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1. 平成 30/31年度理事長候補者及び関東支部長候補者
選出の件

平成 30年 1月 28日に平成 30/31年度役員候補者会が開
催され，以下の通り候補が選出されましたので，ご報告申
し上げます。
平成 30/31年度　理事長候補者
北川　昌伸（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）

平成 30/31年度　関東支部長候補者
大橋　健一（横浜市立大学医学部・大学院医学研究科）
なおこの度の役員選挙で選出された以下の候補者につい

ては 6月の定時社員総会（札幌）にて正式な専任をお願い
する予定です。

一般社団法人日本病理学会平成 30/31年度役員候補選出者
任期 : 第 107回定時社員総会（札幌）・平成 30年 6月 22

日から第 109回定時社員総会（福岡）・平成 32年春まで

○理事 : 20名（選出区分・ABC順）
全国区選出理事　　　　　　伊藤　智雄
全国区選出理事　　　　　　北川　昌伸
全国区選出理事　　　　　　増田しのぶ
全国区選出理事　　　　　　森井　英一
全国区選出理事　　　　　　落合　淳志
全国区選出理事　　　　　　小田　義直
全国区選出理事　　　　　　坂元　亨宇
全国区選出理事　　　　　　佐々木　毅
全国区選出理事　　　　　　笹野　公伸
全国区選出理事　　　　　　田中　伸哉
全国区選出理事　　　　　　安井　　弥
口腔部会長／理事　　　　　仙波伊知郎
北海道支部長／理事　　　　西川　祐司
東北支部長／理事　　　　　菅井　　有
関東支部長／理事　　　　　大橋　健一
関東支部選出／理事　　　　宇於崎　宏
中部支部長／理事　　　　　中村　栄男
近畿支部長／理事　　　　　横崎　　宏
中国・四国支部長／理事　　森谷　卓也
九州・沖縄支部長／理事　　鍋島　一樹

○監事 : 2名（ABC 順）
監事　　　　　　　　　　　髙橋　雅英
監事　　　　　　　　　　　吉野　　正

2. がんゲノム医療における病理診断と病理組織検体取
扱いの重要性に関する提言

「がんゲノム医療」の開始にあたり，がんゲノム医療に
おける病理診断と病理組織検体取扱いの重要性に関する提
言を病理学会ホームページに掲載いたしました。
参照 HP :

http://pathology.or.jp/news/pdf/genome_180125.pdf

3. 第 64回日本病理学会秋期特別総会ホームページ公
開

会期 : 2018年 11月 22日（木）～ 23日（金・祝）
会場 : 呉市文化ホール
会長 : 谷山　清己　（国立病院機構呉医療センター・
 中国がんセンター　院長）
参照 HP :

　http://www2.convention.co.jp/jsp64/

4. 病理学分野における大学院教育の実態調査結果（最
終版）を病理学会会員専用ホームページに掲載いた
しました。

参照 HP :

https://center6.umin.ac.jp/oasis/pathology/pdf/enquete_180125.pdf

5.　会員の訃報

以下の方がご逝去されました。
土山　秀夫　名誉会員　（平成 29年 9月 2日ご逝去）

お知らせ

1.　第 30回日本医学会総会 2019中部

会頭 : 齋藤　英彦（名古屋大学名誉教授）
【学術集会】
会期 : 2019年 4月 27日（土）～ 4月 29日（月・祝）
会場 :  名古屋国際会議場，名古屋学院大学白鳥学舎， 
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【学術展示】
会期 : 2019年 4月 26日（金）～ 4月 29日（月・祝）
会場 : 名古屋国際会議場，ポートメッセなごや

【市民展示】
会期 : 2019年 3月 30日（土）～ 4月 7日（日）
会場 : ポートメッセなごや

【医学史展】
会期 : 2019年 3月 2日（土）～ 4月 28日（日）
会場 : 名古屋大学博物館

テーマ : 医学と医療の深化と広がり
　　　　～健康長寿社会の実現をめざして～

事前参加登録期間 :

2018年 2月 1日（木）正午～ 2019年 4月 5日（金）正
午まで
分科会応援早割期間（対象 : 医師・歯科医師・研究者）:

2018年 2月 1日（木）正午～ 2018年 10月 31日（水）
正午まで

公式WEB : http://isoukai2019.jp/

学術準備室分室
　〒 460-0004　名古屋市中区新栄町 2-13 

　　　　　　　 栄第一生命ビルディング
　　　　　　 　（株式会社コングレ内）
　　TEL : 052-950-3369　FAX : 052-950-3370

　　E-mail : isoukai2019@congre.co.jp

2.　第 23回慶應医学賞について

本学会からの推薦を希望される場合は下記 HPを確認の
上，2月 28日までに学会事務局宛ご連絡下さい。
参照 HP :

　http://www.ms-fund.keio.ac.jp/prize/index-j.html

問い合わせ先 : 慶應義塾医学振興基金事務室
　　　　　　　TEL : 03-5363-3609

3.　第 15回（平成 30年度）日本学術振興会賞について

本学会からの推薦を希望される場合は下記 HPを確認の
上，3月 12日までに学会事務局宛ご連絡下さい。
参照 HP :

　http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/

問い合わせ先 : 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
　　　　　　　「日本学術振興会賞」担当
　　　　　　　TEL :  03-3263-0912

4.　第 70回保健文化賞について

本学会からの推薦を希望される場合は下記 HP を確認の
上，3 月 12日までに学会事務局宛ご連絡下さい。
参照 HP :

http://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/society/challenges/hoken02.html

問い合わせ先 : 第一生命保険株式会社 DSR推進室　
　　　　　　　TEL : 050-3780-6950

5. 平成 30年度第 59回東レ科学技術賞および第 59回
東レ科学技術研究助成候補者推薦について

本学会からの推薦を希望される場合は下記 HPを確認の
上，8月 25日までに学会事務局宛ご連絡下さい。
参照 HP :

　http://www.toray-sf.or.jp/

主催 : 公益財団法人東レ科学振興会
（推薦要領・推薦書の各学・協会への発送とホームペー
ジへの掲載は，6 月上旬を予定）

6. 第 6期「日化協 新 LRI（長期自主研究）」研究課題
募集　

募集要項・詳細 : http://j-lri.org/

研究費の目安 : 1件あたり年間で上限 1,000万円程度
応募締切 : 平成 30 年 3月 2日
問い合わせ : 一般社団法人日本化学工業協会
　　　　　　LRI事務局
　　　　　　TEL : 03-3297-2575

　　　　　　E-mail : LRI@jcia-net.or.jp

7. 第 18回（平成 30年度）一般財団法人材料科学技術
振興財団　山崎貞一賞候補者募集

募集期間 : 平成 30年 3月 15日（木）～ 4月 30日（月）
参照 HP :

　http://www.mst.or.jp/Portals/0/prize/index.html

お問い合わせ :

　一般財団法人材料科学技術振興財団　
　山崎貞一賞事務局
　TEL : 03-3415-2200　FAX : 03-3415-5987

　E-mail : prize@mst.or.jp

8. Diagnostic Advances in Surgical Pathology and 

Cytopathology

　May 4-5, 2018 San Diego, CA

参照 HP :

　https://cme.ucsd.edu/pathology/faculty.html


