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　一般社団法人日本病理学会 第 309 号 平成 25 年（2013 年）10 月刊 

1. 一般社団法人日本病理学会平成 25年度秋期総会の
ご通知

正会員には，10月 9日郵送「お知らせ 14号　 2013年（平
成 25年）秋」　に「総会葉書」が同封されております。お
手元をご確認下さい。　

今回，新功労会員制度に関する定款変更の提案がござい
ます。議決には定足数 3分の 2以上の出席ないし委任が必
要です。また，重要案件「学術評議員会費値下げの件」も
あります。

平成 25年 11月 21日（木）13時 50分より 14時 50分
まで甲府富士屋ホテル（甲府市）に於いて，下記事項のた
め一般社団法人日本病理学会平成 25年秋期総会を開催い
たしますので，是非ともご出席くださいますようご案内申
し上げます。
出席の如何にかかわらず，必ず出欠の（委任状を含む）
葉書を，10月 24日（必着）までにお送りくださいますよ
うお願いいたします。特にご欠席の場合には，総会成立の
ため委任状を必ずご提出くださいますようお願い申し上げ
ます。委任状は本人の署名，捺印（原則サインは不可）の
両方が揃わない場合，無効となり再提出をお願いすること
となります。また，期日までに委任状をご提出いただいて
いない会員には，事務局もしくは担当理事よりメールまた
は電話で委任状提出のお願いをする場合がございますので
ご協力をお願いいたします。
なお，名誉会員，学生会員の先生には総会にご出席いた

だけますが，定款により議決権がないことから，ご出欠伺
いの葉書はお送りしておりません。

記
議　題

1.　平成 26年度事業計画並びに収支予算に関する件 

2.　第 61回（平成 27年度）秋期特別総会会長選出の件
3.　第 105回（平成 28年度）総会会長選出の件
4.　功労会員制度の件
5.　学術評議員会費値下げの件
6.　定款，定款施行細則，その他関連規定改定の件
7.　その他

2. 第 59回日本病理学会秋期特別総会（甲府学術集会）
のおしらせ

以下の通り，学術集会を開催いたします。
期間 : 2013年 11月 21日（木）～ 22日（金） 
会場 : 甲府市・富士屋ホテル
会長 : 山梨大学大学院人体病理学教室　加藤　良平
大会ホームページ（HP）: http://www.gakkai.co.jp/jsp59/

開催概要 : http://www.gakkai.co.jp/jsp59/outline.html

プログラム詳細 :

 http://www.gakkai.co.jp/jsp59/59th_jsp_program.pdf

各種会議日程 :  日本病理学会 HP 10月 1日付け記事を
ご覧下さい。

 http ://pathology.or.jp/news/pdf/59th-autumn.pdf

※ 日本病理学会誌第 102巻第 2号（学会抄録号）は 10

月刊行予定

3. 第 103回日本病理学会総会（広島学術集会）演題募
集について

会期 : 2014年 4月 24日（木）～ 4月 26日（土）
会場 : 広島国際会議場，ANAクラウンプラザホテル広島
第 103回日本病理学会総会ホームページ :

　　　http://www2.convention.co.jp/103jsp/

演題募集登録期間 :

　　　2013年 10月 17日（木）～ 11月 27日（水）
演題登録画面 :  上記総会ホームページの演題募集ペー

ジにアクセスし，指示に従って登録を
行ってください。 

4. 平成 26/27年度一般社団法人日本病理学会役員選挙
について

P3からの公示文書をご参照ください。

5. 病理専門医資格および口腔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及び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て
おりますので，所定の手続をおとり下さい。
また，更新の手続きが遅れていた方で，本年度に更新申
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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。
詳細は HP新着情報 9月 5日「病理専門医および口腔病
理専門医資格の更新について」

http://pathology.or.jp/news/whats/licence-130905.htmlをご
覧下さい。
申請期限　平成 25年 10月 31日（木）　必着

6. 日本病理学会認定施設の認定申請（新規）及び　登
録施設確認申請（新規）について

標記のとおり，病理学会認定施設，及び登録施設の新規
申請を受け付けております。
ご希望の施設は，下記 HPをご確認いただき，事務局よ
り必要書類を取り寄せの上，所定の手続きをおとり下さい。
学会 HP新着情報 9月 4日　
「日本病理学会認定施設の認定申請および登録施設の確
認申請について」

http://pathology.or.jp/news/whats/application-130904.html

　申請期限　平成 25年 10月 25日（金）消印有効

　
  お知らせ 

1. ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の改正に
ついて（平成 25年 10月 1日全部改正）

標記の件については以下厚生労働省 HPをご参照下さ
い。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/iryousaisei.html

2. 医薬品・医療機器等安全性情報 No. 305が発行され
ました。

標記の件については以下厚生労働省 HPをご参照下さ
い。

http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/iyaku_j/anzensei 

jyouhou.html

3. 超解像国際シンポジウム International Symposium 

on Super-Resolution Imaging 2013について

標記シンポジウムが開催されます。詳細は下記 HPをご
参照下さい。
主催 : レーザー顕微鏡学会
日時 : 2013年 12月 2日　9 : 00-17 : 40

