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1. 病理専門医資格更新者氏名

第3回 認定 163名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

526 覚道 健一

527 田所 衛

528 桶田 理喜

533 佐藤 達資

534 松嵜 理

536 坂本 穆彦

539 菊池 正教

540 小形岳三郎

542 中里 洋一

543 田中 照彦

547 貝森 光大

548 岸川 正大

550 鎌田 義正

552 久原 肇

553 浜崎 豊

554 伊藤 忠弘

556 三村 六郎

557 森 睦子

559 長嶺 由啓

562 福島 昭治

564 深瀬 真之

565 立松 正衞

566 津田 洋幸

567 松原 修

569 佐竹 立成

570 今村 哲夫

571 高橋 睦夫

572 品川 俊人

575 大森 髙明

576 石原 明徳

578 箱崎 半道

580 岡安 勲

582 坂江 清弘

583 中村 康寛

585 笹生 俊一

586 栄本 忠昭

587 佐々木功典

588 園部 宏

590 杉浦 浩

591 松陰 宏

592 大月 均

593 入江 康司

594 遠藤 雄三

597 花之内基夫

600 森 尚義

602 田中 勲

604 浅野 伍朗

606 福原 敏行

607 佐久間秀夫

608 原 正道

610 前田昭太郎

611 原 一夫

612 岩崎 宏

614 芝山 雄老

615 吉田 豊

616 小川 恵弘

617 横山 繁昭

618 井内 康輝

620 遠藤 久子

621 北村 創

622 津嘉山朝達

625 藤原 正之

628 鈴木 利光

629 相羽 元彦

630 瓦井美津江

632 金城 満

633 岩本 俊之

635 荒川 正博

636 神代 正道

639 根本 啓一

645 石井 壽晴

646 太田 秀一

647 長村 義之

648 河口 幸博

649 中林 洋

651 須古 修二

652 桑島 実

653 安達 博信

655 関根 一郎

657 筒井 祥博

659 石黒 信吾

661 福田 優

662 向井萬起男

664 赤塚 誠哉

665 近藤 安子

666 広瀬 雅雄

667 江村 巌

668 海老原善郎

669 倉科 正徳

671 松浦 博夫

672 三俣 昌子

675 恵良 昭一

676 松下 和彦

679 神田 誠

681 高梨利一郎

684 國友 忠義

685 渡邊 信

687 阪本 晴彦

688 亀井 敏昭

690 濱口 欣一

691 古里 征国

692 城 謙輔

693 山口 裕

699 木村 格平

703 吉田 愛知

704 吉田 浩己

705 武田 善樹

708 中村 隆昭

712 金井 幸子

713 林 雄三

714 伊藤 浩行

716 山下 憲一

717 武村 民子

718 河合 俊明

720 薬丸 一洋

721 坂田 則行

723 明松 智俊

725 三村 恵子

726 芝田 敏勝

728 池田 庸子

729 加藤 一夫

731 白井 智之

735 多田 豊曠

736 木村 伯子

739 森川 征彦

740 副島 和彦

741 袖本 幸男

743 中沼 安二

744 内藤 眞

747 鈴木 豊

750 前田 盛

752 若林 とも

753 林 博隆

759 松谷 章司

760 高橋 正倫

762 鷹巣 晃昌

763 光谷 俊幸

766 高橋 洋平

767 中村 眞一

769 窪田 彬

772 畑 日出夫

776 加藤 洋
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777 渡邊 照男

780 島田 篤子

781 澤井 高志

782 能勢 眞人

787 土屋 永寿

788 木村 雄二

791 岩間 憲行

792 伊井 邦雄

795 谷口 春生

798 塩田 敬

800 藤倉 敏夫

803 真鍋 俊明

804 泉 春暁

806 諸星 利男

807 原田 昌興

815 岡部 英俊

819 藤岡 保範

822 恒吉 正澄

823 伊藤 元

824 泉 啓介

