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1.　令和 2年度病理専門医・口腔病理専門医試験日程に
ついて

延期となっておりました今年度の病理専門医・口腔病理
専門医の試験日程が以下の通り決定いたしました。
令和 2年度病理専門医・口腔病理専門医試験
日程 : 令和 2年 9月 19日（土），20日（日）
会場 : 大阪大学 医学系研究科・医学部
　　　吹田キャンパス（大阪府吹田市山田丘 2丁目 2）
試験会場を複数に分けるなどの感染対策を行い万全を期

して実施する予定でございますが，今後，新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で試験直前に変更（会場変更・延期・
中止）が生じる可能性がございます。諸般の事情に鑑み，
ご理解をいただければ幸いです。

2.　2020年度病理学会カンファレンス中止のお知らせ

2020年 8月 21, 22日に新潟大学（新潟県新潟市）で開
催予定となっておりました第 17回病理学会カンファレン
ス（新潟大学　近藤英作教授　世話人）は，新型コロナウ
イルス感染症の状況を鑑みて，今年度の開催を中止するこ
とを決定いたしました。ご理解・ご了承のほど何卒よろし
くお願いいたします。
【注意】日本病理学会カンファレンスは病理専門医受験
資格として必要な「分子病理診断に関する講習会」の一つ
に該当しておりますが，その他「分子病理診断講習会（於　
病理学会総会）」，「ゲノム病理標準化講習会」も該当します。
第 17回病理学会カンファレンスにて「分子病理診断に関
する講習会」の受講資格取得を予定されていた専攻医の皆
様には，第 109回日本病理学会総会（オンライン総会）で
の「分子病理診断講習会」の受講を推奨いたします。第
109回日本病理学会総会の参加登録期間は７月 31日（金）
までとなっておりますのでご注意ください。

3.　病理診断に関する厚労省への疑義照会と回答に関し
て

平成元年度に日本病理学会　総務幹事（現在の理事長）
町並陸生先生より，「患者（生存者）の病理診断に関し，
標本の病理学的所見を客観的に記述すること（例えば異型
細胞が多い，好中球浸潤が多い等）は医行為ではないが，
それに基づき病理学的診断（がんである等）を行うことは，

結果として人体に危害を及ぼすおそれのある行為であり，
医行為であると考えるがどうか」の疑義照会（平成元年
12月 20日）に対して，「平成元年 12月 20日の疑義照会
については，貴見のとおりである」との回答が，厚生省健
康政策局医事課長より発出されました（平成元年 12月 28

日医事第 90号）。
この件に関しまして令和 2年 3月，日本病理学会理事長

名で，再度，厚労省に疑義照会を行ったところ，令和 2年
3月 27日に厚生労働省医政局医事課長より回答（医政医
発 0327第 3号）がありましたので周知いたします。
疑義照会及び回答はこちら
http://pathology.or.jp/news/20200327.pdf

内容に関しては，これまでも病理学会内でしばしば議論
されてきたことではございますが，今後，大学講座等も含
む関係諸機関とも慎重に議論を深め，国民医療に影響が出
るようなことがないように徐々に体制を整備したいと考え
ます。ご協力，ご理解の程，何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

4.　会員の訃報

以下の方がご逝去されました
坂元　吾偉　功労会員（令和 2年 6月 7日ご逝去）

お知らせ

1. 　2020年度「第 41回猿橋賞」について

本学会からの推薦を希望される方は，下記ホームページ
を参照の上，締切期日 1ヶ月前までに本学会事務局宛ご連
絡下さい。
参照 HP : http://www.saruhashi.net/

お問い合わせ :

一般財団法人　女性科学者に明るい未来をの会
〒171-0022　東京都豊島区南池袋 2-49-7

　　　　　　池袋パークビル１階インスクエア内
E-mail : saruhashi2020@saruhashi.net
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2.　医療科学研究所 2020年度（第 30回）研究助成に
ついて

標記の件につきまして，詳細は下記ホームページをご確
認ください。
参照 HP : https://www.iken.org/assist/about.html

お問い合わせ :

