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　一般社団法人日本病理学会 第 350 号 平成 29 年（2017 年）3月刊 

1. 一般社団法人日本病理学会平成 29年度定時社員総
会のご通知

来る平成 29年 4月 28日（金）に京王プラザホテルに於
いて，一般社団法人日本病理学会平成 29年度定時社員総
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，
正会員（一般会員，学術評議員）には社員総会出欠葉書（委
任状を含む）を「お知らせ号 28号」（3月 9日郵送発送）
に同封いたしております。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 29年度一般社団法人日本病理学会定時社員
総会

日　時 : 平成 29年 4月 28日（金）14 : 20～ 15 : 40

場　所 : 京王プラザホテル　A+B+C会場（東京都）
対象者 : 日本病理学会正会員（学術評議員・一般会員）
　　　　※ 名誉会員，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 28年度事業報告ならびに収支決算に関す
る件

　　（2）　新名誉会員推戴の件
　　（3）　新功労会員推戴の件
　　（4）　新学術評議員承認の件
　　（5）　功労会員資格関係規定改定の件
　　（6）　その他
 以上

出欠葉書（委任状を含む）送付の留意事項
※ 1.　 名誉会員，功労会員，学生会員には社員総会出欠葉

書（委任状を含む）はお送りしておりません。
※ 2.　 学術集会にご参加の場合でも，この法人総会（約 1

時間半）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。

2.　第 106回日本病理学会総会（東京）開催のお知らせ

標記学術集会が開催されます。会員の皆様におかれまし
ては，ご参集いただけますようよろしくお願い申し上げま
す。

（1）　開催概要
日時 : 平成 29年 4月 27日（木）～ 29日（土）
場所 : 京王プラザホテル（東京都新宿区）
会長 : 国立研究開発法人 国立がん研究センター
　　　落合　淳志
詳細 : 大会ホームページをご参照下さい
　　　http://www.jsp2017.org/

（2）　 日本病理学会誌第 106巻 1号（学会抄録号）につ
いて

① 前号より，会員への抄録集冊子体配布はございませ
ん。

② 抄録集は学会会員専用ホームページ内に PDFとし
て掲載されます。

③ 会場では簡易プログラムを無料でお配りし，またタ
ブレット端末等で閲覧可能なプログラムアプリもご
利用頂ける予定です。

④ 冊子体での抄録集をご希望の方には有料配布（会員
価格 3,000円程度を予定）をいたします。お申し込
み方法等については，決定次第，学会ホームページ，
ニュースレター等でお知らせいたしますので，今し
ばらくお待ち下さい。

（3）　各種会議・委員会の開催について
大会前日 4月 26日（水）から期間中にかけて，各種会議・

委員会等が同会場にて開催されます。委員会のご案内は関
係各位に 3月中旬～下旬頃にお知らせ予定です。
（4）　学術評議員会・病理専門医部会について
日時 : 平成 29年 4月 27日（木）15 : 20～ 16 : 20

会場 : 京王プラザホテル　A+B+C会場
該当される先生におかれては，ご参集よろしくお願いい
たします。
（5）　各種講習会開催案内について
① 分子病理診断講習会（病理専門医受験単位）
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　　（機構専門医更新単位・領域別講習）
平成 29年 4月 27日　8 : 50～10 : 50 

京王プラザホテル（総会 1日目）
・専門医更新者用に配布している受講証を，専門医受験
予定者も申請に使用できます。

②　剖検講習会（病理専門医受験単位）
　　（機構専門医更新単位・領域別講習）
平成 29年 4月 28日　8 : 50～9 : 50

京王プラザホテル（総会 2日目）
詳細は病理学会ホームページをご確認下さい。
http://pathology.or.jp/news/Seminar_of_autopsy_diagnosis2017%20HP.pdf

・専門医受験予定者用の受講証受領には，当日課題の提
出が必須となります。課題は病理ネットワークサー
バーに掲載しております。各自ご確認下さい。

病理情報ネットワークサーバー＞委員会別掲示板＞病理
専門医制度＞ 2017年度剖検講習会
③　共通講習【医療倫理・感染対策・医療安全】
　　（機構専門医更新単位・共通講習）
平成 29年 4月 29日　16 : 00～19 : 00