826 植田 規史

第8回 認定 35名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

1211 榎木 登

1212 辻村 崇浩

1213 大部 誠

1214 林 一彦

1215 小松 明男

1216 車谷 宏

1217 小田 惠夫

1219 白石 泰三

1220 近藤 勝彦

1221 蓮井 和久

1222 佐藤 明

1223 平戸 純子

1224 吉峰 二夫

1225 大井 章史

1226 末松 直美

1227 山口 潤

1228 中西 速夫

1229 堀部 良宗

1231 寺畑信太郎

1232 田丸 淳一

1233 本間 慶一

1235 坪根 幹夫

1236 野島 孝之

1237 伊藤 隆明

1238 後藤 正道

1239 杉浦 仁

1240 澤田 達男

1241 中谷 行雄

1242 江口 正信

1243 鈴木不二彦

1245 大藤 高志

1246 福田 悠

1247 三浦 克敏

1248 玉井 正光

1249 小柳津直樹

第13回 認定 49名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

1502 笹野 公伸

1504 中山 淳

1505 村田 哲也

1508 石川 雄一

1509 緒方謙太郎

1510 飯嶋 達生

1511 坂元 亨宇

1512 伊藤以知郎

1514 山本 一郎

1515 中野 洋

1516 家本 陽一

1517 井上 泰

1518 黒滝日出一

1519 中島 透

1520 津田 均

1521 小山 徹也

1522 浅田祐士郎

1523 樋口佳代子

1524 荻野 哲也

1525 万代 光一

1526 梅澤 明弘

1527 安井 英明

1529 松井 一裕

1532 弘井 誠

1533 能勢聡一郎

1534 佐熊 勉

1535 鬼島 宏

1536 宗 寛之

1539 小野田 登

1540 中村 雅登

1541 小杉伊三夫

1543 服部 淳夫

1544 五十嵐誠治

1545 稲田 健一

1546 小田 秀明

1547 干川 就可

1548 多田 伸彦

1549 中谷 晃

1550 江石 義信

1552 長谷部孝裕

1553 山村 彰彦

1554 西川 祐司

1555 馬場 聡

1556 蛯名 義仁

1559 鶴田 潤二

1560 高木 正之

1561 熊坂 利夫

1562 佐藤 啓一

1563 福田 春樹

第18回 認定 53名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

1810 小野 一雄

1811 薄田 浩幸

1812 野首 光弘

1813 谷本 昭英

1814 星田 義彦

1816 伊倉 義弘

1817 湧谷 純

1818 渡辺 みか

1822 武島 幸男

1823 三上 芳喜

1824 櫻井 宏治

1825 菅原 修

1826 西川 俊郎

1827 溝口 幹朗

1829 河村 俊治

1830 安田 政実

1833 湊 宏

1834 安田 大成

1835 相田 芳夫

1836 佐野 孝昭

1837 中江 大

1838 都築 豊徳

1839 櫻井 信司

1840 前田 智治

1841 菅野 祐幸

1842 飯田 健一

1843 内木 宏延

1844 星井 嘉信

1845 田代賀比古

1846 村雲 芳樹

1847 末吉 和宣

1848 山崎 大

1849 神田 浩明

1850 横井太紀雄

1851 安見 和彦

1852 和田 龍一

1853 桂 義久

1854 早瀬ヨネ子

1855 伊藤 哲彦

1857 上原 久典

1858 清水 和彦

1859 平井 周

1860 鈴木 誠

1861 原岡 誠司

1862 前島 俊孝

1863 小野 貞英

1864 横山 慶一

1865 藤原 久美

1866 武内 英二

1867 大塚 成人

1868 中村 靖司

1869 大城 由美

1870 西村理恵子
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第23回 認定 66名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

