1

会
社団法人日本病理学会会報

報
第 165号

1. 倫理委員会の発足について

平成 13年（2001年）7月刊

お知らせ

今年度，倫理委員会が新たに発足した。委員は 6月の常
任理事会で決まり，早速に会議が開催された。
(1) 委員の構成
赤木忠厚（委員長），日合

弘，井藤久雄，岡崎悦

夫（以上委員）

1. 2001年度「上原賞」の受賞候補者推薦について
申込み締切り :平成 13年 8月 31日
連絡先 :(財)朝日新聞文化企画局メセナ部「朝日

(2) 当面する課題
① “病理検体を学術研究，医学教育に使用するこ
とについての見解」について”各機関の実施状
況を調査の上，改定の必要を含めて検討する。
② “症例報告における患者情報保護に関する指
針」の作成”について，「Pat
hol
ogy I
nt
er
na」，「診断病理」の投稿規定の改定を含め
t
i
onal
て検討を行う。
③ その他当面する課題について審議された。
2. 平成 14年度/15年度役員選挙管理委員会について
平成 14年度及び 15年度役員（理事・監事）の選出のた
め，役員選挙管理委員会を発足した。委員は 6月の常任理

賞」係
〒 104‑8011 中央区築地 5‑3‑2
TEL03‑5540‑7453 FAX 03‑3541‑8999
2. 平成 13年度上原賞（研究業績褒賞）の受賞候補者推
薦について
申込み締切り :平成 13年 9月 10日
連絡先 :(財)上原記念生命科学財団
〒 171‑0033 豊島区高田 3‑26‑3
TEL03‑3985‑3500
3. 平成 13年度（第 23回）沖縄研究奨励賞応募の推薦に
ついて

事会で決まり，早速に会議を開催し，選挙実施日程等を決

申込み締切り :平成 13年 9月 30日

めた。選挙方法等については，概ね前回を踏襲することと

連絡先 :(財)沖縄協会「沖縄研究奨励賞」担当

した。

〒 100‑0013 千代田区霞ヶ関 3‑6‑15

(1) 委員の構成
糸山進次（委員長），羽野
岡安

グローリアビル
寛，北村

，倉持 茂，

勲（以上委員）

(2) 選挙実施日程
① 平成 13年 8月 6日 ;投票用紙（第 1段）発
送
平成 13年 8月 27日 ;同上投票締切
② 平成 13年 11月 27日 ;5役 の 直 接 投 票（第 2
段）(総会当日）

TEL03‑3580‑0641 FAX 03‑3597‑5854
4. 千里ライフサイエンスセミナー「ゲノムの損傷を修
復するメカニズム」について
会 期 :平成 13年 10月 5日
会 場 :千里ライフサイエンスセンター
連絡先 :(財)千里ライフサイエンス振興財団セミ
ナー係

③ 平成 13年 12月 4日 ;理事（支部長）投票用
紙(第 2段）発送

〒 560‑0082 豊中市新千里東町 1‑4‑2

12月 21日 ;同上投票締切
④ 平成 14年 1月 11日 ;全国区選出理事・監事
投票用紙（第 2段）発送

TEL06‑6873‑2001 FAX 06‑6873‑2002

2月 1日 ;同上投票締切

千里ライフサイエンスセンタービル

2
センター）
5. 第 11回広島がんセミナー国際シンポジウムについ
て
会

期 :平成 13年 11月 3日

会

場 :広島国際会議場

連絡先 :第 11回広島がんセミナー事務局
〒 734‑8551 広島市南区霞 1‑2‑3
広島大学医学部第一病理内
TEL082‑257‑5145 FAX 082‑257‑5149
6. 第 21回医療情報学連合大会について
会

期 :平成 13年 11月 26日〜28日

会

場 :東京ファションタウンビル（東京国際貿易

連絡先 :国立国際医療センター情報システム部
〒 162‑6855 新宿区戸山 1‑21‑1
TEL03‑5285‑7288 FAX 03‑5273‑4036
7. 第 18回国際臨床化学会議について
会 期 :平成 14年 10月 20日〜25日
会 場 :国立京都国際会館
連絡先 :第 18回国際臨床化学会議事務局
〒 560‑0082 豊中市新千里東町 1‑4‑2
千里ライフサイエンスセンタービル
学会センター関西内
TEL06‑6873‑2301 FAX 06‑6873‑2300

平成 13年度 第 2回細胞診講習会のお知らせ
平成 13年度の第 2回細胞診講習会（社団法人日本病理学会，担当 :認定病理医制度運営委員会，青
笹克之委員）の日程が決まりましたのでお知らせいたします。一昨年から認定病理医受験資格の要件
のひとつとして細胞診に関する講習会を受講していることがあげられております。来年度以降受験
予定の方で，未だ細胞診講習会を受講されていない方には受講されることをお勧めします。
受講者は，下記申し込み用紙にて学会事務局宛お申し込み下さい。なお，定員は原則として 50名
とさせていただきますが，50名を越える場合は下記 6に示す基準に従って選定させていただきま
す。
1. 日

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

時 :平成 13年 10月 27日 ㈯ 8:30〜17:30 (第 1日 :受付，鏡検，解説)
平成 13年 10月 28日 ㈰ 8:00〜15:00 (第 2日 :鏡検，解説)
第 1日目の夜，ご希望の方には 2時間程度討論の時間を作る予定です。
講
師 :覚道 健一 (和歌山県立医科大学)
辻本 正彦 (大阪警察病院)
菊井 正紀 (大阪府立はびきの病院)
川野
潔 (大阪労災病院)
場
所 :和歌山県立医科大学実習棟 2F第 2実習室 (関西空港より約 1時間)
世話人 :和歌山県立医科大学第 2病理学講座（覚道健一教授）
受 講 料 :20,000円 (採用通知とともに振替用紙をお送りします)
ハンドアウト代として実費を別途徴収致します。
申込締切 :平成 13年 9月 21日（金)
受講者の選定基準 :1. 平成 14年度認定病理医試験を受験する人
2. 平成 13年度細胞診指導医試験を受験する人
1.2.を優先とするが，それ以外の人の受講も配慮します。
申込み先 :社団法人日本病理学会事務局
〒 113‑0033 東京都文京区本郷 2‑40‑9
ニュー赤門ビル 4F
TEL;03‑5684‑6886 FAX;03‑5684‑6936
問い合わせ先 :〒 641‑8509 和歌山市紀三井寺 811‑1
和歌山県立医科大学第 2病理（世話人 :覚道健一)
TEL;073‑441‑0635 FAX;073‑446‑4825
E‑mai
l;kakudo‑k＠wakayama‑med.
ac.
j
p
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日本病理学会認定病理医制度運営委員会

平成 13年度 第 2回細胞診講習会
申し込み用紙
氏

名:

生年 月 日:

会員番号 :
年

月

日

認定病理医番号 :

細胞診歴

来年の日本病理学会認定病理医試験 :受験する

受験しない

未定

有（

本年の日本臨床細胞学会指導医試験 :受験する

受験しない

未定

無

所属 機 関:
同

住

所:

同電話番号 :

FAX 番号 :

年)

