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　一般社団法人日本病理学会 第 321 号 平成 26 年（2014 年）10 月刊 

1. 第 104回日本病理学会総会　一般演題募集のご案内
（会長より）

会員各位
謹啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげま

す。
このたび，2015年 4月 30日（木）～ 5月 2日（土）の

3日間，名古屋国際会議場におきまして，第 104回日本病
理学会総会を開催させていただくこととなり，現在鋭意準
備を進めております。
さて，2014年 10月 21日（火）より一般演題の募集を

開始いたしました。
詳細は下記及びホームページの一般演題募集・演題登録

ページをご参照ください。
第 104回日本病理学会総会ホームページ
URL : http://www.congre.co.jp/jsp2015/index.html

一般演題募集・演題登録ページ
URL : http://www.congre.co.jp/jsp2015/entry/index.html

また，本総会では特別企画ポスターといたしまして「徒
然病理医絵巻～女性病理医の日常～」も募集いたします。
以下のページをご参照の上，ふるってご応募いただきます
ようお願いいたします。

URL : http://www.congre.co.jp/jsp2015/poster/index.html

実り多き総会となるよう最善を尽くす所存でございます。
今後とも格別のご高配を賜りますようお願い申しあげます。

 敬白

記
募集期間 :  2014年 10月 21日（火）～ 12月 3日（水）

正午
応募方法 :  一般演題募集・演題登録ページより応募くだ

さい。
URL : http://www.congre.co.jp/jsp2015/entry/index.html

募集カテゴリー : 一般演題（口演）
　　　　　　　　一般演題（ポスター発表）
　　　　　　　　学部学生ポスター発表
特別企画「徒然病理医絵巻」ポスター発表
※ 本総会より氏名，所属機関名，演題名の英語での入力
が必須となりました。

　何卒ご協力いただきますようお願い申しあげます。
 以上

****************************************************

第 104回日本病理学会総会
会長　髙橋　雅英
（名古屋大学大学院医学系研究科分子病理・腫瘍病理学）

【ご連絡先】
第 104回日本病理学会総会　運営事務局
株式会社コングレ　中部支社内
担当 : 大里，坂東，中島
〒 460-0004　名古屋市中区新栄町 2-13

栄第一生命ビルディング 6階
TEL. 052-950-3369　FAX. 052-950-3370

jsp2015@congre.co.jp

****************************************************

2. 一般社団法人日本病理学会平成 26年度秋期特別総
会のご通知

平成 26年 11月 20日（木）13時 50分より 14時 50分
まで国立劇場おきなわ（浦添市）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 26年秋期特別総会を開
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（「お知らせ 18号」に同封郵送）をお送りくださいま
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。委任状をご提出いただいていない場合には，
事務局もしくは担当理事よりメールまたは電話にてご提出
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，功労会員，学生会員の先生方におかれ
ましては，総会にご出席いただくことはできますが，定款
により議決権がないことから，葉書のご提出は不要でござ
います。

記
議　題
1.　平成 27年度事業計画ならびに収支予算の件
2.　第 62回（平成 28年度）秋期特別総会会長選出の件
3.　第 106回（平成 29年度）総会会長選出の件
4.　専門医制度関係規定改定の件
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3.　会員の訃報

以下の方がご逝去されました。
櫻井　宏治　学術評議員（平成 26年 8 月 15 日ご逝去）
井上　　達　学術評議員（平成 26年 10 月 6 日ご逝去）　

  お知らせ 

1. 「献血血液の研究開発等での使用に関する指針」の
一部改正について（周知依頼）

厚生労働省医薬食品局長より標記の件につき周知依頼が
ありました。
内容は下記の URLをご覧下さいますようお願いいたし

ます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000061162.pdf

なお，詳細は，厚生労働省医薬食品局血液対策課医療機
器・再生医療等製品審査管理室（電話 : 03-5253-1111）に
お問い合わせ下さい。

2. 「献血血液の研究開発等での使用に関する指針」に
基づく公募の実施について（周知依頼）

厚生労働省医薬食品局血液対策課長より標記の件につき
周知依頼がありました。
詳細は下記の URLをご覧下さいますようお願いいたし

ます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000061341.pdf

締切　平成 26 年 11 月 7日（金）

3. 「中皮腫の診断精度向上のための講習会」  

「石綿肺等の診断精度向上のための読影講習会」 
開催のお知らせ

環境省主催・参加無料・事前登録制（申し込み順）
申し込み・詳細
http://www.hip-ltd.co.jp/ishiwata/index.html

問い合わせ（株式会社ヒップ内）
TEL : 03-3370-2411　FAX : 03-3370-2017

E-mail : ishiwata@hip-ltd.co.jp

石綿健康被害救済制度での医学的判定の知見を踏まえ，
石綿関連疾患の診断のポイントをご紹介します。石綿関連
疾患の症例を実際に見ていただく実習もありますので，是
非ご参加ください。

（1） 平成 26年度　石綿肺等の診断精度向上のための読
影講習会

　　 ～石綿による健康被害者の救済促進のために～
開催日時 : 平成 27年 1月 25日（日）
開催場所 : 横浜情報文化センター
対　　象 :  石綿関連疾患の診断等に携わることがある

医師等（定員 30名）

（2） 平成 26年度　中皮腫の診断精度向上のための講習
会

　　 ～石綿による健康被害者の救済促進のために～
［大分会場］
開催日時 : 平成 27年 1月 11日（日）
開催場所 : ホルトホール大分
対　　象 :  医師（臨床医，病理医），臨床検査技師，細

胞検査士等　（定員 80名）
［佐賀会場］
開催日時 : 平成 27年 2月 1日（日）
開催場所 : 佐賀市文化会館
対　　象 : 同上

4.　第 146回日本医学会シンポジウム開催のご案内

「がんの非侵襲的診断法の最前線」
開催日時 : 平成 26年 12月 18日（木）13 : 00-17 : 00

開催場所 : 日本医師会館大講堂
入場無料・事前登録制
申し込み・詳細　http://jams.med.or.jp/symposium/

問い合わせ先 : 日本医学会
　　　　　　　TEL　03-3946-2121（代）

5. 第 3期「日化協 新 LRI（長期自主研究）」 研究課題
募集　

募集要項・詳細 : http://j-lri.org/activity/02/tebiki.php

研究費の目安 : 1件あたり年間で上限 10,000千円程度
応募締切 : 平成 26年 11月 14日
問い合わせ : 一般社団法人日本化学工業協会
　　　　　　LRI事務局
　　　　　　電話 :  03-3297-2575

　　　　　　 E-mail :  lri@jcia-net.or.jp
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    第 60 回日本病理学会秋期特別総会 

2014 年 11 月 20 日（木）・2１日（金） 

 ■国立劇場おきなわ ■浦添市産業振興センター・結の街 

吉見 直己 （よしみ なおき） 

琉球大学大学院 医学研究科 腫瘍病理学講座 教授 

http://www.okinawa-congre.co.jp/jsp60/

 

 

琉球大学大学院 医学研究科 腫瘍病理学講座 

〒903-0215 沖縄県西原町字上原 207 番地 

TEL:098-895-1120 FAX:098-895-1406 

E-mail:jsp60@ml.u-ryukyu.ac.jp 

株式会社沖縄コングレ内 

〒900-0015 沖縄那覇市久茂地 3-1-1 

日本生命那覇ビル 

TEL:098-869-4220 FAX:098-869-4252 

E-mail:jsp60@okicongre.jp 
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