2164 渡邊 和子

2166 清川 貴子

2167 前島亜希子

2168 佐々木俊樹

2169 小林 雅子

2170 加藤 哲子

2171 泥谷 直樹

2172 二村 聡

2173 佐藤 文子

2174 新村祐一郎

2175 篠原 敏也

2176 河内 茂人

2177 中野 晃伸

2178 前川 傑

2179 長谷川秀樹

2180 鹿股 直樹

2181 平川栄一郎

2183 塚本 吉胤

2184 西川 眞史

2185 藤井 晶子

2186 西原 弘治

2187 西倉 健

2188 大池 信之

2189 山中 正二

2190 石津 英喜

2191 中村 悦子

2192 和仁 洋治

2193 猛尾 弘照

2194 一宮 慎吾

2195 福留 寿生

2197 大沢 淳子

2198 荒川 敦

2199 前西 修

2200 佐藤 啓介

2201 松木田純香

2202 山本 泰一

2203 木藤 克己

2204 木村 幸子

2205 大喜多 肇

2206 東 美智代

2207 後藤 明輝

2208 國安 弘基

2209 高木 芳武

2210 福岡 順也

2212 高瀬 優

2213 宇野 澄子

2214 広川 佳史

2215 高橋 正人

2216 小幡 雅彦

2217 藤井 誠志

2218 白石 淳一

2219 榎 泰之

2220 上條 聖子

2221 髙田 礼子

2222 檜垣 浩一

2223 木村 昭治

2224 白川 律子

2226 梶原 博

2227 松木 康真

2228 倉田 厚

2229 寺本 典弘

2230 浦崎 晃司

2231 橋口 明典

2232 遠藤 希之

2233 島尻 正平

2235 髙澤 豊

第1回 認定1名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から3年間

認定番号 氏 名

91 指方 輝正

第2回 認定1名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から4年間

認定番号 氏 名

335 山本 俊輔

第12回 認定1名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から4年間

認定番号 氏 名

1497 成家 庄二

第20回 認定1名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から2年間

認定番号 氏 名

1982 工藤 英治

第21回 認定1名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から3年間

認定番号 氏 名

2034 坂下 直実

第22回 認定1名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から4年間

認定番号 氏 名

2158 鳥井 郁子

2. 口腔病理専門医資格更新者氏名

第3回 認定 10名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

46 林 良夫

47 山口 朗

49 橋本 貞充

50 朔 敬

51 出雲 俊之

52 石田 武

53 福田 康夫

54 伊東 博司

55 小川 裕三

57 立川 哲彦

第8回 認定 1名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

84 和唐 雅博

第13回 認定 4名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

106 岡田 裕之

107 草深 公秀

109 槻木 恵一

110 千場 良司

第1回 認定1名

更新期間 平成18年（2006年）4月1日から4年間

認定番号 氏 名

37 北野 元生
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3. 平成18年度病理専門医研修認定施設更新機関

(第1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
 

170施設)

期間2年間 平成18年4月1日～平成20年3月31日

第1回 認可（30施設)

認定番号 施 設 名

1001 市立札幌病院

2001 青森県立中央病院

2002 岩手県立中央病院

2003 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

3004 千葉県がんセンター

3005 国立がんセンター中央病院

3006 東京厚生年金病院

3007 国立国際医療センター

3008 NTT東日本関東病院

3009 東京都老人医療センター

3010 独立行政法人国立病院機構東京医療センター

3012 聖路加國際病院

3014 同愛記念病院

3015 武蔵野赤十字病院

3016 川崎市立川崎病院

3017 横浜市立市民病院

3018 神奈川県立がんセンター

4001 新潟県立がんセンター新潟病院

4002 静岡済生会総合病院

4004 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

5002 京都第一赤十字病院

5003 大阪赤十字病院

5005 天理よろづ相談所病院

5006 神戸市立中央市民病院

6001 (財)倉敷中央病院

6002 岡山済生会総合病院

6003 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

6004 県立広島病院

6006 広島市立広島市民病院

6007 国立岩国病院

第3回 認可（7施設)

認定番号 施 設 名

1003 市立旭川病院

1004 社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院

3026 神奈川県立こども医療センター

6011 国家公務員共済組合連合会呉共済病院

7004 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター

7005 大分県立病院

7006 沖縄県立中部病院

第5回 認可（11施設)

認定番号 施 設 名

1005 市立函館病院

3032 東京都立駒込病院

4011 静岡県立こども病院

4012 静岡市立静岡病院

4014 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院

5008 京都市立病院

5011 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

5014 大津赤十字病院

5015 大阪厚生年金病院

5016 国立循環器病センター

6013 総合病院岡山赤十字病院

第7回 認可（7施設)

認定番号 施 設 名

2008 医療法人明和会中通総合病院

3011 東京逓信病院

3041 社会福祉法人三井記念病院

3043 東京都立広尾病院

5018 松下電器健康保険組合松下記念病院

6015 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター

6016 愛媛県立中央病院

第9回 認可（5施設)

