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1. 病理専門医資格の更新について

日本病理学会病理専門医資格更新の本年度該当者には，

学会事務局より必要書類が送付されます。

本年度該当者は，第4回（1982年）認定登録者ならびに

第4回（1986年），第9回（1991年），第14回（1996年），

第19回（2001年）試験合格者になります。

また，上記以外で更新の手続きが遅れていた方で，本年

度に更新申請を希望される方は，事務局までご連絡下さい。

必要書類を送付いたします。

資格更新希望者は，平成18年10月31日までに所定の手

続をおとりください。

2. 口腔病理専門医資格の更新について

日本病理学会口腔病理専門医資格更新の本年度該当者に

は，学会事務局より必要書類が送付されます。

本年度該当者は，第4回（1982年）認定登録者ならびに

第4回（1986年），第9回（1991年）試験合格者になりま

す。

また，上記以外で更新の手続きが遅れていた方で，本年

度に更新申請を希望される方は，事務局までご連絡下さい。

必要書類を送付いたします。

資格更新希望者は，平成18年10月31日までに所定の手

続をおとりください。

3. 第24回病理専門医試験について

本年度の病理専門医試験は，7月29日（土），7月30日

（日）に日本医科大学にて実施されました。

65名が受験して，49名が合格しました（合格率75.4%）。

合格者氏名並びに病理専門医登録番号は，次のとおりです

（登録年月日:平成18年8月1日）。

平成18年度病理専門医合格者氏名

認定番号 姓 名

2560 小無田美菜

2561 藤本 昌代

2562 津堅美貴子

2563 中込 奈美

2564 牛久 哲男

2565 中道伊津子

2566 柳川 直樹

2567 加留部謙之輔

2568 永田 昭博

2569 細田 和貴

2570 児玉 良典

2571 荒木亜寿香

2572 新野 大介

2573 安原裕美子

2574 笹田 寛子

2575 小林 博也

2576 大石 善丈

2577 倉岡 和矢

2578 中山 智子

2579 小嶋 啓子

2580 菊地 慶介

2581 岩水 幸子

2582 後藤 朋子

2583 西田 直代

2584 砂川 恵伸

2585 梶 幸子

2586 石田 和之

2587 田中 敏

2588 新井 桃子

2589 圦 貴司

2590 法木 左近

2591 堀口慎一郎

2592 西村 広健

2593 田中 学

2594 水上 浩哉

2595 森 大輔

2596 瀬川 篤記

2597 島田 聡子

2598 英洙

2599 国島 文史

2600 佐藤 保則

2601 堀井 理絵

2602 野本 一博

2603 苅谷 嘉之

2604 佐久間淑子

2605 渡邉 玄

2606 吉田めぐみ

2607 石田 雄介

2608 永田 耕治

また，病理専門医試験実施委員会の委員構成は以下のと

おりです。

第24回（平成18年度）（11名）

仁木利郎（委員長），石田 剛，茅野秀一，清川貴子，

内藤善哉，長嶋洋治，中西幸浩，野口雅之，平戸純子，

津田 均，植草利公

4. 第14回口腔病理専門医試験について

本年度の口腔病理専門医試験は，第24回病理専門医試験

と同日，同会場で行われました。

7名が受験して，4名が合格しました（合格率57.1%）。合

格者氏名並びに口腔病理専門医登録番号は，次のとおりで

す（登録年月日:平成18年8月1日）。

平成18年度口腔病理専門医合格者氏名

口腔認定番号 姓 名

129 坂本 啓

130 大野 純

131 菊池建太郎

132 石川 文隆

また，口腔病理専門医試験実施委員会の委員構成は以下
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のとおりです。

第14回（平成18年度）（3名）

長谷川博雅（委員長），井上 孝，山口 朗

5. 会員の訃報

川合 貞郎 学術評議員（平成18年7月24日ご逝去）

お知らせ

1. 2006年度朝日賞候補者の推薦について

申込み締切り:平成18年8月31日

連絡先:(財)朝日新聞文化財団 朝日新聞事業本部

メセナ・スポーツ部「朝日賞」事務局

〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2
 

TEL:03-5540-7453 FAX:03-3541-8999
 

2. 第4回皮膚病理診断研究会（皮膚病理診断講習会開催）

について

会 期:平成18年11月18日（土)12:00～21:30，

19日（日) 8:30～12:30

会 場:京都大学医学部総合解剖センター

連絡先:京都大学医学部附属病院病理部長室 皮膚病理

診断研究会事務局（担当:南）

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54
 

TEL:075-751-4946 FAX:075-751-4948
 

E-mail:hifusem＠kuhp.kyoto-u.ac.jp
 

3. 2007年度女性科学者に明るい未来をの会「猿橋賞」受

賞候補者の推薦について

申込み締切り:平成18年11月30日

連絡先:女性科学者に明るい未来をの会

〒168-0071 東京都杉並区高井戸西3-6-26

古在由秀方

E-mail:saruhashi2006＠saruhashi.net
 

4. 平成18年度風戸研究奨励金及び風戸奨励賞の公募に

ついて

申込み締切り:平成18年12月31日

連絡先:(財)風戸研究奨励会 事務局

〒196-8558 昭島市武蔵野3-1-2

日本電子㈱内

TEL:042-542-2106 FAX:042-546-9732
 

E-mail:kazato＠jeol.co.jp
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日本病理学会認定施設の認定申請（新規）について

