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1. 病理専門医資格の更新について

日本病理学会病理専門医資格更新の本年度該当者には，

学会事務局より必要書類が送付されます。

本年度該当者は，第1回（1979年）認定登録者ならびに

第1回（1983年），第6回（1988年)，第11回（1993年)，

第16回（1998年)，第21回（2003年）試験合格者になり

ます。

また，上記以外で更新の手続きが遅れていた方で，本年

度に更新申請を希望される方は，事務局までご連絡下さい。

必要書類を送付いたします。

資格更新希望者は，平成20年10月31日までに所定の手

続をおとりください。

2. 口腔病理専門医資格の更新について

日本病理学会口腔病理専門医資格更新の本年度該当者に

は，学会事務局より必要書類が送付されます。本年度該当

者は，第1回（1989年）認定登録者ならびに第1回（1993

年)，第6回（1998年)，第11回（2003年）試験合格者に

なります。

また，上記以外で更新の手続きが遅れていた方で，本年

度に更新申請を希望される方は，事務局までご連絡下さい。

必要書類を送付いたします。

資格更新希望者は，平成20年10月31日までに所定の手

続をおとりください。

3. 第26回病理専門医試験について

本年度の病理専門医試験は，7月26日（土)，7月27日

（日）に東京医科歯科大学にて実施されました。

90名が受験して，66名が合格しました（合格率73.3%)。

合格者氏名ならびに病理専門医登録番号は，次のとおりで

す（登録年月日:平成20年7月30日)。

平成20年度病理専門医合格者氏名

認定番号 氏 名

2678 土居 正知

2679 松崎 晶子

2680 山田 隆司

2681 松本 裕文

2682 本下 潤一

2683 池田 博子

2684 中村 聡子

2685 佐々木英一

2686 青木 直子

2687 増本 純也

2688 森田あやこ

2689 小倉 豪

2690 梶本 和義

2691 玉橋うらら

2692 石原 美佐

2693 石田 光明

2694 阿保亜紀子

2695 高田 理恵

2696 井野元智恵

2697 稲村健太郎

2698 飯田 真岐

2699 新村 和也

2700 馬場洋一郎

2701 平橋美奈子

2702 横田 亜矢

2703 佐久間香織

2704 竹内 真

2705 堀田 綾子

2706 門田 球一

2707 村田 有也

2708 平林 健一

2709 新井 恵吏

2710 田村 保明

2711 坂谷 暁夫

2712 倉田 盛人

2713 川崎 隆

2714 藤島 史喜

2715 栗原 秀一

2716 佐藤 慎哉

2717 濱田 義浩

2718 田中 朋子

2719 原 由紀子

2720 仙谷 和弘

2721 内田 克典

2722 中黒 匡人

2723 小田和歌子

2724 後藤 淸香

2725 佐藤 永一

2726 玉川 進

2727 和田 直樹

2728 松田 陽子

2729 鈴木 智景

2730 那須 拓馬

2731 中西 勝也

2732 武田麻衣子

2733 金城佐和子

2734 向所 賢一

2735 坂谷 貴司

2736 池部 大

2737 中村 暢樹

2738 菅野 渉平

2739 臺 勇一

2740 小豆畑康児

2741 山本 浩平

2742 住吉 真治

2743 杉田真太朗

また，病理専門医試験実施委員会の委員構成は以下のと

おりです。

第26回(平成20年度)(11名)

中谷行雄(委員長)，新井栄一，藤井丈士，川本雅司，

北川昌伸，三上芳喜，野々村昭孝，小山徹也，鷹橋浩幸，

谷澤 徹，安田政実

4. 第16回口腔病理専門医試験について

本年度の口腔病理専門医試験は，第26回病理専門医試験
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と同日，同会場で行われました。

7名が受験して，6名が合格しました（合格率85.7%)。合

格者氏名ならびに口腔病理専門医登録番号は，次のとおり

です（登録年月日:平成20年7月30日)。

平成20年度口腔病理専門医合格者氏名
口腔認定番号 氏 名

136 浅野 正岳

137 久保 勝俊

138 佐藤由紀子

139 石橋 浩晃

140 宇佐美 悠

141 杉田 好彦

また，口腔病理専門医試験実施委員会の委員構成は以下

のとおりです。

第16回 (平成20年度）（3名)

田中陽一 (委員長)，入江太朗，宇都宮忠彦

5. 会員の訃報

松本武四郎 名誉会員 (平成20年7月23日ご逝去)

お知らせ

1. トランスポーターワークショップIN鶴岡について

日 時:2008年11月15日 (土)-16日 (日)

会 場:東北公益大ホール (山形県鶴岡市)