認定番号 施 設 名

2010 (財)太田綜合病院附属太田西ノ内病院

3049 大森赤十字病院

4021 名古屋掖済会病院

4022 岐阜市民病院

5023 兵庫県立成人病センター

第11回 認可（7施設)

認定番号 施 設 名

2011 八戸市立市民病院

3056 社会保険中央総合病院

3058 独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院

4028 岡崎市民病院

5028 医療法人同仁会耳原総合病院

5029 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

5030 京都民医連中央病院

第13回 認可（8施設)

認定番号 施 設 名

2014 いわき市立総合磐城共立病院

3065 栃木県立がんセンター
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3066 足利赤十字病院

3067 前橋赤十字病院

3068 医療法人鉄蕉会亀田総合病院

4031 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

4032 総合大雄会病院

5031 大阪警察病院

第15回 認可（8施設)

認定番号 施 設 名

3024 自衛隊中央病院

3074 千葉県こども病院

3075 財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター

4037 石川県立中央病院

5034 星ケ丘厚生年金病院

5035 医療法人愛仁会高槻病院

7015 社会保険小倉記念病院

7016 飯塚病院

第17回 認可（3施設)

認定番号 施 設 名

4040 新潟県立中央病院

4041 福井赤十字病院

5038 京都第二赤十字病院

第19回 認可（8施設)

認定番号 施 設 名

3034 立正佼成会附属佼成病院

3038 国立精神・神経センター国府台病院

3055 国家公務員共済組合連合会総合病院横須賀共済病院

3083 川口市立医療センター

3084 船橋市立医療センター

4013 岐阜県立岐阜病院

4046 トヨタ記念病院

5042 (財)神戸市地域医療振興財団西神戸医療センター

第21回 認可（9施設)

認定番号 施 設 名

2018 由利組合総合病院

2019 山形県立日本海病院

2020 鶴岡市立荘内病院

3087 総合病院取手協同病院

3088 成田赤十字病院

3089 東京医療生活協同組合中野総合病院

5004 大阪府立成人病センター

5045 特定医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院

5046 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

第23回 認可（21施設)

認定番号 施 設 名

2028 財団法人 星総合病院

3031 国保松戸市立病院

3042 東京都立豊島病院

3101 国保直営総合病院君津中央病院

3102 医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院

3103 医療法人社団愛心会湘南鎌倉総合病院

4056 市立砺波総合病院

4057 特定医療法人慈泉会相澤病院

5052 市立長浜病院

5053 大津市民病院

5054 京都桂病院

5055 市立池田病院

5056 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

5057 市立堺病院

5058 市立泉佐野病院

5059 箕面市立病院

5060 公立学校共済組合近畿中央病院

5062 財団法人甲南病院

6029 香川医療生活協同組合高松平和病院

7023 長崎市立市民病院

7024 宮崎県立延岡病院

第25回 認可（27施設)

認定番号 施 設 名

1015 市立室蘭総合病院

1016 北海道社会保険病院

1017 NTT東日本札幌病院

1018 札幌社会保険総合病院

1019 JA北海道厚生連札幌厚生病院

1021 独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災病院

1022 医療法人社団新日鐵室蘭総合病院

2030 秋田県厚生連平鹿総合病院

3108 上都賀総合病院

3109 独立行政法人国立病院機構高崎病院

3110 国立成育医療センター

4038 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院

4052 焼津市立総合病院

4061 長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院

4062 富山厚生農業協同組合連合会高岡病院

4063 福井県立病院

4064 富士宮市立病院

4065 県西部浜松医療センター

5027 （財)田附興風会医学研究所北野病院

5066 宝塚市立病院
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5067 加古川市民病院

6030 鳥取県立中央病院

6031 住友別子病院

7028 福岡県済生会福岡総合病院

7029 熊本赤十字病院

7030 医療法人中部徳洲会 中部徳洲会病院

7031 那覇市立病院

第27回 認可（19施設)

認定番号 施 設 名

1025 社会福祉法人函館厚生院函館中央病院

2034 岩手県立胆沢病院

2035 財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

3119 大田原赤十字病院

3120 春日部市立病院

3121 独立行政法人国立病院機構東京病院

3122 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター

4069 掛川市立総合病院

4070 静岡県立静岡がんセンター

4071 春日井市民病院

5001 独立行政法人国立病院機構京都医療センター

5075 医療法人愛仁会千船病院

5076 関西電力病院

5077 大阪府済生会中津病院

5078 医療法人 明和病院

6035 鳥取赤十字病院

7034 医療法人北九州病院北九州総合病院

7035 独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院

7036 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院

4. 平成18年度病理専門医研修登録施設更新機関

(第1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27
 

88施設)