公益財団法人医療科学研究所　事務局
〒107-0052　東京都港区赤坂 3-2-12　赤坂ノアビル 5F

TEL : 03-5563-1791　FAX : 03-5563-1795

E-mail : imukyoku@iken.org

3.　2020年度「内藤記念科学振興賞」候補者推薦，「同　
海外学者招聘助成金」

申請，「同　講演助成金」申請について
本学会からの推薦を希望される方は，下記より財団の要

綱を参照の上，各締切期日 1ヶ月前までに本学会事務局宛
ご連絡下さい。
参照 HP : http://www.naito-f.or.jp

お問い合わせ :

公益財団法人内藤記念科学振興財団
〒113-0033　東京都文京区本郷 3丁目 42番 6号 

　　　　　　南江堂ビル 8階
TEL : 03-3813-3861　FAX : 03-3811-2917

E-mail : naitofound@naito-f.or.jp

4.　令和 2年度「第 61回東レ科学技術賞」および「第
61回東レ科学技術研究助成」

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場合は下

記 HPを確認の上，各締切期日 1ヶ月前までに本学会事務

局宛ご連絡下さい。
主催 : 公益財団法人東レ科学振興会
参照 HP : http://www.toray-sf.or.jp/

5.　2020年度上原賞（研究業績褒賞）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
記を参照の上，締切期日 1ヶ月前までに本学会事務局宛ご
連絡下さい。
主催 : 公益財団法人上原記念生命科学財団
参照 HP : http://www.ueharazaidan.or.jp/

6.　「第 29回木原記念財団学術賞」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
記を参照の上，締切期日 1ヶ月前までに本学会事務局宛ご
連絡下さい。
主催 : 公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団
参照 HP : http://kihara.or.jp/

7.　第 45回組織細胞化学講習会

開催期日 : 2020年 8月 20日（木）～8月 24日（月）
講演会をWeb配信形式にて開催
参照 HP : http://kjshc.nacos.com/

8.　「日本医学会だより」について

「日本医学会だより」は No. 62で終了となりました。今
後は新たに「日本医学会 e-News」として，下記ページに
て閲覧可能となっておりますので，各自ご確認を宜しくお
願い致します。

http://jams.med.or.jp/dayori/index.html
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2020年 IAP日本支部・病理診断学術奨励賞の公募 
 
下記の要領にて 2020年 IAP日本支部・病理診断学術奨励賞を公募いたします。 

 
記 

 
賞の名称：IAP日本支部・病理診断学術奨励賞 
応募資格：日本の医療機関に勤務する若手（論文掲載時 40歳未満）の病理医。IAP日本支

部の会員か否かは問わないが、会員であることが望ましい。 
選考対象：2019 年 1 月から 12 月の間に雑誌に公表された診断病理分野における優れた英

文論文、1編。E-pubは含まない。但し、留学先での仕事ではなく日本での仕事
のみ。筆頭著者を原則とする。 

受賞者数：3名以内 
賞の内容：賞状と副賞（トロフィー） 
 

応募方法 
 

他薦、自薦ともに可とするが、他薦を原則とする。 
申請時に必要なもの： 

1．応募者の履歴書（JIS版） 
2．推薦書（推薦人がある場合）ないし、応募理由書（推薦人がいない場合） A4用紙 2
枚以内。書式は問わない。 

3．論文の別刷 7部 （1部はオリジナル、他はコピー可）。PDFの場合はカラーコピー7
部（PDFファイルでなく、書類を提出） 

応募の締切：2020年 8月 31日（当日の消印有効） 
宛   先：〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 

愛知医科大学病院病理診断科気付 

IAP日本支部名古屋事務局 

「IAP日本支部・病理診断学術奨励賞」選考委員会 宛 

 
選考方法・発表 

 
IAP日本支部が指名する「IAP日本支部・病理診断学術奨励賞」選考委員会（日本病理学会、
日本臨床細胞学会からの外部委員も参加）において選考する。なお、受賞者を秋の IAP 日
本支部病理学教育セミナーにおいて表彰する。また、受賞者を IAP 日本支部の News 
Bulletin 紙上で公表する。 
 

以上 