会場 : オークラアクトシティホテル浜松
詳細 : http://optsci.eng.shizuoka.ac.jp/SuperImaging/

　　

4. The 4th JCA-AACR Special Joint Conferenceにつ
いて

胃癌をテーマとした標記国際会議が開催されます。詳細
は下記 HPをご参照下さい。
主催 : 日本癌学会，アメリカ癌学会（AACR）
日時 : 2013年 12月 16日（月）～ 18日（水）
会場 : 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
詳細 :  http://www.jca.gr.jp/researcher/meeting/special_

joint_conference_04.html
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正会員　各位　

 平成 25年 10月 9日

一般社団法人日本病理学会役員選挙について（公示）　
　

 理　　事　　長　　深山　正久

 選挙管理委員長　　長村　義之

平成 26年度/27年度役員改選につきお知らせいたします。

本学会の現役員は，平成 26年 4月広島総会をもって任期満了となります。新役員は，本学会「定款」な

らびに「役員選挙関係諸規定」に従い，学術評議員の選挙（郵送による投票）によって候補者が選出され，

理事 19名（地方区選出理事 7名，全国区選出理事 12名［口腔病理部会長 1名を含む］），監事 2名が総会で

選任されます。

　次期役員（平成 26年度/27年度の理事・監事）選挙を以下の要領で行います。

記

○選挙方式 :

（1） 役員（理事・監事）の選挙は，立候補の届出にもとづき被選挙人名簿が作成され，さらに立候補者

のうち希望者は所信表明を発信できます。これをまとめ，一定の時期に会報，学会ホームページ等

へ届け順に掲載します。

（2） 理事長の選出は，上記で選出された理事の中から学術評議員の投票によって行われます。理事長候

補者（（1） で選出された理事）の所信表明については，役員選挙の場合と同様に希望者は発信でき

ます。これをまとめ，会報，学会ホームページ等へ届け出順に掲載します。

○立候補者の選出区分 :  役員立候補者は，選出区分を明示して応募していただきます。なお，　重複した区

分に立候補する事はできません。

　　　 選出区分 1 : 地方区選出理事

　　     選出区分 2 : 全国区選出理事

　　     選出区分 3 : 口腔病理部会長兼全国区選出理事（歯科医師免許所有者）

　　     選出区分 4 : 監事

○被選挙人資格者 :  役員は「就任年度 4月 1日時点での年令が満 63歳以下の者とする。」と規定されてい

ます。今回は昭和 25年 4月 2日以降に生まれた正会員が被選挙人資格者となります。

○役員立候補者募集要領 :

1. 名簿登載 : 立候補される方は，氏名，所属，生年月日，会員番号及び選出区分を明示した上で下段の

書式に記載し，本学会事務局まで書留で郵送してください。

・応募締め切り　  　理事 : 10月 31日（木）（当日消印有効）

　　　　　　　　　　　  　　監事 : 11月  7日（木）（当日消印有効）

・応募関係書類送り先 : 日本病理学会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　〒 113-0034　東京都文京区湯島 1-2-5　聖堂前ビル 7階
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2. 所信表明（希望者のみ）: 400字以内の所信を e-mail にて事務局あてお送りください。

　　  （文字数超過の場合は，超過分をカットします。掲載は届け出順となります。）

・提出締め切り : 理事　10月 31日（木）　　　監事　11月 7日（木）（立候補締め切りと同日）

・所信表明送り先 : E-mail : jsp-admin@umin.ac.jp

3. 再公募の必要があった場合は，学会ホームページに公示します。

○選挙実施要領:

　1.　役員（理事・監事）選挙:

　　　　・被選挙人名簿，投票用紙等，所信表明を学術評議員に送付 :

　　　　　11月 27日（水）予定

　　　　・所信表明の掲載 : 会報，学会ホームページ

　　　　・投票締め切り : 12月 13日（金）（当日消印有効）

　　　　・開票 : 12月 18日（水）　結果は，暫時学会ホームページにて公表

　2.　理事長選挙 :

　　　　・理事長候補者名簿，投票用紙，所信表明を学術評議員へ送付 :

　　　　　1月 24日（金）予定

・所信表明（希望者のみ）の掲載 : 会報，学会ホームページ

・投票締め切り : 2月 7日（金）（当日消印有効）

・開票 : 2月 12日（水）　結果は，暫時学会ホームページにて公表

3. 選挙人名簿は 10月 1日時点の学術評議員名簿をもとに作成し，会員専用 HP内に掲載いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

一般社団法人日本病理学会役員立候補届

　一般社団法人日本病理学会平成 26年度/27年度役員選挙に立候補いたします。

会員名 : 　　　　　　　　　　　　　　　（生年月日）　　　　　　　　　　（会員番号）　　　　　　　　　

　

所　属 : 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （15字以内 : 被選挙人名簿登載用）

区　分（一つを選んでください）

　選出区分 1 : 地方区選出理事

　選出区分 2 : 全国区選出理事

　選出区分 3 : 口腔病理部会長兼務全国区選出理事（歯科医師免許所有者）

　選出区分 4 : 監事

　　平成 25年　　　月　　　日　　　　　一般社団法人日本病理学会正会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　


