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　一般社団法人日本病理学会 第 375 号 令和元年（2019 年）7月刊 

1. 第 110回（令和 3年度）総会における宿題報告担当
者の募集について（公募）

第 110回（令和 3年度）日本病理学会における宿題報告
担当者を下記の要領により，募集いたします。尚，担当者
には「日本病理学賞」が授与されます。

1）　 応募資格 : 日本病理学会学術評議員（ただし昭和
30年 4月 1日以降生まれの者）

2）　募集人員 : 3名以内
3）　提出書類 :

　※ 今年度より，応募書類は以下を PDF化した電子媒
体（ひとつのファイルにまとめたもの）にて提出し
ていただくことになりました。

　（1）　 日本病理学会ホームページよりダウンロードし
た所定の書式に，応募者名，演題名，選考用抄
録（1,100字以内）などを記載し，自署押印した
もの。

　（2）　 講演内容に直接関係のある自著論文 50編以内の
一覧

　（3）　代表的な自著論文 10編以内の別刷
上記 （1）～（3） の書類を，順番に一つの PDFファイルに
まとめてお送り下さい。

4）　提出先と提出方法
　提出先 : 日本病理学会事務局　jsp-admin@umin.ac.jp　 

　（1）　 応募書類送付の前に，応募申請の E-mailをお送
り下さい。

　　①　 E-mailの件名として「令和 3年度宿題報告応
募申請」とし，その後ろにご自身の会員番号も
記載して下さい。

　　②　 応募書類送付の方法（下に示すア～オのいずれ
か）と送信予定日時を記載下さい。

　　　ア）　メール添付　ただし 5 MBまで
　　　イ）　UMINファイル交換システム
　　　　　 https://www.umin.ac.jp/upload/

　　　　　 病理学会事務局 ID : jsp-admin

　　　ウ）　民間の大容量ファイル転送サービス
　　　　　 （「データ便」等）
　　　エ）　USB，CD-ROM等の郵送送付
　　　オ）　その他の方法（具体的に記載して下さい。）
　（2）　 上記 （1） の申請メール送信後，応募書類（すべ

ての書類をひとつの PDFファイルにまとめたも
の）を PDF電子媒体として申請した方法にて送

付してください。
　　①　 件名・表題等は「令和 3年度宿題報告応募書類

送付」として，その後ろにご自身の会員番号を
記載して下さい。

　　②　 ファイル受領から「業務日」3日以内に受領メー
ルを返信いたします。受領のメールが届かない
場合は，すみやかに事務局宛にお問い合わせ下
さい。　

　　③　 各種連絡や審査用資料の作成については，会員
システム登録の情報を元に行われます。事前に
登録内容の確認，修正をお願いします。　　

5）　締め切り : 令和元年 8月 31日（土）23 : 59必着
なお，第 110回日本病理学会における宿題報告担当者は，

令和元年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し，同
年 11月の理事会審議にて決定いたします。また，担当者
には以下のご依頼をさしあげますのでご承知置き下さい。
①　“Pathology International”への総説論文の執筆
②　発表抄録の日・英両言語での作成
③　「病理学の研究でわかること」
 （http://pathology.or.jp/ippan/info-trans.html）の原稿作成
本件につきましてご質問がありましたら，日本病理学会
事務局または学術委員長までお問い合せください。
　日本病理学会事務局 : jsp-admin@umin.ac.jp

　　TEL 03-6206-9070　FAX 03-6206-9077

　学術委員長（落合淳志）:

　　TEL 04-7134-6880　aochiai@east.ncc.go.jp

参照 HP : http://pathology.or.jp/

　　　　 （新着情報よりご確認下さい）

2. 第 66回（令和 2年度）日本病理学会秋期特別総会
における病理診断特別講演担当候補者の公募につい
て

標記担当者を公募いたします。下記の要領にてご応募を
お願いいたします。
病理診断特別講演とは :

「病理診断特別講演」は，特定の疾患や臓器における病
理診断に関して，本学会に永年にわたって貢献し，その専
門に卓越した業績と見識をもつ本学会員が担当し，担当疾
患の病理診断に関して主として解説的に講演する。「病理
診断特別講演」担当者には，「病理診断学賞」が授与される。



2

1）　提出書類 :

　※ 今年度より，応募書類は以下を PDF化した電子媒
体（ひとつのファイルにまとめたもの）にて提出し
ていただくことになりました。

　（1）　 日本病理学会ホームページよりダウンロードし
た所定の応募書式に応募者名，略歴，活動・功績，
課題名，応募理由（1,000字以内）等を記載した
もの。

　（2）　 応募理由に関する論文・著書業績（20編以内）
のリスト

上記 （1），（2） の書類を，順番に一つの PDFファイルに
まとめてお送り下さい。

2）　提出先と提出方法
　提出先 : 日本病理学会事務局　jsp-admin@umin.ac.jp

　（1）　 応募書類送付の前に，応募申請の E-mailをお送
り下さい。

　　①　 E-mailの件名として「令和 2年度病理診断特
別講演応募申請」とし，その後ろにご自身の会
員番号も記載して下さい。

　　②　 応募書類送付の方法（下に示すア～オのいずれ
か）と送信予定日時を記載下さい。

　　　ア）　メール添付　ただし 5 MBまで
　　　イ）　UMINファイル交換システム
　　　　　 https://www.umin.ac.jp/upload/

　　　　病理学会事務局 ID : jsp-admin

　　　ウ）　民間の大容量ファイル転送サービス
　　　　　 （「データ便」等）
　　　エ）　USB，CD-ROM等の郵送送付
　　　オ）　その他の方法（具体的に記載して下さい。）
　（2）　 上記 （1） の申請メール送信後，応募書類（すべ

