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1. 平成 31/2019 年度病理専門医試験・口腔病理専門医
試験について

平成 31/2019年度の病理専門医試験および口腔病理専門
医試験は，7月 27日（土），28日（日）に東京医科歯科大
学にて行われます。受験希望者は日本病理学会ホームペー
ジ（新着情報 2019.03.07付）を参照の上，必要事項を書き
添え，E-mail にて学会事務局まで申請書類をお取り寄せ
下さい。

■受験申請期間 :

　平成 31年 4月 1日より 4月 30日まで（消印有効）
■試験に関するお問い合わせ
　日本病理学会事務局
　E-mail : jsp-admin@umin.ac.jp

■申請書類取り寄せについては日本病理学会ホームペー
ジをご確認ください。
平成 31/2019年度日本病理学会病理専門医試験　
申請要綱
http://pathology.or.jp/senmoni/2018shiken.html

平成 31/2019年度日本病理学会口腔病理専門医試験　
申請要綱
http://pathology.or.jp/senmoni/2018oral-shiken.html

2.　会費，病理専門医部会費納入について

2019度会費および病理専門医部会費の納入につきまし
ては，4月下旬にご請求書（払込取扱票）を発送予定です。
ご確認の上，ご納入のお手続きをよろしくお願いいたしま
す。払込受領証は領収証のかわりとなりますので，大切に
保管してください。納入から 1か月ほどで，ご自身の会費
支払い状況を会員システム上で確認することができます。
また領収証のダウンロードも可能です。

【会費】
正会員　　学術評議員　　　　　　　　13,000円
　　　　　一般会員　　　　　　　　　13,000円
　　　　　一般会員（博士課程大学院生・初期研修医）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,000円
　　　　　学生会員（学部・大学院修士課程学生）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000円
病理専門医部会費　　　　　　　　　　 6,000円

口腔病理部会費　　　　　　　　　　　　6,000円※
※ 口腔病理専門医有資格者（医科病理専門医を除く）が
対照です。
振り込み期限　2019年 6月末日
金融機関からの会費及び専門医部会費の口座自動振替日
は 6月 24日です。お申し込みをいただいている先生には
上記記載のご請求書（払込取扱票）はお送りいたしません。
平成 31年度分をご納入済みの先生や，年会費，病理専門
医部会費のお納めが不要の先生にもご請求書（払込取扱票）
はお送りいたしません。ご不明の点は事務局へお問い合わ
せ下さい。口座自動振替ご希望の方は，事務局までメール
でご連絡ください。順次，申込書類をお送りいたします。

3. 平成 30年度 100周年記念病理学研究新人賞の選考
会のご案内

標記賞につき，多数ご応募いただきありがとうございま
した。資格ならびに応募内容の厳正な審査の結果，7名が
2次審査に選ばれました。3名の選考のために下記の日時
に公開 2次審査を行いますので，是非出席ください。
審査会日時 : 2019年 5月 9日　14 : 20～ 16 : 15

　　　　　　（第 108回総会総会 1日目）
場所 : 東京国際フォーラム D棟 7階　ホール D7

候補者（発表順）:

橋本　大輝（国立がん中央）
田原沙佑美（藤田医科大学）
朝比奈未紀（順天堂大学）
野口　　慶（岐阜大学）
井上　千裕（東北大学）
美山　　優（東京大学）
加藤　大祐（三重大学）
 以上，7名

4.　希少がん脳腫瘍病理画像公開のお知らせ

この度，希少がん病理組織デジタル画像（WSI），画像
に関する問題及び解説をホームページにて公開いたしま
す。第 1弾として「脳腫瘍」を公開いたしますので，希少
がんの病理診断力の向上に向け，是非ご活用くださいます
ようにご案内申し上げます。

https://rarecancer.pathology.or.jp/



2

脳腫瘍ワーキンググループ（敬称略）
柴原　純二（杏林大学），小森　隆司（都立神経病院），
廣瀬　隆則（兵庫県立がんセンター）
脳腫瘍画像・問題解説提供者一覧（敬称略）
安倍　雅人（藤田医科大学），池村　雅子（東京大学），
伊古田勇人（群馬大学），石澤　圭介（埼玉医科大学），
井下　尚子（虎の門病院），黒瀬　顕（弘前大学），
小森　隆司（都立神経病院），佐々木　惇（埼玉医科大学），
柴原　純二（杏林大学），澁谷　誠（東京医科大学），
田中　伸哉（北海道大学），廣瀬　隆則（兵庫県立がんセ
ンター），本間　琢（日本大学），横尾　英明（群馬大学）

