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1. 第 109回（平成 32年度）総会における宿題報告担
当者の募集について（公募）

第 109回（平成 32年度）日本病理学会における宿題報
告担当者を下記の要領により，募集いたします。尚，担当
者には「日本病理学賞」が授与されます。

1）　応募資格 :  日本病理学会学術評議員（ただし昭和
29年 4月 1日以降生まれの者）

2）　募集人員 : 3名
3）　提出書類 :

①　 日本病理学会ホームページよりダウンロードした所
定の書式に，応募者名，演題名，選考用抄録（1,100

字以内）などを記載のこと。ダウンロードできない
場合は，日本病理学会事務局まで請求のこと。

②　 講演内容に直接関係のある自著論文 50編以内の一
覧

③　代表的な自著論文 10編以内の別刷
4）　提出先 : 〒 113-0034　東京都文京区湯島 1-2-5

　　　　　　聖堂前ビル 7階
　　　　　　一般社団法人日本病理学会事務局
　　 「宿題報告応募抄録」と明記し，書留郵便等でお送

りください。
5）　締め切り : 平成 30年 8月 31日（消印有効）

なお，第 109回日本病理学会における宿題報告担当者は，
平成 30年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し，
同年 11月の理事会審議にて決定いたします。また，担当
者には “Pathology International”への総説論文の執筆，発
表抄録の日・英両言語での作成，「病理学の研究でわかる
こと」（http://pathology.or.jp/ippan/info-trans.html）の原稿
作成をお願いすることをご承知おき下さい。
本件につきましてご質問がありましたら，日本病理学会

事務局または学術委員長までお問い合せください。
　日本病理学会事務局 :

　　TEL 03-6206-9070　FAX 03-6206-9077

　　jsp-admin@umin.ac.jp

　学術委員長（落合淳志）:

　　TEL 04-7134-6880　aochiai@east.ncc.go.jp

2. 第 65回（平成 31年度）日本病理学会秋期特別総会
における病理診断特別講演担当候補者の公募につい
て

標記担当者を公募いたします。下記の要領にてご応募を
お願いいたします。
病理診断特別講演とは :

「病理診断特別講演」は，特定の疾患や臓器における病
理診断に関して，本学会に永年にわたって貢献し，その専
門に卓越した業績と見識をもつ本学会員が担当し，担当疾
患の病理診断に関して主として解説的に講演する。「病理
診断特別講演」担当者には，「病理診断学賞」が授与される。
応募書式 :

1）　 本学会ホームページ（http://pathology.or.jp/）よりダ
ウンロードした所定の応募書式に応募者名，略歴，
活動・功績，課題名，応募理由（1,000字以内）等
を記載したもの。

　　※ 書式はWord形式です。全体が適切な形で 2ペー
ジ以内に収まるよう配慮して下さい。

2）　 応募理由に関する論文・著書業績（20編以内）の
リスト

3）　提出先 : 〒 113-0034　東京都文京区湯島 1-2-5

　　　　　　聖堂前ビル 7階
　　　　　　一般社団法人日本病理学会事務局
封筒に「病理診断特別講演応募書式在中」と明記の上，
書留等にてお送り下さい。

4）　締め切り : 平成 30年 8月 31日（消印有効）　
5）　選考 :  担当者は平成 30年秋の学術委員会において

厳正・公明に選考し，同年 11月の理事会審
議にて決定，同総会にて発表いたします。

本件につきましてご質問がありましたら，日本病理学会
事務局または学術委員長までお問い合せください。
　日本病理学会事務局 :

　　TEL 03-6206-9070　FAX 03-6206-9077

　　jsp-admin@umin.ac.jp

　学術委員長（落合淳志）:

　　TEL 04-7134-6880　aochiai@east.ncc.go.jp

3.　2017年分の剖検情報の登録について

現在，2017年（1月～ 12月）分の剖検情報の登録を受
け付けています。
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2017年分の提出締め切りは 2018年 12月 3日（月）
23 : 59です。以後，2017年のデータの登録はできません
ので，ご注意ください。データは施設ごとに NCDを通じ
て登録をお願いします。
病理学会剖検情報（2017年実施分）登録締切日につい

