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会 報
   

   

　一般社団法人日本病理学会 第 314 号 平成 26 年（2014 年）3月刊 

1. 一般社団法人日本病理学会平成 26年度総会（法人
総会）のご通知

来る平成 26年 4月 25日（金）に広島国際会議場に於い
て，一般社団法人日本病理学会平成 26年総会を開催いた
します。下記の事項の審議となりますので，是非ともご出
席くださいますようご案内申し上げます。尚，法人総会出
欠葉書（委任状を含む）を「お知らせ 16号　2014年（平
成 26年）春」号に同封いたしました。こちらは，出席の
如何にかかわらず，必ずお送りくださいますようお願いい
たします。特にご欠席の場合には，総会成立のため委任状
を必ずご提出くださいますようお願い申し上げます。期日
までに委任状をご提出いただいていない会員には，事務局
もしくは担当理事よりメールまたは電話で委任状提出のお
願いをする場合がございますのでご協力下さい。

記
総会名 :  平成 26年度　一般社団法人日本病理学会総会

（法人総会）
日　時 : 平成 26年 4月 25日（金）　14 : 00-15 : 10

場　所 : 広島国際会議場フェニックスホール（広島市）
対象者 : 日本病理学会正会員（学術評議員・一般会員）
　　　　※ 功労会員，学生会員の方はご出席いただけま

すが，議決に加わる事はできません。
議　題 :（1）  平成 25年度事業報告ならびに収支決算に

関する件 

　　　　（2）　名誉会員推戴の件
　　　　（3）　功労会員推戴の件
　　　　（4）　新学術評議員承認の件
　　　　（5）　役員任期終了に伴う改選の件
　　　　（6）　その他
 以上

出欠葉書（委任状を含む）送付の留意事項
※ 1. まだご送付いただいていない方は至急ご返送をお願

いいたします。
※ 2. 学術集会にご参加の場合でも，この法人総会（約 1

時間）をご欠席される場合は，「欠席」となり，委
任状のご提出が必要となります。

※ 3. 委任状は本人の署名，捺印（原則サインは不可）の
両方が揃わない場合，無効となり再提出をお願いす
ることとなります。

※ 4. 功労会員，学生会員には出欠葉書は同封されており
ません。

2.　会費，病理専門医部会費納入について

平成 26年度会費および病理専門医部会費の納入につき
ましては，4月上旬頃より払込取扱票を発送予定です。ご
確認の上，ご納入のお手続きをよろしくお願いいたします。
振替払込請求書兼受領証は領収証のかわりとなりますの
で，大切に保管してください。

【会費】
正会員　学術評議員 13,000円
　　　　一般会員 13,000円
　　　　一般会員（博士課程大学院生・初期研修医）
 8,000円
　　　　※ 適用には学術評議員の直筆署名が振込用紙に

必要です。
学生会員（学部・大学院修士課程学生） 5,000円
※ 適用には学術評議員の直筆署名が振込用紙に必要で
す。また学生証のコピーも別途事務局宛にご郵送くだ
さい。
病理専門医部会費 6,000円

振り込み期限　平成 26年 6月末日

また，金融機関からの会費及び専門医部会費の口座自動
振替日は 6月 23日です。お申し込みをいただいている先
生には上記記載の払込取扱票はお送りいたしません。平成
26年度分をご納入済みの先生や，年会費，病理専門医部
会費のお納めが不要の先生にも払込取扱票はお送りいたし
ません。ご不明の点は事務局宛お問い合わせ下さい。　

※ 会費納入については口座自動振替への切り替えをお願い
しております。まだお申し込みでない先生でも，4月中
に事務局宛にご連絡をいただければ，今年度分会費から
のご利用が可能です。是非ご検討下さい。

3.　今後予定されている学会行事について

⑴　第 11回病理学会カンファレンス 2013六甲山
テーマ :  「イメージング技術の進歩と明日の病理学研

究・病理診断」
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日　時 : 平成 26年 8月 1日（金）-2日（土）
会　場 : 六甲山ホテル
　　　　兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲 1034

ホームページ : http://jspc11.umin.jp/

申し込み : 5月頃開始予定
学会ホームページ，ニュースレター（UMIN-ML）等に

てお知らせ 

⑵　第 8回診断病理サマーフェスト
テーマ :「乳腺診療のための病理診断」
日　時 : 平成 26年 8月 23日（土）-24日（日）
会　場 : 東京大学伊藤謝恩ホール
申し込み : 5月頃開始予定　
学会ホームページ，ニュースレター（UMIN-ML）等に

