その際の要望書案（井内理事・教育委員会作成）を

検討した。若干の修正をし，理事長と井内理事が持参す

ることとした。

4. 林良夫口腔部会会長からの標榜科および診療報酬改

定についての要望書を検討した。

5. 厚生労働省への要望書については，深山理事作成の

案について検討し，若干手直しをして面談を申し込む

こととした。

6. 医学生のためのレジナビフェア参加は，ブースの出

展料が15万円とのことで東京会場（7月 13日 医学生

対象）に参加することとした。
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7. 100周年記念誌編集担当である森茂郎先生が，準備を

始められた。

8. 病理各論コア画像のブラッシュアップ（教育委員会

からの要望）につき100万円の予算請求があったが，

バーチャルスライドも視野にいれて次期の教育委員会

に申し送ることとした。

9. 病理学会カンファレンスは，平成20年度については

すでにテーマが決まっているが，今後は総論的なト

ピックスを取り上げることになっている。

10. 5月の総会時に標榜科をテーマにワークショップを

開催する。会員に対しては，現時点では特段早急の対応

をする必要がないことを，閣議決定後に理事長名で

ホームページに掲載することとした。

11. コンサルテーションでの国立がんセンターとの協力

についてがんセンターの担当者と面談したが，今後の

協力関係についてはさらに検討をする必要があるとし

た。

○第 9回（平成 20年 2月 19日（火））

1. 平成 20年度の診療報酬改定について，2月 13日に中

医協より大臣への答申が出された。病理については，13

部として病理診断が新設されることとなった。ワン

デーパソロジーは見送られた。

2. 平成 20年度からの常置委員会の委員構成（役職指定

等）について確認した。

3. 1月 30日に文科省医学教育課長と面談した（長村理

事長，井内理事，大薗事務局長 要望書 :井内理事・教

育委員会作成）。

4. ドイツとの交流事業である平成19 年度の交換留学

生については，会報1月号で公募中である。

5. 国立がんセンターよりコンサルテーションシステム

の活用について相談があったので（1月より継続），医

療業務委員会コンサルテーション小委員会にて検討す

ることとした。

6. 新公益法人制度については，公益認定等委員会では

質問の募集が行なわれており，主な質問については回

答が公開される予定である。今後内閣府よりガイドラ

インのパブリックコメント募集があり，必要な調整を

行なった上で，ガイドラインが決定・公表される予定と

のことである。

7. 本郷税務署による税務調査については，追加調査資

料を提出し対応中である。

8. 3月 1日にデンバーにて開催される IHE病理部門国

際会議について，担当である谷山清己学術評議員より

出席者推薦の依頼があったので，検討することとした。

9. 平成 20年度新学術評議員については，推薦のあった

32名につき推薦資料を検討した結果，全員を理事会に

諮ることとした。

10. 2月 26日厚労省担当官と面談（長村理事長，深山副

理事長）をするので，厚生労働大臣への要望書を検討し

た。

11. 3月 21日開催の学術会議公開講演会のポスターを作

成し，日本病理学会認定施設および大学法医学教室へ

送付することとした。

12. 若手医師確保に関する小委員会では，日本病理学会

研修施設に対して研修の可否等につきアンケート中で

ある。

13. 公開シンポジウム委員会（仮称）は，学術委員会と企

画委員会合同で検討することとした。

14. 3月 1日よりホルマリンの規制が変更されることに

関して，谷山清己剖検・病理技術小委員会委員長および

根本則道医療業務委員長名で，会員むけホームページ

掲載記事が作成された。これを検討し，広報委員会を経

た後ホームページへ掲載することとした。

15. Pathology Internationalのオンライン化について

は，一部紙媒体を残す場合とオンラインオンリーにし

た場合の刊行費について，ワイリー社の担当者に確認

することとした。

16. 外保連には平成20年度も継続して加盟することと

した。

○第 10回（平成 20年 3月 28日（金））

1. 平成 20年度員常置委員会委員については，各委員長

より推薦のあった学術委員会委員について確認した。5

月の理事会にて追認する必要がある。小委員会委員に

ついては，小委員会委員長が推薦中である。

2. 診療標榜科，診療報酬改定について，会員向けおよび

一般の方へ向けてのメッセージをホームページへ掲載

することとし，長村理事長の試案を検討した。常任理事

会で修正し，広報委員会を経た後，掲載の予定である。

3. 平成 22年度の診療報酬改定に向けては案を整理し，

抜本的な改定を目指すこととする。

4. 学術会議公開講演会は3月 21日に開催され，約170

名の参加があった。

5. 病理診断科のあり方について谷山清己学術評議員委

員の提案があり，現在の「病理診断体制専門委員会」に

て検討することとした。これに伴い「病理診断体制専門

委員会」を医療業務委員会の下でなく病理専門医制度

運営委員会の下に改組することが検討された。

6. 新公益法人制度について公益認定等委員会では，主

な質問について回答の公開を始めている。新公益法人

を目指すにあたって，現在の選挙制度のあり方等を，向

井清新理事に提案を依頼することとした。

7. 学術集会時の収益事業についての法人事業税の確認
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を行った。