期間2年間 平成18年4月1日～平成20年3月31日

第1回 認可（17施設)

認定番号 施 設 名

2004 福島県立会津総合病院

3001 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院

3009 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター

3013 東京都教職員互助会三楽病院

3020 青梅市立総合病院

3021 国家公務員共済組合連合会立川病院

3022 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

3026 平塚市民病院

4008 名鉄病院

4013 名古屋市立東市民病院

4017 市立四日市病院

4019 市立伊勢総合病院

4020 近江八幡市民病院

5013 公立豊岡病院組合立日高病院

7002 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

7005 日本赤十字社長崎原爆病院

7007 独立行政法人国立病院機構別府医療センター

第3回 認可（1施設)

認定番号 施 設 名

5022 兵庫県立柏原病院

第5回 認可（2施設)

認定番号 施 設 名

3035 国家公務員共済組合連合会九段坂病院

5029 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院

第7回 認可（3施設)

認定番号 施 設 名

3042 千葉県救急医療センター

3043 JFE健康保険組合川鉄千葉病院

4034 南生協病院

第9回 認可（3施設)

認定番号 施 設 名

4037 佐久市立国保浅間総合病院

4039 国家公務員共済組合連合会名城病院

4040 総合病院中津川市民病院

第11回 認可（3施設)

認定番号 施 設 名

3062 東京都職員共済組合青山病院

4045 みなと医療生活協同組合協立総合病院

7031 唐津赤十字病院

第13回 認可（2施設)

認定番号 施 設 名

1006 独立行政法人国立病院機構道北病院

4051 医療法人社団健和会健和会病院

第15回 認可（5施設)

認定番号 施 設 名

3070 (財)東京都保健医療公社東部地域病院

4056 山田赤十字病院

4057 松阪市民病院

6020 岡山労災病院

6021 三豊総合病院
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第17回 認可（3施設)

認定番号 施 設 名

3074 医療生協さいたま生活協同組合埼玉協同病院

4061 豊川市民病院

5048 市立伊丹病院

第19回 認可（8施設)

認定番号 施 設 名

1009 国家公務員共済組合連合会斗南病院

4069 榛原総合病院

4070 飯田市立病院

4071 大垣市民病院

4072 羽島市民病院

5050 社会保険京都病院

5051 加西市立加西病院

7041 今給黎総合病院

第21回 認可（9施設)

認定番号 施 設 名

1011 美唄労災病院

1014 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院

3084 放射線医学総合研究所重粒子治療センター

4075 西尾市民病院

5056 高槻赤十字病院

5058 姫路赤十字病院

5059 兵庫県立こども病院

6035 医療法人近森会近森病院

7043 医療法人親仁会米の山病院

第23回 認可（7施設)

認定番号 施 設 名

1019 医療法人王子総合病院

2018 岩手県立大船渡病院

3086 草加市立病院

3087 恩賜財団済生会若草病院

4079 独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院

4080 一宮市立市民病院

7048 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院

第25回 認可（16施設)

認定番号 施 設 名

1013 医療法人社団カレスアライアンス日鋼記念病院

2020 公立刈田綜合病院

2021 宮城県立がんセンター

2022 仙台社会保険病院

2023 大崎市民病院

3094 （財）結核予防会複十字病院

3095 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院

4085 長野市民病院

4086 長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院

5069 大阪府済生会富田林病院

5070 市立枚方市民病院

5071 明石市立市民病院

5072 赤穂市民病院

5073 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター

6030 医療法人里仁会興生総合病院

7050 沖縄県立北部病院

第27回 認可（9施設)

