
1

 一般社団法人　日本病理学会
〒 113-0034
東京都文京区湯島 1-2-5
聖堂前ビル 7階
TEL : 03-6206-9070
FA X : 03-6206-9077
E-mail : jsp-admin@umin.ac.jp
http://pathology.or.jp

   

会 報
   

   

　一般社団法人日本病理学会 第 389 号 令和 2年（2020 年）9月刊 

1.　第 43回（令和 2／ 2020年）日本病理学会認定施
設および登録施設の認定申請（新規）について

A :  日本病理学会「認定施設」の認定申請（新規）につ
いて

第 43回（令和 2／ 2020年）の認定審査のための申請を
下記の通り受付けます。申請ご希望の施設は，書類を以下
よりダウンロードの上，申請してください。申請には剖検
例が剖検輯報に登載されていることが必須条件です。

1）　 申請に必要な書類は以下 HPよりダウンロードして
ください

　　https://pathology.or.jp/news/20200902info.html

　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

2）　申請書類提出先（郵送のみの受付）
　　〒 113-0034　東京都文京区湯島 1-2-5

　　聖堂前ビル 7階
　　日本病理学会事務局　認定施設申請受付係
　　TEL 03-6206-9070

3）　申請締切
　　2020年 10月 31日 （土）消印有効

※ 申請をする施設は，2019年（1月～ 12月）の剖検デー
タを，その施設として登録完了後，施設申請書類を病
理学会へ送付してください。（連携している施設とデー
タを一緒に登録することはできません）

剖検データは NCDにて登録受付中です。登録されてい
ない場合，申請は認定されません。登録開始前に NCDへ
担当者を事前登録する必要があります。詳細は以下をご確
認ください。
・参照（NCD HPより）

http://www.ncd.or.jp/info/information/2962.html

・認定施設審査細則（60ページ）
https://pathology.or.jp/jigyou/pdf/kitei16.pdf#page=66

B :  日本病理学会「登録施設」の認定申請（新規）につ
いて

第 43回（令和 2／ 2020年）の登録施設確認を行うにあ
たり，下記により確認申請を受付けます。申請ご希望の施

設は，書類を以下よりダウンロードの上，申請してくださ
い。申請には剖検例が剖検輯報に登載されていることが必
須条件です。

1）　 申請に必要な書類は以下 HPよりダウンロードして
ください

　　https://pathology.or.jp/news/20200902info.html

　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は既に認定施設として認定されている大学の病理学
講座・病理部や市中病院の病理部等が記入してください。
②はこれから登録を受けようとする病院が記入してく
ださい。
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。
※①～③を一緒の封筒でお送りください

2）　申請書類提出先（郵送のみの受付）
　　〒 113-0034　東京都文京区湯島 1-2-5

　　聖堂前ビル 7階
　　日本病理学会事務局　登録施設申請受付係
　　TEL 03-6206-9070

3）　申請締切
　　2020年 10月 31日 （土）消印有効

※ 申請をする施設は，2019年（1月～ 12月）の剖検デー
タを，その施設として登録完了後，施設申請書類を病
理学会へ送付してください。（連携している施設とデー
タを一緒に登録することはできません）
剖検データは NCDにて登録受付中です。登録されてい
ない場合，申請は認定されません。登録開始前に NCDへ
担当者を事前登録する必要があります詳細はこちらをご確
認ください。
・参照（NCD HPより）

http://www.ncd.or.jp/info/information/2962.html

・登録施設審査細則（62ページ）
https://pathology.or.jp/jigyou/pdf/kitei16.pdf#page=68
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2.　2019年分剖検データ登録　締切日のご案内

剖検情報は，NCD（National Clinical Database）を利用
して登録していただいております。現在，2019年分の剖
検情報データの提出を NCD（National Clinical Database）
上で受付けておりますので，締切までに登録を完了してい
ただきますようお願いたします。
剖検輯報に登録していない症例は，病理専門医受験資格

分としてカウントすることが出来ませんので，ご留意くだ
さい。
〈2019年分の剖検・施設情報の登録締切日〉

2020年 12月 1日 （火）23 : 59まで
※ 締切日以降，2019年分は一切登録できませんので，
ご注意ください。

※ 剖検データは施設ごとに NCDを通じて登録をお願い
します。 

詳細は NCDホームページをご確認ください 

http://www.ncd.or.jp/info/information/2962.html

剖検データは他施設とまとめて登録することはできませ
ん。NCDを通じて，施設ごとに登録してください。

3.　「診断病理」編集長の公募について

「診断病理」現編集長の任期満了にともない，令和 3年
度以降の編集長を下記の要領により募集いたします。応募，
または推薦の書面を病理学会事務局までお送り下さい。
応募要領 :

