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1. 病理専門医資格更新者氏名

第4回 認定 116名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

827 今井 俊介

828 由谷 親夫

829 村尾 眞一

831 福永 真治

832 長谷川章雄

833 浅野 重之

834 宮崎 純一

835 角田 力弥

836 阿部 正文

838 村山 寛

839 中西 敬介

840 水上 勇治

843 岡 邦行

845 山本 雅博

847 土屋 眞一

848 赤木 制二

849 後藤 幹雄

850 西野 栄世

851 中川 仁

852 戸田 隆義

853 桑原竹一郎

854 石 和久

855 方山 揚誠

856 調 輝男

858 吉原 渡

859 広瀬 幸子

860 井上 達

861 中西 和夫

862 亀田 典章

866 松本 和基

867 羽野 寛

868 冨地 信和

869 大嶋 正人

870 岡野 匡雄

871 岡田 英吉

872 塩川 章

873 沼本 敏

874 螺良 愛郎

875 米澤 傑

876 河端 美則

878 田久保海誉

879 土橋 康成

881 小俣 好作

882 瀧 和博

884 中嶋 安彬

885 堤 寛

886 岡田 保典

887 高原 耕

889 若木 邦彦

890 布山 繁美

892 増田 弘毅

893 村上 榮

895 根本 則道

897 小野 巌

899 倉持 茂

901 山田 和昭

903 福本 学

904 徳田 忠昭

905 福田 利夫

907 北村 均

908 森 秀樹

910 馬渕 基樹

911 野々村昭孝

912 中島 孝

914 井藤 久雄

915 宮本 一雄

917 藤井 雅彦

918 田中 卓二

919 川井 俊郎

921 糸山 進次

925 栗原 憲二

927 居石 克夫

929 秋草文四郎

930 玉井 誠一

931 橋本 洋

933 横田 忠明

934 山下 吉美

936 岩下 明徳

937 豊島 里志

938 佐藤 慎吉

939 川原 穣

940 菅野 勇

942 張ケ谷健一

944 榎本 克彦

945 小橋陽一郎

946 森 一郎

947 勝田 省吾

948 島村 和男

950 下山 潔

953 江島 栄

954 亀田 陽一

955 佐野 仁勇

956 雑賀 興慶

959 水口 國雄

960 高橋 達郎

961 林 逸郎

962 三輪 淳夫

964 田口 尚

967 上野 洋男

971 中山 雅弘

972 大谷 明夫

973 君塚 五郎

974 中野 雅行

975 柳澤 昭夫

976 正和 信英

978 笹栗 靖之

979 関川 進

980 吉田カツ江

981 岡田 收司

982 川並 汪一

983 辻本 志朗

986 青木 幹雄

990 増田 高行

991 上坂 佳敬

992 小久保 武

996 藤盛 孝博

第9回（第4回試験） 認定 46名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

1250 徳留 隆博

1251 山鳥 一郎

1253 森木 利昭

1254 岡田 仁克

1255 八木橋操六

1256 中島 明彦

1257 濱田 哲夫

1258 矢島美穂子

1259 竹屋 元裕

1261 佐々木なおみ

1262 川端 健二

1263 溝渕 光一

1264 嶋本 文雄

1267 松野 寧子

1268 海上 雅光

1270 吉田 幸子

1271 瀧本 雅文

1272 樋野 興夫
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1273 佐々木 惇

1274 上田 善彦

1275 名方 保夫

1276 林 祥剛

1277 岸本 宏志

1278 中村 栄男

1279 三浦 和典

1280 塩津 英俊

1283 笹原 正清

1284 北川 昌伸

1286 谷山 清己

1287 小川 晃

1288 流田 智史

1289 石亀 廣樹

1290 橋本 和明

1291 福田 剛明

1292 甲田 賢治

1293 若狹 研一

1294 丹野 正隆

1295 佐藤 英章

1296 佐藤 隆夫

1298 植村 芳子