問い合わせ先:トランスポーターワークショップ鶴岡事

務局

Tel:0235-29-0800 担当:五十嵐

Fax:0235-29-0809
 

E-mail:event-jimu＠iab.keio.ac.jp
 

http://www.iab.keio.ac.jp/transporter
 

2008/index.html

お詫び (訂正)

会報246号（平成20年7月刊）に掲載いたしました「技

術講習会―分子病理学の基礎技術―8の受講者の募集

について」の募集記事文末におきまして「また，病理

専門医受験資格の業績3編のうち1編として充当する

ことができます」とありますのは誤りでしたので訂正

いたします。従来通り「病理専門医資格更新のための

生涯学習単位5単位が認められる」のみですので，ご

注意ください。ご迷惑をおかけいたしましたことをお

詫びいたします。
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日本病理学会認定施設の認定申請（新規）について

第31回（平成20年）の認定審査のための申請を下記の通り受付けますので，ご通知申し上

げます。

1.申請受付期間 平成20年10月1日～平成20年10月31日

2.申請に必要な書類

1) 日本病理学会認定施設認定申請書 1通

2) 認定施設認定申請書資料 1通

3.申請に必要な書類の請求・送付先

〒 113-0033 東京都文京区本郷2-40-9 ニュー赤門ビル4F

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

日本病理学会登録施設確認申請（新規）について

第31回(平成20年)の登録施設確認を行なうにあたり，下記により確認申請を受付けますの

でご通知申し上げます。

1.申請受付期間 平成20年10月1日～平成20年10月31日

2.申請に必要な書類

1) 日本病理学会登録施設確認申請書 1通

2) 日本病理学会登録施設被登録承諾書 1通

3) 登録施設確認申請書資料 1通

注意 1)は既に研修施設として認定されている大学の病理学講座・病理部等より申請し

て下さい。

2)はこれから登録を受けようとする病院より提出して下さい。

3)はこれから登録を受けようとする病院の専任又は非専任の病理医が記入する

ことが望まれます。

3.申請に必要な書類の請求・送付先

〒 113-0033 東京都文京区本郷2-40-9 ニュー赤門ビル4F

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



会 員 各 位

第54回日本病理学会秋期特別総会

会 長 植 田 規 史

副会長 能 勢 眞 人

第54回日本病理学会秋期特別総会についてのお知らせ

第54回日本病理学会秋期特別総会を下記の日程で開催致します。日本病理学会学術委員会により，シンポジウ

ム1テーマ，病理診断シリーズ2題，学術研究賞演説（A演説）8題，B演説2題が決定されました。詳細につき

ましては第54回日本病理学会秋期特別総会ホームページをご覧下さい。

会 期:平成20年11月20日 (木)，21日 (金)

会 場:松山市コミュニティセンター

第54回日本病理学会秋期特別総会ホームページ

http://jsp54.m.ehime-u.ac.jp/

今回の秋期特別総会での新しい取り組みと企画を以下にご紹介させていただきます。

1) 学術プログラムは2会場並行方式で行いますが，A演説および病理診断シリーズは，従来どおりプレナリー

セッションのかたちで行います。

2) シンポジウムではプロテオームの病理学への展開を図るべく「プロテオームと病理学の接点」と題して5演

題を取り上げます。

3) 特別講演として，最先端技術である小麦胚芽をもちいた蛋白合成システムにまつわる話題を遠藤弥重太教

授に，また，近年とりわけ注目されている幹細胞に関する話題を慶應義塾大学の須田年生教授にご講演をい

ただきます。

4) ワークショップは「血管炎研究の最前線」と題し，血管炎の問題点について臨床と基礎の統合的研究の視野

に立った討論を行いたいと思います。また，昨今の大学改変と日本における病理学の将来につき「今後の日

本における大学の病理学講座 (分野)の在り方」と題して，パネルディスカッションでフリートーキングを

していただきます。

5) 新たな試みとして，ワインポスターセッションを開催します。非腫瘍性疾患の興味ある剖検症例をポスター

で発表していただき，各症例について，ワインを潤滑油として，会員間の活発な論議を展開していただきた

いと思います。

6) 市民公開講座として広く一般の方々も対象として，松山市民に広く親しまれている「坂の上の雲ミュージア

ム」の松原館長に，「司馬遼太郎さんと『坂の上の雲』」という題でお話ししていただきます。

問い合わせ連絡先:

〒791-0295 愛媛県東温市志津川

愛媛大学大学院医学系研究科 病態解析学講座 分子病理学分野

事務局長 阿部康人

TEL:089-960-5265，FAX:089-960-5267
 

E-mail:byouri54＠m.ehime-u.ac.jp