京王プラザホテル（総会 3日目）
　医療倫理　16 : 00～17 : 00 

　感染対策　17 : 00～18 : 00

　医療安全　18 : 00～19 : 00

・事前の受講申し込みはございません。
・受講料（1,000円）が必要になります
　（受講料にはハンドアウト代が含まれます）。
　受講料納入場所 : 総会参加受付横，「講習会受付」
　（4/27　13 : 00から受付開始）
・講習会会場への入場の際に，ハンドアウトをご提示く
ださい。

・専門医更新に必要な受講証明書はハンドアウトに付録
しております。

他，各種講習会開催案内については，決定次第，学会や
総会のホームページ，ニュースレター等でお知らせいたし
ます。
（6）　100周年記念病理学研究新人賞の選考会のご案内
標記賞につき，多数ご応募いただきありがとうございま

した。資格ならびに応募内容の厳正な審査の結果，8名が
2次審査に選ばれました。5名の選考のために下記の日時
に公開 2次審査を行いますので，是非出席ください。
審査会日時 :

　　平成 29年 4月 27日（水）17 : 20～ 19 : 20

場　所 : 京王プラザホテル　G会場
候補者（発表順）:  

　田原紳一郎（大阪大学），白木之浩（名古屋大学）
　大原悠紀（名古屋大学），西東瑠璃（東京大学）
　峰宗太郎（東京大学）， 山﨑有人（東北大学）
　廣瀬勝俊（大阪大学），服部拓也（広島大学）
 以上，8名

3.　会費，病理専門医部会費納入について

平成 29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月以降に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※ 1

※ 1　 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※ 2

※ 2　 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
口腔病理部会費　　　　　　　　　　　　 6,000円※ 3

※ 3　 口腔病理専門医有資格者（医科病理専門医を除く）
が対象です。

振り込み期限　平成 29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
29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，平成 28年度分会
費からのご利用が可能です。是非ご検討下さい。

4. 平成 29年度病理専門医試験・口腔病理専門医試験
について

平成 29年度の病理専門医試験および口腔病理専門医試
験は，8月 5日（土），6日（日）に神戸大学にて行われま
す。受験希望者は日本病理学会ホームページ（新着情報）
を参照の上，必要事項を書き添え，E-mailにて学会事務
局まで申請書類をお取り寄せ下さい。申請書類は 3月下旬
頃より順次発送を予定しております。

■受験申請期間 :

　平成 29年 4月 1日より 4月 30日まで（消印有効）
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■試験に関するお問い合わせ
　日本病理学会事務局
　E-mail : jsp-admin@umin.ac.jp

　TEL : 03-6206-9070

■ 申請書類取り寄せについては日本病理学会ホームペー
ジをご確認ください。

2017.03.06

平成 29年度日本病理学会病理専門医試験　申請要綱
http://pathology.or.jp/senmoni/semoni-shiken/2017shiken.html

2017.03.06

　平成 29年度日本病理学会口腔病理専門医試験　申請要
綱
http://pathology.or.jp/senmoni/semoni-shiken/2017oral-shiken.html

5.　第 14回病理学会カンファレンス 2017について

日　時 : 平成 29年 7月 28日（金）～ 29日（土）
会　場 : 名鉄犬山ホテル
詳　細 : ホームページをご参照下さい
　　　　http://14th.jspc.academy/

6.　第 63回日本病理学会秋期特別総会について

日　時 : 平成 29年 11月 2日（木）～ 3日（金）
会　場 : 日本教育会館（東京）
詳　細 : ホームページをご参照下さい
　　　　http://www.gakkai.co.jp/jsp63/

お知らせ

1.　（公財）持田記念医学薬学振興財団より

（1）　 平成 29年度持田記念学術賞（褒賞金）候補者推薦
について

標記について本学会からの推薦を希望される方は，下記
HPを確認の上，平成 29年 4月 5日（水）までに病理学
会事務局宛ご連絡下さい。
（2）　 平成 29年度研究助成金，留学補助金交付　対象者

募集について
詳細は下記 HPをご参照下さい。
（1）（2）共通参照 HP :

　　http://www.mochida.co.jp/zaidan/

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