1299 和知 栄子

1300 高橋 玲

1303 鈴木 恵子

1304 鈴木 高祐

1305 前多 松喜

1306 冨永 邦彦

第14回（第9回試験） 認定 52名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

1565 下 正宗

1566 太田 善夫

1567 小西 登

1568 石田 剛

1569 新垣 有正

1570 藤田 眞幸

1571 加藤 元一

1573 森谷 卓也

1574 立山 尚

1576 中川 温子

1577 九嶋 亮治

1578 勝田 浩司

1579 佐野 暢哉

1580 山田 健人

1581 池田 栄二

1582 田村 浩一

1583 行岡 直哉

1584 土橋 洋

1585 村上 一宏

1586 大島 孝一

1589 清水 道生

1592 増永 敦子

1593 大橋 健一

1594 寺田 信行

1595 蛭田 啓之

1596 澤田 典均

1597 菅井 有

1598 絹川 典子

1600 小西 英一

1601 堤 雅弘

1602 中西 幸浩

1604 小野 伸高

1605 今 信一郎

1606 能登原憲司

1607 村田 晋一

1608 坂井田紀子

1609 武内 利直

1610 岡本 茂

1612 伊藤 裕司

1613 渥美伸一郎

1614 河合 潤

1615 宮石 理

1616 中山 敦雄

1617 石原 法子

1618 岩渕 三哉

1619 鈴木 良夫

1621 岩崎 啓介

1622 勝山 栄治

1623 鈴木 博義

1624 野田 裕

1625 川口 誠

1626 北澤 荘平

第19回（第14回試験） 認定 71名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

1871 長谷川 匡

1872 井上 健

1873 柴田 亮行

1874 三枝 信

1875 星 暢夫

1876 後藤田裕子

1877 森光 洋介

1878 中澤 功

1879 斉藤 直敏

1880 福島 純一

1883 木野 茂生

1884 南條 博

1885 伴 聡

1886 長尾 俊孝

1888 田中 正則

1889 尾崎 大介

1890 黒住 昌史

1891 平岡 伸介

1892 渡辺 昌俊

1893 原田 徹

1894 小松 一弘

1895 西澤 恭子

1896 島崎 英幸

1897 稲垣 宏

1898 宮崎 龍彦

1899 真能 正幸

1900 佐々木 豊

1901 大原 信哉

1902 杉山 達朗

1903 高橋 秀史

1904 田代 幸恵

1906 荒木 章伸

1907 濱田 新七

1908 川本 雅司

1909 寺村 一裕

1910 藤井 義幸

1911 清久 泰司

1912 岩屋 啓一

1913 宮沢 善夫

1914 藤田 葉子

1916 澁谷 誠

1917 小泉 宏隆

1918 福嶋 敬宜

1920 中岡 伸悟

1921 川島 篤弘

1922 村山 寿彦

1923 鄭 子文

1924 沖野 毅

1925 竹川 義則

1926 筑後 孝章

1927 久保起与子

1928 西阪 隆

1929 石田 康生

1930 北村 幸郷

1931 星 サユリ

1932 谷田部 恭

1933 酒井 優

1934 比島 恒和

1935 内ケ崎新也

1936 平塚 素子

1938 石井源一郎

1939 猪狩 亨

1940 西田 尚樹

1941 山本智理子

1942 小賀 厚徳

1943 石澤 伸

1944 霧生 孝弘

1945 平林 紀男

1946 迫間 隆昭

1947 細根 勝

1949 羽鳥 努

第24回（第19回試験） 認定 60名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

2237 棚橋 千里

2238 尾島 英知

2239 竹内 保

2240 中村樹美枝

2241 笠島 里美

2242 岡本 純佳

2243 高橋 芳久

2244 井尻理恵子
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2245 田口 周平

2246 濱田 智美

2247 河野 尚美

2248 米増 博俊

2249 井下 尚子

2250 松川 昭博

2251 小田島 肇

2252 馬場 正道