認定番号 施 設 名

1024 留萌市立病院

4092 福井県済生会病院

4093 岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院

5079 泉大津市立病院

6047 国家公務員共済組合連合会高松病院

6048 高知県立幡多けんみん病院

7051 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

7052 医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院

7053 医療法人かりゆし会ハートライフ病院

5. 中部・近畿地区支部合同病理診断セミナー（夏の学

校）のご案内について

中部・近畿地区の夏の学校は，下記のとおり開催されま

す。奮ってご参加ください。

記

会 期:平成18年8月19日（土）13時～18時

平成18年8月20日（日） 9時～12時

会 場:金沢市観光会館

対 象:(社）日本病理学会会員（全会員）

テーマ:腫瘍性境界病変－良悪鑑別のpitfall－

講 師:食 道―江頭由太郎（大阪医科大学）

胃 ―九嶋亮治（滋賀医科大学）

卵 巣―長坂徹郎（名古屋大学）

子宮体部―三上芳喜（京都大学）

乳 腺―渡辺騏七郎（渡辺病理研究所）

前立腺―白石泰三（三重大学）

皮膚色素性疾患－都築豊徳（名古屋第二赤十字

病院）

皮膚リンパ増殖性疾患－中塚伸一（大阪南医療

センター）

募集人員:120名（先着順）

受講料:5,000円（含むハンドアウト代，懇親会費別途）

世話人:白石泰三（三重大学）
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連絡先:夏の学校事務局 担当 広川佳史（三重大学）

三重大学大学院医学研究科腫瘍病態解明学講座

（旧病理学第二講座）

〒514-8507 三重県津市江戸橋2-174
 

TEL:059-232-1111（6361）

FAX:059-231-5210
 

E-mail:tao＠doc.medic.mie-u.ac.jp

お知らせ

1. レーザ顕微鏡研究会第32回講演会並びにワーク

ショップについて

会 期:平成18年6月28日～6月30日

会 場:理化学研究所（和光市）

連絡先:レーザ顕微鏡研究会事務局

静岡大学工学部機械工学科

〒432-8561 浜松市城北3-5-1
 

TEL:053-478-1069 FAX:053-471-1128
 

E-mail:kawata＠eng.shizuoka.ac.jp
 

2. 黒住医学研究振興財団第14回（平成18年度）研究助

成金の募集について

申込み締切り:平成18年6月30日

連絡先:(財）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（株）内

TEL:03-3812-3173 FAX:03-3813-2206
 

E-mail:info＠kmf.or.jp
 

3. 第26回札幌がんセミナー国際シンポジウムについ

て

会 期:平成18年7月22日～7月23日

会 場:北海道大学学術交流会館大講堂

連絡先:(財）札幌がんセミナー 事務局

〒060-0042 札幌市中央区大通西6-6

北海道医師会館内

TEL:011-222-1506 FAX:011-222-1526
 

E-mail:scs-hk＠phoenix-c.or.jp
 

4. 第26回日本小児病理研究会並び第3回小児病理セ

ミナーについて

会 期:平成18年9月9日

会 場:札幌医科大学記念ホール

連絡先:1）研究会

北海道立小児総合保健センター 検査部

TEL:0134-62-5511 FAX:0134-62-5517
 

E-mail:sigeaki.yokoyama＠pref.hokkaido.

lg.jp
 

2）セミナー

国立成育医療センター 臨床検査部病理内

E-mail:matsuoka-k＠ncchd.go.jp
 

5. 第15回（平成18年度）木原記念財団学術賞候補者の

推薦について

申込み締切り:平成18年9月30日

連絡先:(財）木原記念横浜生命科学振興財団 事務局

〒244-0813 横浜市戸塚区舞岡町641-12
 

TEL:045-825-3487 FAX:045-825-3307
 

6. 第26回医療情報学連合大会について

会 期:平成18年11月1日～11月3日

会 場:札幌コンベンションセンター

連絡先:北海道大学病院 医療情報部内

〒060-8648 札幌市北区北14条西5丁目

TEL:011-706-6017 FAX:011-700-5608
 

E-mail:jcmi2006j＠med.hokudai.ac.jp

日本病理剖検輯報への新規登載の希望がございましたら，6月30日までに事務局宛ご連絡下

さい。日本病理学会病理専門医研修認定施設および研修登録施設の認可には，登載されている

ことが条件となっております。

社団法人日本病理学会事務局 TEL:03-5684-6886 FAX:03-5684-6936
 

E-mail:jsp-admin＠umin.ac.jp
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