てお知らせ
⑶　第 60回秋期特別総会
日　時 : 平成 26年 11月 20日（木）-21日（金）
場　所 : 国立劇場おきなわ他
会　長 : 琉球大学大学院腫瘍病理学講座　吉見　直己　

4.　会員の訃報　

以下の方がご逝去されました。
　蟹澤　成好 功労会員（平成 26年 3月 18日ご逝去）
　　

  お知らせ 

1.　第 10回腎病理夏の学校 ─ 開校のお知らせ ─

第 10回腎病理夏の学校を下記の通り開校いたしますの
で，ご案内申し上げます。
会　期 : 2014年（平成 26年）8月 30日（土），31日（日）
会　場 : 神戸大学医学部
　　　　（兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-1）
対象者 : 腎生検病理に興味のある臨床医・病理医
形　式 :  腎生検病理診断に関する講義解説と，バーチャル

スライドを用いた検鏡実習
　　　　（チューター指導あり）
※ バーチャルスライドは実習室に一人一台の端末を用意
しています

※ プログラムの詳細は腎病理協会ホームページ
　（http://plaza.umin.ac.jp/~arps/）
　に掲載します（4月中頃を予定）．
定　員 : 100名（予定）
参加費 : 25,000円
参加申し込み : 2014年 5月 7日（水）～ 9日（金）の 3日間，
e-mailにてお申し込み下さい。shara@med.kobe-u.ac.jp宛
に，本文に，氏名・年齢・性別・所属，連絡先の住所，電
話・FAX番号，e-mailアドレス，初級（これまで腎生検
病理診断の経験がほとんどない方）・中級（ある程度の腎
生検病理診断の経験がある方）の別を記載し，メール件名

を「夏の学校申し込み」として送信して下さい。
※ ホームページにて，プログラム内容をご確認の上，お申
し込み下さい。
※講義のみのコースはありません。
※ 応募者が定員を超えた場合は，抽選となりますので，ご
了承下さい。先着順ではありません。同一施設から多数
の応募がある場合は，施設内で調整をお願いすることが
あります。
※交通宿泊の手配は各自でお願い致します。
主　催 : 日本腎臓学会・日本腎病理協会
申し込み及び問い合わせ先 :

　　〒 650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-2

　　神戸大学医学部附属病院病理診断科　原　重雄
　　電話 : 078-382-6473　FAX : 078-382-6489

　　e-mail : shara@med.kobe-u.ac.jp

2. 「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」の周知
について

標記の件につき，厚生労働省医薬食品局安全対策課より
周知依頼がありました。
この報告には，郵送，ファックス，電子メール等の他

e-Gov電子申請システムを利用することも可能です。
詳細は下記の URLを参照下さい。
「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」について
URL : http://www.info.pmda.go.jp/info/houkoku.html

3. 第 5 回（平成 26 年度）日本学術振興会　育志受賞
候補者の推薦について

受付期間 :  平成 26年 6月 11日（水）～ 6月 13日（金）
　　　　　（必着）
推薦書類の提出先及び問い合わせ先 :

　　〒 102-8472　東京都千代田区一番町 8番地
　　独立行政法人　日本学術振興会
　　人材育成事業部　研究者養成課
　　「日本学術振興会育志賞」担当
　　TEL : 03-3263-0912

　　http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html

4. 黒住医学研究振興財団第 22 回（平成 26 年度）研究
助成金他の応募申請について

申込み締切り : 平成 26年 5月 30日（金）
お問い合わせ先 :

　　（公財）黒住医学研究振興財団事務局
　　〒 110-8408　東京都台東区台東 4-19-9　山口ビル
　　栄研化学 （株）内
　　TEL : 03-5846-3504　FAX : 03-5846-3514

　　E-mail : info@kmf.or.jp

　URL : http://www.kmf.or.jp/
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5. 「持田記念　学術賞」候補者推薦，「同　助成金交付」
対象者募集，「同　留学補助金交付」対象者募集等
について

申込み締切り : 平成 26年 6月中旬　（学術賞のみ 7月末）
お問い合わせ先 :（公財）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 : 03-3357-1282　FAX : 03-3357-1264

　　E-mail : zaidan@mochida.co.jp

　　URL : http://www.mochida.co.jp/zaidan/

6. 科学技術コミュニケーション推進事業機関連携推進
（機関活動支援型，ネットワーク形成型）公募のお
知らせ

申込み締切り : 平成 26年 5月 9日（金）　正午
お問い合わせ先 : JST　独立行政法人科学技術振興機構
　　科学コミュニケーションセンター連携推進担当
　　〒 102-8666　東京都千代田区四番町 5-3

　　サイエンスプラザ 8階
　　TEL : 03-5214-7493　FAX : 03-5214-8088

　　E-mail : katsudo@jst.go.jp