2253 武井 英博

2254 緒形 真也

2255 棟方 哲

2256 伊原 文恵

2257 柴田 龍弘

2258 浅井 昌美

2259 大倉 康男

2260 岸 宏久

2261 浦野 誠

2262 橘 真由美

2263 林 宏行

2264 加藤 光保

2265 高城 千彰

2266 廣瀬 善信

2267 塚本 徹哉

2268 金子 真弓

2269 堀之内道子

2270 笠井 孝彦

2271 大原関利章

2272 朝元 誠人

2273 岸本 充

2274 寺戸 雄一

2275 島田 志保

2276 田口 健一

2278 川名 秀忠

2279 稲垣 朋子

2280 山根 徹

2281 島田 哲也

2282 稲留 征典

2283 竹内 賢吾

2284 氏平 伸子

2285 橋立 英樹

2286 宮谷 克也

2287 関根 茂樹

2288 明石 高明

2289 菊地 和徳

2290 三浦千砂子

2291 市村 浩一

2292 島尾 義也

2293 太田 雅弘

2294 下村 龍一

2295 出張 玲子

2296 三浦 一郎

2297 太田 聡

第3回 認定 13名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から4年間

認定番号 氏 名

535 石川 義磨

589 山下 裕人

603 森田 豊彦

605 水無瀬 昂

634 羽田 悟

641 甲賀 新

686 白根 博文

764 下川 伶子

765 田中 智之

775 打越 敏之

779 樋口 正身

785 森山 昌樹

810 実藤 隼人

第7回（第2回試験） 認定 1名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から3年間

認定番号 氏 名

1183 束原 進

第13回（第8回試験） 認定 1名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から4年間

認定番号 氏 名

1538 川端 晃幸

第22回（第17回試験） 認定 2名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から3年間

認定番号 氏 名

2108 酒々井夏子 2156 伊東 恭子

第23回（第18回試験） 認定 4名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から4年間

認定番号 氏 名

2165 村瀬 貴幸

2196 及川 浩樹

2211 仙波 秀峰

2234 パンナチェート

エーカポット

2. 口腔病理専門医資格更新者氏名

第4回 認定 8名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

58 岡村 和彦

59 土井田 誠

60 櫻井 一成

61 清水 進一

63 山崎 章

64 安藤 紀昭

65 相田 順子

67 前田 初彦

第9回（第4回試験） 認定 3名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

85 佐々木 優

86 柴田 敏也

87 村松 敬

第14回（第9回試験） 認定 3名

更新期間 平成19年（2007年）4月1日から5年間

認定番号 氏 名

111 松坂 賢一

112 藤田 修一

113 美島 健二

3. 常任理事会報告（平成19年1月・2月・3月）

○第8回（平成19年1月12日（金））

1.平成18年度より新規に大学病院に認定施設番号を

つけるにあたり，従来の市中病院の認定施設番号とは

別にして，大学関連施設であることが認識できるよう

にすることにした（地域番号の次に9）。

2.「卵巣腫瘍取り扱い規約」の改訂について癌取扱い規

約小委員会の坂本委員長より要望のあった病理側委員

の増員につき，長坂徹郎，安田政実の両学術評議員を承

認した。病理側の委員長には本山悌一学術評議員があ

たることも承認した。また，今後の改訂作業を日本婦人

科腫瘍学会主体で進める方向で可とした。

3.秋期特別総会時に会員より提案された講演のビデオ

収録について検討したが，画質の問題やコストがかか
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ることから見送ることにすると，次回総会で回答する