第29回（平成18年）の認定審査のための認定申請を下記のとおり受付けますので，ご通知

申し上げます。なお，今回より大学病院も申請が必要となりますのでご注意下さい。

記

1. 申請受付期間 平成18年10月1日より平成18年10月31日まで

2. 申請に必要な書類

日本病理学会認定施設認定申請書 1通

認定施設認定申請書資料（付．記入要領） 1通

3. 申請に必要な書類の請求・送付先

〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-9 ニュー赤門ビル4F

社団法人日本病理学会事務局 TEL:03-5684-6886

FAX:03-5684-6936

E-mail:jsp-admin＠umin.ac.jp

日本病理学会登録施設確認申請（新規）について

このたび第29回（平成18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

けますのでご通知申し上げます。

記

1. 申請受付期間 平成18年10月1日より平成18年10月31日まで

2. 申請に必要な書類

イ) 日本病理学会登録施設確認申請書 1通

ロ) 日本病理学会登録施設被登録承諾書 1通

ハ) 登録施設確認申請書資料（付．記入要領） 1通

注意 イ)は既に研修施設として認定されている大学の病理学講座・病理部または認定

施設より申請して下さい。

ロ)はこれから登録を受けようとする病院より提出して下さい。

ハ)はこれから登録を受けようとする病院の専任または非専任の病理医が記入

することが望まれます。

3. 申請に必要な書類の請求・送付先

〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-9 ニュー赤門ビル4F

社団法人日本病理学会事務局 TEL:03-5684-6886

FAX:03-5684-6936

E-mail:jsp-admin＠umin.ac.jp



会 員 各 位

第52回日本病理学会秋期特別総会

世話人 覚 道 健 一

村 垣 泰 光

第52回日本病理学会秋期特別総会についてのお知らせ

第52回日本病理学会秋期特別総会を下記の日程で開催いたします。学術委員会により，シンポジウム2テーマ，

病理診断シリーズ2演題，学術研究賞演説（A演説）8題，B演説2題が決定されました。詳細につきましては第

52回日本病理学会秋期特別総会ホームページをご覧ください。

会 期:平成18年11月23日（祝日），24日（金曜日）

会 場:ダイワロイネットホテル和歌山（和歌山市）

第52回日本病理学会秋期特別総会ホームページ:

http://www.convention-j.com/jsp52/index.html

学術委員会では，学術集会の活性化を目指し改革案をとりまとめ，総会へ提案いただき承認されました。今回の

秋期総会より，可能な限りこの改革案で示された提案を取り入れる努力をさせていただきました。今までの秋期特

別総会にはなかった，新しい試みと企画がありますので，以下に紹介させていただきます。

1) 2会場で平行して異なる企画を設け，会員の選択肢を広げました。

具体的には，シンポジウム1（基礎研究），2（診断業務）は並行して行われます。また教育講演，ワークショッ

プ，ランチョンセミナーは2会場で異なるテーマで行います。

2) 病理専門医，専門医を目指す若手会員のための教育講演，診断に関連の深い企画を多数設けました。

11月23日:教育講演，ワークショップ1，2，シンポジウム2
 

11月24日:教育講演，B演説，病理診断シリーズ，コンサルテーション小委員会教育講演，ナイトセッショ

ン1
 

3) 基礎研究に軸足をおき，A演説だけでなく，シンポジウム1，ナイトセッション2と充実しています。シン

ポジウム1は学生に開放し，サイエンスとしての病理学を社会にアピールすることを目指しています。

4) 市民公開講座を行い，病理医の社会的認知度を高める努力をいたします。

5) コンサルテーション小委員会教育講演では，ポスター展示と症例の解説だけでなく，顕微鏡を準備して，実

際に標本を観察できるようにいたします。

6) 学会会期に休日（23日木曜日は勤労感謝の日）を含め，勤務医が参加しやすいよう配慮しました。

A演説，病理診断シリーズは，伝統に則ってプレナリー形式で，第1会場で行います。また，特別講演は，以下

の3名の方々を予定しています。

1 宮内昭（隈病院院長) 甲状腺胸腺癌，疾患の発見から国際的認知まで

2 J Aidan Carney(Emeritus Professor,Mayo Clinic) The Carney Complex,from discovery to gene
 

3 Manuel Sobrino-Simoes(University of Port) The Pathologist Training in EU,from autopsy to
 

molecular pathology



関連プログラムのお知らせ

11月22日（学会前日）

13:00～17:00 病理技術講習会（主催:日本病理学会研究推進委員会)

モデレーター:広島大学医学部 安井 弥 教授

18:30～21:00 ウエルカムパーティー 『シャンソンの夕べ』

11月23日

市民公開講座および病理医によるコンサート

11月24日（学会終了後）

17:30～19:30 ナイトセッション

『組織診断から見た細胞診断』（共催:日本臨床細胞学会近畿連合会)

※病理専門医受験資格要件としての細胞診講習会ではありません

『無染色で組織を観察できる新しい顕微鏡』（共催:日本顕微鏡学会関西支部)

11月25日（学会翌日，土曜日)

IAPシンポジウム，IAPスライドセミナー（主催:IAP日本支部)

場所:和歌山県立医科大学（和歌山市紀三井寺）

和歌山県立医科大学は，創立60周年を迎えました。7年前に現在の紀三井寺キャンパスに統合移転いたしまし

たが，会場のダイワロイネットホテル和歌山は，和歌山県立医科大学の創生期より約50年間，附属病院と学舎を

置いた，記念の場所に建設されています。日本病理学会秋期特別総会を本学の歴史上はじめて，本学の記念すべき

場所で開催させていただきますことは，和歌山県立医科大学病理学教室員一同大変光栄にぞんじます。会員の皆

様，多数のご参加をお願い申し上げます。

問い合わせ連絡先:

〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1

和歌山県立医科大学 第二病理学教室 学会担当:野上

TEL:073-441-0635，FAX:073-446-4825
 

E-mail:sazu1012＠wakayama-med.ac.jp