てのご案内
http://www.ncd.or.jp/info/information/1682.html

4. 希少がん診断のための病理医育成事業と希少がん病
理診断講習会について

希少がんの病理診断については，希少がんについての十
分な病理経験を有し，かつ専門的な知識を持った病理診断
医が少ないことから，病理診断が正確かつ迅速に行われず，
治療開始の遅延や予後の悪化につながることが懸念されて
います。こうした状況を踏まえ，希少がん診断のための病
理医育成等を行い，より安全で迅速な質の高い病理診断等
を提供するための環境を整備することを目的とし，この事
業を平成 30年 4月 1日から日本病理学会への補助事業（厚
生労働省・国庫補助金）として実施することになりました。
平成 30年度は『骨軟部腫瘍』『脳腫瘍』『小児がん』の
各領域の希少がんを対象に，病理診断講習会（支部開催 8

回，本部開催 4回）を予定しています。本部開催は北海道・
東京・大阪・福岡を予定しており，本事業ホームページで
開催周知と，参加申し込みを受付けます。
希少がん病理診断講習会は，病理専門医資格更新の病理

領域講習として認定されております。
開催概要と参加申し込みはホームページをご確認くださ

い。
参照 HP :

　https://rarecancer.e-learning.co.jp/

5.　第 108回日本病理学会総会ホームページ公開

会期 : 2019年 5月 9日（木）～11日（土）
会場 : 東京国際フォーラム
会長 : 坂元　亨宇（慶應義塾大学医学部　病理学教授）
HP : http://www.gakkai.co.jp/jsp108/index.html

6.　「JMA Journal」創刊について（周知依頼）

日本医学会より周知依頼がありましたので，お知らせい
たします。詳細は以下をご確認ください。

JMAジャーナル HP : https://www.jmaj.jp/

論文の投稿は
　https://mc.manuscriptcentral.com/jmaj

問い合わせ先 :

　日本医師会国際課　JMAジャーナル編集室
　TEL 03-3946-2121（代）

7.　会員の訃報

以下の方がご逝去されました。
石川　栄世　名誉会員（平成 30年 6月 22日ご逝去）

お知らせ

1.　国際マスイメージングセンター利用説明会・機器利
用講習会について

日　時 : 平成 30年 8月 20日（月）10 : 00～
場　所 : 浜松医科大学　講義実習棟 2階　201講義室
参加費 : 無料　※要参加登録（参加申込締切 : 8月 8日）
内　容 : 10 : 00～12 : 00　利用説明会
　　　　13 : 00～17 : 00　機器利用講習会
　　　　18 : 00～20 : 00　情報交換会
参照 HP :

https://www.hama-med.ac.jp/about-us/mechanism-fig/13.html 

お問い合わせ先 :

浜松医科大学　国際マスイメージングセンター
〒 431-3192　静岡県浜松市東区半田山 1丁目 20番 1号
Mail : ims@hama-med.ac.jp

TEL 053-435-2086

アクセス案内 :

　https://www.hama-med.ac.jp/uni_access.htm

2.　2018年度「朝日賞」候補者推薦について

標記の件につき本学会からの推薦を希望される会員は，
下記財団の HPを参照の上，8月 15日までに本学会事務
局宛ご連絡下さい。
照会先 : 朝日新聞文化財団
参照 HP :

　http://www.asahi.com/shimbun/award/asahi/

3. 第 40回（平成 30年度）「沖縄研究奨励賞」候補者
推薦について

標記の件につき本学会からの推薦を希望される会員は，
下記財団の HPを参照の上，8月 31日までに本学会事務
局宛ご連絡下さい。
照会先 : 公益財団法人沖縄協会
参照 HP :

　http://www.okinawakyoukai.jp/publics/index/49/
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4.　公益財団法人風戸奨励会より

（1）　平成 30年度（第 12回）「風戸賞」公募
　　 応募資格 : 満 45歳以下の研究者
　　 応募締切 : 平成 30年 10月 19 日（金）必着
（2）　 平成 30年度（第 12回）「風戸研究奨励賞」の公募

について
　　 応募締切 : 平成 30年 12月 7日（金）必着

（1），（2） ともに詳細は HPをご参照ください
共通 HP : http://www.kazato.org/

連絡・問い合わせ :（公財） 風戸研究奨励会　事務局
　TEL : 042-542-2106　FAX : 042-546-9732

　E-mail : kazato@jeol.co.jp