こととした。

4.厚生労働省がん対策の推進に関する意見交換会（ヒ

アリング）が12月20日に開催され，深山副理事長が参

加して診断の重要性について発表した。

5.がん拠点病院にバーチャルスライドを導入すること

について厚生労働省より自治体に発信したお知らせ

を，ホームページに転載した。

6.脳神経外科学会に対して「脳腫瘍取扱い規約」改訂の

検討を依頼することにし，中里洋一群馬大学教授が依

頼書案を作成した。これを理事長名で脳神経外科学会

に提出することとした。

7.若手医師確保のための小委員会では，大学病院に対

して，研修体制についてのアンケートをとることにし

ているとの報告があった。

8.日本病理学会百周年記念事業については担当委員会

の立ち上げ，今後のタイムスケジュール等につき検討

した。

9.深山企画委員長より，現在のホームページの問題点

やリニューアルする場合の業者見積もりが提示された

ので，その際の維持費についても調査の上，広報委員会

に検討を依頼することとした。

○第9回（平成19年2月6日（火））

1.2月16日に厚生労働省の医政局総務課の菊岡調整官

と面談することになっており「診療内容の公告規制緩

和」について説明を受けることになっている。長村，水

口，稲山が出席する予定である。

2.CAP Proficiency Test（PT）については，第96回

病理学会総会時にナイトセッションの企画が検討され

ている。また，病理専門医部会でも，短時間のプレゼン

テーションをすることとした。

3.専門医認定制協議会の協議委員は，長村理事長から

黒田理事に交代することとした。

4.「診断病理」新編集長の公募については慶應義塾大学

の向井萬起男先生より応募があったので（坂本理事推

薦状あり），理事会に諮ることとした。

5.“研究発表に関わる倫理”については学術会議からの

通達もあり，案件が出た場合には，倫理委員会の検討課

題のひとつとすることとした。その場合には，倫理委員

会が審判を下すのでなく，司直なりで結論が出た案件

について，病理学会がどのように対応するかを審議す

ることとした。

6.「若手医師確保のための小委員会」では，大学病院に

対して，理研修の受け入れ体制についてのアンケート

を行っており，結果をホームページに掲載して病理研

修希望者の参考となるようにする予定である。

7.7月15日に東京にて開催される学部学生対象のレジ

ナビフェアにブースを出す予定である。

8.昨年作成した「病理医は求められています」の増刷お

よび，別途A3二つ折のパンフレットを作成すること

を理事会に提案することとした。

9.病理学会ホームページ改訂については，特に学生・研

修医むけの記事掲載なども含め，抜本的な改訂を広報

委員に検討を依頼することとした。

10.診断病理サマーフェストは，本年8月11日(土)・12

日(日）に東京大学にて開催されるが，そのポスターや

募集手順などについて検討した。事務作業は，細胞診講

習会および技術講習会に準じて本部事務局が担当する

こととなった。

11.本年の春の総会が3月中に行われるため，3月末決算

報告については，4月以降に別途決算に関する臨時総会

を開催する必要があり，5月22日に開催することとした。

それに伴う理事会は持ち回りにて開催することとした。

12.「日本 病 理 学 会 賞」の 英 文 表 記 を「JAPAN
 

PATHOLOGY AWARD」とすることとした。この表

記から，むしろ「日本病理学賞」の方が妥当ではないか

との意見が出され，学術委員会および理事会に再度諮

問することとした。

13.平成19年度各種委員会学術評議員で交代の必要な

学術委員会，研究推進委員会，病理専門医制度運営委員

会，医療業務委員会，口腔病理専門医制度運営委員会，

国際交流委員会については，各委員長から推薦された

候補者を理事会に諮ることとした。

14.平成19年度新名誉会員推戴者については，対象者へ

のアンケート調査によると34名の推戴希望者があっ

たので，理事会に諮ることとした。

○第10回（平成19年3月6日（火））

1.厚生労働省医政局総務課菊岡修一調整官との面談に

ついて水口國雄病理診断体制専門委員会委員長より報

告があった。病院の医療行為の表示に，（1)病理施設が

整備，(2)専門医による病理診断，迅速病理検査がなさ

れているが明示された。病理診断の開業（病理診断施

設）は，現行の法制の中では難しい。現在調整中の項目

もあり，菊岡調整官に密に情報提供を依頼した。「標榜

科問題」について，これまで獲得してきた事項の整理

と，今後目指すところのものを整理していく必要があ

ることを常任理事会で確認した。

2.3月7日に，厚生労働省経済課中谷祐貴子課長補佐

と，診療報酬改定に向けての面談を予定している。

3.2月15日に日本学術会議病態医科学分科会（委員長:

長村義之）の委員会が開催された。深山副理事長と藤田

昌幸教授（慶應大法医学）に「病理と法医の連携につい
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ての公開講座」を依頼した。病理学と基礎研究分野との

連携は鍋島陽一教授（京大）が病理学会総会にシンポジ

ウムを申し入れることとなった。

4.3月5日の日本専門医認定制機構の総会に長村理事

長が出席し，その報告があった。

5.日本がん治療認定医機構への連携・協力および機構

関連学会連絡委員会への参加要請があったのでいずれ

も諾との返事をすることとした。

6.サマーフェストについては，広報用のチラシを作成

し，大阪での学会時に配布，他学会の研究会等で配布す

ることとした。放射線学会，産科婦人科学会の会報等で

広報を依頼する。

7.宇和島徳洲会問題については，同病院の専門委員会

委員として加わっている井藤久雄倫理委員長より報告

を受けた。今後，病理学会としてどのように対応するか

理事会に諮ることとした。

4. 会員の訃報

細田 𣳾弘 名誉会員（平成19年4月2日ご逝去）

お知らせ

1. レーザ顕微鏡研究会第33回講演会ならびにワーク

ショップについて

会 期:平成19年6月27日～6月29日

会 場:理化学研究所（和光市）

連絡先:レーザ顕微鏡研究会事務局

静岡大学工学部

〒432-8561 浜松市城北3 5 1
 

TEL:053 478 1069 FAX:053 471 1128
 

E mail:kawata＠eng.shizuoka.ac.jp
 

2. 第24回（平成19年度）持田記念学術賞受賞候補者

の推薦等の募集について

（1） 第24回（平成19年度）持田記念学術賞受賞候補者の

推薦募集

申込み締切り:平成19年7月31日

（2） 第24回（平成19年度）留学補助金交付対象者の募集

申込み締切り:平成19年6月30日

（3） 第25回（平成19年度）研究助成金交付対象者の募集

申込み締切り:平成19年6月30日

（1）（2）（3）とも

連絡先:（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 3358 7211 FAX:03 3357 1264
 

E mail:zaidan＠mochida.co.jp
 

3. ファイザーヘルスリサーチ振興財団平成19年度研

究助成募集について

応募締め切り:平成19年7月6日（金 消印有効）

連絡先:〒151 8589 東京都渋谷区代々木3 22 7

新宿文化クイントビル

(財)ファイザーヘルスリサーチ振興財団事務局

TEL:03 5309 6712 FAX:03 5309 9882
 

E mail:hr.zaidan＠pfizer.com
 

http://www.pfizer zaidan.jp
 

4. 第1回「野口英世アフリカ賞」授賞候補者の推薦につ

いて

申込み締切り:平成19年7月10日（火）必着

問い合わせ先:独立行政法人日本学術振興会

野口英世アフリカ賞

医学研究分野推薦委員会

〒102 8471 東京都千代田区一番町6番地

TEL:03 3263 1722
 

E mail:nh africa＠jsps.go.jp
 

5. 2008年（平成20年）第57回藤原セミナー開催の募

集について

申込み締切り:平成19年7月31日

連絡先:（財）藤原科学財団

〒104 0061 東京都中央区銀座3 7 12
 

TEL:03 3561 7736 FAX:03 3561 7860
 

6. 第5回浜名湖国際セミナー「腎，尿路，前立腺の病理

と細胞診」について

会 期:2007年11月3日（土）・11月4日（日）

会 場:浜松市楽器博物館2階研修室

申込み締切り:2007年9月末（定員150名）

参加申し込み先:聖隷浜松病院 経営企画室

担当 仲谷，山田

〒430 8558 浜松市住吉2 12 12
 

TEL:053 474 2232 FAX:053 471 6050
 

URL http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/

E mail:hm hamak＠sis.seirei.or.jp

オーガナイザー:聖隷浜松病院病理科 小林 寛
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