5.　会員の訃報

以下の方がご逝去されました。
伊藤　哲夫　功労会員（平成 30年 1月 14日ご逝去）

お知らせ

1.　IASLCよりアンケート調査のお願い

The IASLC （International Association for the Study of Lung 

Cancer） Immune Biomarker Working Group chaired by Drs. 

Sylvie Lantuejoul and Mari Mino-Kenudson is requesting pa-

thologists who work with lung cancer specimens to consider 

filling out a short ten-minute survey.　Survey respondents 

will help the working group understand the current status of 

PD-L1 testing in lung cancer and improve the PD-L1 testing 

practice globally.　Project goals include potential develop-

ment of a validated, lower-cost method that is easily accessi-

ble for pathologists world-wide.　Therefore, participation is 

important!

To access the survey please follow the following link.

www.iaslc.org/pathologysurvey

Also, the new Diagnostic IHC page in the IASLC website is 

published! （https://www.iaslc.org/research-education/patholo-

gy/diagnostic-immunohistochemistry-lung-cancer） 

2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関す
る法律の一部を改正する法律等の施行について

厚生労働省医政局研究開発振興課より移植に用いる造血
幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する
法律等の施行についての周知依頼がありました。
関連 URLは下記の通りです。

（造血幹細胞移植関係法令）
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

kenkou/ishoku/hourei.html

（赤ちゃんを出産予定のお母さんへ（臍帯血関連情報））
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

kenkou/ishoku/saitaiketsu.html

3.　医師による異状死体の届出の徹底について

厚生労働省医政局医事課長より，「医師による異状死体
の届出の徹底について」の周知依頼がございました。
詳細は以下 URLをご確認ください。
http://pathology.or.jp/news/ibunka475.pdf

4. ヒト（自己）骨髄由来間葉系幹細胞の最適使用推進
ガイドラインについて

厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長より，
ヒト（自己）骨髄由来間葉系幹細胞の最適使用推進ガイド
ラインについての周知依頼がございました。
詳細は以下 URLをご確認ください。
http://pathology.or.jp/news/ibunka478.pdf

5.　悪徳雑誌への注意喚起について

日本医学雑誌編集者組織委員会（委員長 : 北村　聖国際
医療福祉大学医学部長・教授）は検討を重ね，「悪徳雑誌
への注意喚起について」をまとめました。
関連 URLは下記の通りです。
http://jams.med.or.jp/jamje/attention_vicejournal.pdf

6.　（公財）持田記念医学薬学振興財団より

（1）　 2019年度持田記念学術賞（褒賞金）候補者推薦に
ついて

標記について本学会からの推薦を希望される方は，下記
HP を確認の上，2019年 4 月 15日（月）までに病理学会
事務局宛ご連絡下さい。
（2）　 2019年度研究助成金，留学補助金交付　対象者募

集について
詳細は下記 HP をご参照下さい。
（1） （2） 共通参照 HP :

　http://www.mochida.co.jp/zaidan/

お問い合わせ先 :（公財） 持田記念医学薬学振興財団
　〒 160-0003　東京都新宿区本塩町 7-6

　四谷ワイズビル
　TEL : 03-3357-1282　FAX : 03-3357-1264

　E-mail : zaidan@mochida.co.jp
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7. 第 19回（2019年度）一般財団法人材料科学技術振
興財団　山崎貞一賞候補者募集

募集期間 : 2019年 4月 30日まで
参照 HP :

　http://www.mst.or.jp/Portals/0/prize/index.html

お問い合わせ : 一般財団法人材料科学技術振興財団　
　　　　　　　山崎貞一賞事務局
TEL : 03-3415-2200　FAX : 03-3415-5987

E-mail : prize@mst.or.jp


