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1. 第95回（平成18年度）学術集会会長の公募について

社団法人日本病理学会は，第95回（平成18年度）学術

集会会長を以下のとおり募集いたします。

学術評議員各位

平成15年11月

社団法人 日本病理学会

理 事 長 森 茂 郎

日本病理学会学術集会（いわゆる春期総会）の会長は，定

款施行細則の定めるところにより，理事会が選考し，総会

において決定しています。

学術集会の運営にあたっては，裁量の範囲がかなりある

こともあり，会長のになう役割が非常に大きいのが実状で，

相当の負担がかかるともいえる状況にあります。

そこで日本病理学会理事会は，学術集会がよい形で運営

されるためには会長の意欲・考え方が重要であるとの考え

のもとに，その選考を自薦に基づく公選制にしています。

第95回（平成18年）春期総会会長に応募される会員は，

下記の要領により日本病理学会事務局までその書面をお届

けください。

応 募 要 領

1.応募は自薦であること。

2.応募者は，平成18年4月1日に満65歳以下の日本

病理学会学術評議員であること。

3.応募者は，所定の用紙に学術集会に対する考え方，学

術集会の具体的な実行計画，日本病理学会及び関連

学会において近年に行った主要な学会活動等を記載

すること。

4.締切は，平成16年1月末日とすること。

なお，所定用紙の送付または本件についての質問が

ありましたら，日本病理学会事務局まで問い合わせ

てください。

2. 平成15年度学術奨励賞受賞候補者の推薦について

社団法人日本病理学会学術委員会は，平成15年度学術奨

励賞受賞候補者の推薦を以下のとおり募集いたします。

学術評議員各位

平成15年11月

社団法人 日本病理学会

理 事 長 森 茂 郎

学術委員長 広 橋 説 雄

平成15年度学術奨励賞受賞候補者の推薦について

学術奨励賞は，その年度内に病理学領域において特に優

れた学術研究を行った，あるいは病理業務に関連した事業

に特に貢献した本学会若手会員に対して本学会内規により

与えられる賞です。

授賞対象者は，その年度末（3月31日）段階で3年以上

の会員歴をもつ40歳以下の会員としております。

学術評議員各位には，下記により，ふるって授賞候補者

の推薦をお願いいたします。

推 薦 要 領

1. 本年度は，数名への授与を予定しています。

2. 募集締切り期日は，平成16年1月31日（消印有効）

とします。

3. 候補者の推薦にあたっては，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をご利用の

上，書留郵便にて日本病理学会事務局までご送付く

ださい。ダウンロードできない場合には日本病理学

会事務局までご請求ください。

4. 学術奨励賞受賞者には，正賞としての賞状，及び副

賞として10万円と記念品が贈呈されます。

5. 賞の授与は，次年度の総会において理事長が行いま

す。

なお，本件について，ご質問などがありましたら，本学

会事務局までお問い合わせください。

3. 次期役員選出の投票結果について

社団法人日本病理学会選挙管理委員会は，次期（平成16

年度～平成17年度）役員の選出のために選挙を行った。そ

の結果について，以下のとおり報告があったのでお知らせ

いたします。

1

社団法人 日本病理学会
〒113-0033
東京都文京区本郷2-40-9
ニュー赤門ビル4F TEL:03-5684-6886 FAX:03-5684-6936 E-mail jsp＠ma.kcom.ne.jp http://jsp.umin.ac.jp/



次期役員選出の投票結果について（公示）

先般，当選挙管理委員会は，社団法人日本病理学会次期

（平成16年度～平成17年度）役員（理事，監事）の選出の

ため，正会員4,027名（平成15年8月28日現在）による投

票（9月25日消印有効）を実施いたしました。その結果，外

封筒の投票総数944通，うち有効投票数900通，無効投票

数44通であり，投票者率は23.4％でありました。

投票結果は，地方区選出理事，全国区選出理事，全国区

選出理事（口腔病理部会担当），監事の順で，当選者のほか

次点者までを順位，氏名，得票数を記載します。

なお，当選後，本人の諾否確認の際，1名の辞退の申出が

あったので，審議の結果，これを承認いたしました。

また，引続き理事の中から理事長を選出するため，正会

員4,012名（平成15年10月7日現在）による投票（10月

25日消印有効）を実施いたしました。その結果，外封筒の

投票総数922通，うち有効投票数889通，無効投票数33通

であり，投票者率は23.0％でありました。

いずれも締切後の10月2日に第2回及び10月28日に

第3回の当委員会を開催し，開票，集計，審査の上，投票

結果を下記のとおり確定いたしましたので，ここに公示い

たします。

平成15年10月28日

社団法人 日本病理学会

選挙管理委員長 志 賀 淳 治

記

○地方区選出理事（支部長) 7名

・北海道地区 (正会員数 176名）

順位 氏 名 得票数

1. 小川 勝洋 9票 当選

2. 佐藤 昇志 6 次点

投票率 11.4%（総数20:有効20，無効0，白票0）

・東北地区 (正会員数 348名）

1. 澤井 高志 53票 当選

2. 手塚 文明 6 次点

投票率22.7%（総数79:有効79，無効0，白票0）

・関東地区 (正会員数 1,478名）

1. 根本 則道 141票 当選

2. 須田 耕一 27 次点

投票率20.2%（総数298:有効284，無効2，白票12）

・中部地区 (正会員数 525名）

1. 中沼 安二 59票 当選

2. 栄本 忠昭 49票 次点

投票率28.4%（総数149，有効148，無効0，白票1）

・近畿地区 (正会員数 641名）

1. 青笹 克之 47票 当選

2. 覚道 健一 29（別途，全国区選出理事当選)