ての書類をひとつの PDFファイルにまとめたも
の）を PDF電子媒体として申請した方法にて送
付してください。

　　①　 件名・表題等は「令和 2年度病理診断特別講演
応募書類送付」として，その後ろにご自身の会
員番号を記載して下さい。

　　②　 ファイル受領から「業務日」3日以内に受領メー
ルを返信いたします。受領のメールが届かない
場合は，すみやかに事務局宛にお問い合わせ下
さい。　

　　③　 各種連絡や審査用資料の作成については，会員
システム登録の情報を元に行われます。事前に
登録内容の確認，修正をお願いします。　　

3）　締め切り : 令和元年 8月 31日（土）23 : 59必着
選考 : 担当者は令和元年秋の学術委員会において厳正・

公明に選考し，同年 11月の理事会審議にて決定，同総会
にて発表いたします。
その他 : 担当者には “Pathology International”への総説

論文の執筆をいただきますのでご承知置き下さい。
本件につきましてご質問がありましたら，日本病理学会

事務局または学術委員長までお問い合せください。

　日本病理学会事務局 : jsp-admin@umin.ac.jp

　　TEL 03-6206-9070　FAX 03-6206-9077

　学術委員長（落合淳志）:

　　TEL 04-7134-6880　aochiai@east.ncc.go.jp

参照 HP : http://pathology.or.jp/

　　　　 （新着情報よりご確認下さい）

3. Pathology International 編集長（editor）の募集に
ついて

英文誌 “Pathology International”編集長の任期が年度末
に満了となることにともない，令和 2年度以降の編集長を
下記の要領により募集いたします。応募，または推薦の書
面を病理学会事務局までお送り下さい。
〈応募要領〉
1）　応募は自薦，他薦を問わないこと。
2）　 応募者は，学術評議員である日本病理学会会員であ

ること。
3）　 応募者が自薦の場合は，氏名，所属機関，応募の要

旨を，また他薦の場合は，推薦する候補者名を記載
した書面（書式は自由）を提出すること。

4）　 任期は，令和 2年 4月 1日より 4年とすること。再
任可であるが 2期目以降は任期 2年とすること。

5）　 締め切りは，令和元年 9月 30日（消印有効）とす
ること。

4. “Pathology International” Impact factor（2018年）
について

学術雑誌としての質の高さを測る 1つの国際的指標とし
てのインパクト・ファクターは 2.082（2018年）となりま
した。

HP : http://pathology.or.jp/kankoubutu/jour-pin.html

5.　2018年分の剖検情報の登録について

現在，2018年（1月～ 12月）分の剖検情報の登録を受
け付けています。

2018年分の提出締め切りは 2019年 12月 2日（月）
23 : 59です。以後，2018年のデータの登録はできません
ので，ご注意ください。データは施設ごとに NCDを通じ
て登録をお願いします。

HP : http://www.ncd.or.jp/info/information/2346.html

6.　「レジナビフェア 2019 in 東京」活動報告

6月 23 日（日）レジナビフェア 2019 in 東京（幕張メッ
セ）への参加報告が掲載されました。
詳細は以下ホームページよりご確認ください。
HP : http://pathology.or.jp/gakuken/seminar.html
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お知らせ

1.　日本顕微鏡学会　第 62回シンポジウム

　テーマ :  AIを用いた顕微イメージングの将来 ─ 科学技
術から物理化学，そして生命科学への貢献 ─

　講演プログラムはシンポジウムホームページをご覧くだ
さい。
　http://www.microscopy.or.jp/sympo/62nd/

会期 : 2019年 11月 29日（金）～30日（土）
会場 : 埼玉会館（さいたま市浦和区）
・ポスター演題募集締切 : 8月 23日（金）
・学生参加費無料，学生優秀ポスター表彰
・連携・協賛学会の会員には，会員参加費が適用されます
・お問い合わせ・事務局
　杏林大学医学部解剖学教室（顕微解剖学）
　〒 181-8611　東京都三鷹市新川 6-20-2

　E-mail : jsm62sympo@ks.kyorin-u.ac.jp

　Tel : 0422-47-5511（内線 3416）／ FAX : 0422-44-0866

2. 2019年度　がん治療認定医　教育セミナー・認定
医試験について

2019年度教育セミナー・認定医試験の申込が開始とな
りました。
申込受付期間 : 2019年 7月 1日（月）正午～ 8月 6日（火）
タイムスケジュール :

　http://www.jbct.jp/pdf/sys_auth_app19_seminor_tt.pdf

　下記サイトにて詳細をご確認の上，お申し込みください。
医　　師 : http://www.jbct.jp/sys_auth_app19.html

歯科医師 : http://www.jbct.jp/sys_auth_app19_d.html

問い合わせ先 : 日本がん治療認定医機構　事務局
　〒 160-0016　東京都新宿区信濃町 35　信濃町煉瓦館 5F

　一般財団法人　国際医学情報センター内
　　TEL : 03-5361-7105

　　E-mail : c-info@imic.or.jp

3.　2019年度「朝日賞」候補者推薦について

標記の件につき本学会からの推薦を希望される会員は，
下記財団の HP を参照の上，8 月 9日までに本学会事務局
宛ご連絡下さい。
照会先 :  朝日新聞文化財団
参照 HP : http://www.asahi.com/shimbun/award/asahi/

4. 第 41回（令和元年度）「沖縄研究奨励賞」候補者推
薦について

標記の件につき本学会からの推薦を希望される会員は，
下記財団の HP を参照の上，8 月 31日までに本学会事務
局宛ご連絡下さい。
照会先 : 公益財団法人沖縄協会
参照 HP : http://www.okinawakyoukai.jp/publics/index/52/