1）　応募は自薦，他薦を問わないこと。
2）　応募者は，病理専門医である日本病理学会会員であ

ること。
3）　応募者が自薦の場合は，氏名，所属機関，応募の要

旨を，また他薦の場合は，推薦する候補者を加えて，記載
した書面（書式は自由）に自筆署名し，郵送にて提出する
こと。

4）　任期は，令和 3年 4月 1日より 5年とすること。再
任以降の任期は 2年とすること。

5）　締め切りは，令和 2年 10月 19日（消印有効）とす
ること。
提出先 : 〒 113-0034　東京都文京区湯島 1-2-5

　　　　聖堂前ビル 7階
　　　　日本病理学会事務局　TEL 03-6206-9070

4.　第 110回日本病理学会総会（東京）一般演題募集開
始のご案内

下記の通り第 110回日本病理学会総会の一般演題募集を
開始いたしました。
演題募集締切 : 2020年 11月 5日 （木）正午
演題募集ページ :

http://www.gakkai.co.jp/jsp110/call-for-papers.html

詳細は上記 HPをご確認ください。

5.　「日本病理学会コンサルテーションガイドライン」
更新

日本病理学会コンサルテーションでは，2020年 9月よ
り 27脳腫瘍，29・30骨軟部腫瘍の領域における特殊補助
診断のための新システムが稼働いたしました。コンサルタ
ントが施行した検査に応じて，実費が依頼者負担となりま
す。
該当する領域のコンサルテーション希望の場合は，下記

HPの項目（4）を必ずご一読・了承の上，専用所定用紙
を使用してお申し込み下さい。
参照 HP :

http://pathology.or.jp/jigyou/consult/consult-guide-2020.html

お知らせ

1.　基礎と実践から学ぶ『呼吸器画像診断の会』第 3回
セミナー

会　期 : 2020年 12月 12日 （土）9 : 30～ 16 : 40

　　　　オンライン開催
　　　　プログラム :  画像診断講座，病理診断講座，教

育講演「読影講座」，教育セミナー
参照 HP : http://rdi.umin.jp/index.html

2.　第 16回日本質量分析学会中部談話会／第 15回国際
マスイメージングセンター利用説明会／ 日本質量
分析学会 JASIS企画部会

主　催 : 日本質量分析学会中部談話会
共　催 :  浜松医科大学国際マスイメージングセンター，

日本質量分析学会 JASIS企画部会，日本質量分
析学会ダイバーシティ &インクルージョン推
進委員会

日　時 :  2020年 10月 21日（水）10時～ 16時半予定
　　　　（途中参加および途中退室は自由です）
場　所 : オンライン
定　員 : 先着 180名
参加費 : 無料　※要参加登録（10月 14日締め切り） 
参照 HP :

https://www.hama-med.ac.jp/about-us/mechanism-fig/intl-mass/15.html

3.　第 62回日本神経病理学会総会学術研究会

会　期 : 2021年 5月 27日 （木）～ 29日 （土）
会　場 : 一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋）
学会長 : 柴田亮行　東京女子医科大学病理学講座
　　　　　　　　　（病態神経科学分野）教授
参照 HP : https://www.k-con.co.jp/jsnp62/
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4.　日本顕微鏡学会第 63回シンポジウム

副　題 : 顕微鏡オンラインフォーラム 2020

　　　　Microscopy Online Forum 2020

会　期 : 2020年 11月 20日 （金）・21日 （土）
会　場 : インターネット
参照 HP :

https://confit.atlas.jp/guide/event/jsm63/top

5.　第 1回 Top Runners in TRS

日　時 : 2020年 10月 31日 （土） 11時～ 12時 30分
場　所 : WEB開催
講演テーマ :

 「深層ニューラルネットワークによる病理組織像の構造
化（Structuring of histopathological image by deep neural 

network）」
講演者 : 東京大学大学院医学系研究科教授 

　　　　石川俊平先生
参加費 : 無料・事前登録制
参照 HP・お申込み : https://id3catalyst.jp/j/20201031.html

6.　「第 62回藤原賞」候補者推薦について

標記賞につき，本学会からの推薦を希望される場合は，
事前に公益財団法人藤原科学財団ホームページをご確認の
上，11 月 16日 （月）までに本学会事務局宛ご連絡下さい。
参照 HP : http://www.fujizai.or.jp/