8. Pathology Internationalを会員にはオンライン配

信のみにし，希望者はワイリー社から直接購読すると

した場合の刊行経費について，ワイリー社から資料の

提出があった。これに関連して，オンライン化された場

合には，会報もネット配信のみになることを確認した。

また，「診断病理」のオンライン化についても担当委員

会に検討を依頼中である。

9. 現在の全国大学病院病理部と病理専門医部会を改組

して，認定施設責任者会議とする案を検討した。

10. 日衛協，日臨技とは今後も継続して話し合いの会合

をもつことを確認した。

お知らせ

1. 第 19回日本臨床寄生虫学会について

会 期 :2008年（平成20年）6月 7日（土）

9 :00～17:00

会 場 :京都府立医科大学図書館ホール（京都市上京区

広小路通り河原町西入）

連絡先 :〒 602 8566 京都市上京区河原町通広小路上

ル梶井町465

京都府立医科大学大学院寄生病態学教室内

第19 回日本臨床寄生虫学会大会事務局

事務担当 :山田 稔

TEL:075 251 5325 FAX:075 251 5328
 

E mail:kiseichu＠koto.kpu m.ac.jp

 

2. 第 25回（平成 20年度）持田記念学術賞受賞候補者の

推薦等の募集について

⑴ 第25回（平成20年度）持田記念学術賞受賞候補者

の推薦募集

申込み締切り :平成 20年 7月 31日

⑵ 第25回(平成 20年度）留学補助金交付対象者の募集

申込み締切り :平成 20年 6月 20日

⑶ 第26回(平成 20年度）研究助成金交付対象者の募集

申込み締切り :平成 20年 6月 20日

⑴⑵⑶とも

連絡先 :㈶持田記念医学薬学振興財団

〒160 0003 東京都新宿区本塩町7 6

四谷ワイズビル

TEL:03 3357 1282 FAX:03 3357 1264
 

E mail:zaidan＠mochida.co.jp

 

3. 黒住医学研究振興財団第 16回（平成 20年度）研究助

成金の募集について

申込み締切り :平成 20年６月30日

連絡先 :㈶黒住医学研究振興財団 事務局

〒113 8408 文京区本郷1 33 8

栄研化学㈱内

TEL:03 3812 3173 FAX:03 3813 2206
 

E mail:info＠kmf.or.jp

 

4. ファイザーヘルスリサーチ振興財団平成 20年度研

究助成募集について

応募締め切り :平成 20年 7月 10日（木 消印有効）

連絡先 :〒 151 8589 東京都渋谷区代々木3 22 7

新宿文化クイントビル

㈶ファイザーヘルスリサーチ振興財団事務局

TEL:03 5309 6712 FAX:03 5309 9882
 

E mail:hr.zaidan＠pfizer.com

 

5. 2009年（平成 21年）～2010年（平成 22年）藤原セ

ミナー開催の募集について

申込み締切り :平成 20年 7月 31日

連絡先 :㈶藤原科学財団

〒104 0061 東京都中央区銀座3 7 12
 

TEL:03 3561 7736 FAX:03 3561 7860
 

6. 第 33回組織細胞化学講習会について

日 時 :平成 20年８月６日（水）～８日（金）

会 場 :神戸国際会議場

連絡先 :第 33回組織細胞化学講習会実行委員会事務局

〒657 8501 神戸市灘区六甲台町1 1

神戸大学バイオシグナル研究センター

TEL:078 803 5961 FAX:078 803 5971
 

E mail:info 33kjshc＠nacos.com
 

7. 2008年度電子顕微鏡技術認定試験について

会 期 :平成 20年 10月 11日（土）

連絡先 :日本顕微鏡学会事務局

〒101 0025 東京都千代田区神田佐久間町1 25

秋葉原鴻池ビル3F
 

TEL:03 5207 8813 FAX:03 5207 8816
 

E mail:kenbikyo＠realixe se.co.jp

 

8. 第 6回浜名湖国際セミナー「神経病理学の進展とス

ライドセミナー」について

会 期 :2008年 11月 1日（土）・11月 2日（日）

会 場 :浜松市楽器博物館2階研修室
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申込み締切り :2007年 9 月末（定員150名）

参加申込み先 :聖隷浜松病院 経営企画室

担当 仲谷，山田

〒430 8558 浜松市住吉2 12 12
 

TEL:053 474 2232 FAX:053 471 6050
 

URL http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/

E mail:hm hamak＠sis.seirei.or.jp

オーガナイザー :聖隷浜松病院病理科 小林 寛
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