3. 石黒 信吾 26 次点

投票率23.2%（総数149:有効143，無効0，白票6）

・中国四国地区 (正会員数 392名）

1. 佐野 壽昭 59票 当選

2. 井内 康輝 15 次点

投票率24.5%（総数96:有効95，無効0，白票1）

・九州沖縄地区 (正会員数 467名）

1. 居石 克夫 42票 当選

2. 恒吉 正澄 14（別途，全国区選出理事当選)

3. 橋本 洋 4 次点

投票率14.3%（総数67:有効67，無効0，白票0）

地方区合計

投票率21.3%;正会員4,027名，開票総数858票（有効

836，無効2，白票20）

○全国区選出理事（口腔病理部会担当を除く) 11名

順位 氏 名 得票数

1. 長村 義之 317票 当選

2. 坂本 穆彦 239 当選

3. 岡田 保典 228 当選

4. 森 茂郎 216 当選

5. 青笹 克之 208（別途，地方区選出理事当選)

6. 笹野 公伸 199 当選

7. 恒吉 正澄 146 当選

8. 堤 寛 145 当選

9. 安井 弥 130 当選

10. 黒田 誠 117 当選

11. 覚道 健一 112 当選

12. 樋野 興夫 110 当選

13. 井内 康輝 96 次点

投票率22.3%;正会員4,027名，開票総数900票×5＝

4,500票（有効3,503，無効114，白票883）

○全国区選出理事（口腔病理部会担当) 1名

順位 氏 名 得票数

1. 林 良夫 257票 当選

2. 立川 哲彦 103 次点

投票率22.3%;正会員4,027名，開票総数900票（有効

477，無効62，白票361）

○監 事 2名

順位 氏 名 得票数

1. 松原 修 122票 当選

2. 向井萬起男 75 辞退

3. 真鍋 俊明 18 当選

4. 向井 清 15 次点
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注）理事との重複当選者は理事優先のため，ここでの順位

等の記載は省略した。

投票率22.3%;正会員4,027名，開票総数900票×2＝

1,800票（有効835，無効46，白票919）

○理 事 長

順位 氏 名 得票数

1. 森 茂郎 431票 当選

2. 長村 義之 76 次点

投票率22.2%;正会員4,012名，開票総数889票（有効

883，無効3，白票3）

以上

4. 会員のご逝去

以下の方がご逝去された。

相沢 幹 名誉会員（平成15年10月31日ご逝去）

お知らせ

1. 第45回藤原賞授賞候補者の推薦について

申込み締切り:平成16年1月31日

連絡先:(財)藤原科学財団

〒104-0061 中央区銀座3-7-12 王子不動産

銀座ビル

TEL 03-3561-7736 FAX 03-3561-7860
 

2. 第18回冬季札幌がんセミナーについて

会 期:平成16年2月7日～8日

会 場:ロイトン札幌

連絡先:第18回冬季札幌がんセミナー事務局

〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目

北海道医師会館内

TEL 011-222-1506 FAX 011-222-1526
 

3. 第10回愛知県がんセンター国際シンポジウムについ

て

会 期:平成16年2月14日

会 場:愛知県がんセンター国際医学交流センター

連絡先:愛知県がんセンター運用部事業課企画・事業グ

ループ

〒464-8681 名古屋市千種区鹿子殿1-1
 

TEL 052-762-6111 FAX 052-764-2963
 

4. 千里ライフサイエンスセミナー「糖鎖の機能解析から

糖鎖創薬への架け橋」について

会 期:平成16年2月27日

会 場:千里ライフサイエンスセンター

連絡先:(財）千里ライフサイエンス振興財団セミナー係

〒560-0082 豊中市新千里東町1-4-2

千里ライフサイエンスセンタービル

TEL 06-6873-2001 FAX 06-6873-2002
 

5.平成16年度厚生労働科学研究費補助金に係る研究課題

の公募について

標記に係る手続きについては，「平成16年度厚生労働科

学研究費補助金公募要項」により行われることとなりまし

た。

連絡先:厚生労働省大臣官房厚生科学課研究助成係

TEL 03-5253-1111（内3809)

FAX 03-3503-0183

当該要項は，厚生労働省ホームページ（http://www.

mhlw.go.jp/wp/kenkyu/index.html）に掲載され，申請様

式（研究計画書）についてもダウンロードができます。

お詫びと訂正

日本病理学会会誌 第92巻第2号（平成15年10月

20日発行）の会務報告81頁（上から19～20行目）の

病理診断シリーズの演者に誤りがありました。関係者

に深くお詫びを申し上げ以下のとおり訂正いたしま

す。

(正)吉田浩己 (鹿児島大学)

(誤)浅野重之 (磐城共立病院)
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