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　一般社団法人日本病理学会 第 383 号 令和 2年（2020 年）3月刊 

1.　第 109回日本病理学会総会の開催について

かねてからのご案内のとおり第 109回日本病理学会総会
の開催形式につきましては，新型コロナウイルス感染の現
状・推移を踏まえて慎重に検討してまいりました。しかし
ながら 3月 19日の専門家会議の発表にもありましたよう
に依然として厳しい状況が続いております。これらの状況
と日本病理学会の社会的責任も勘案し，理事会での審議の
結果，4月 16日（木）～ 18日（土）に予定されておりまし
た福岡市での本総会現地開催は断念し，オンライン総会
（Web開催）として開催させていただくことになりました。
発表者ならびに一般参加者におかれましては現地には来

られないよう，よろしくお願いいたします。開催方法の最
終決定が遅れまして，ご参加を予定されている皆様には多
大なご心配とご迷惑をおかけし，心よりお詫び申し上げま
す。また，3月 16日にホームページ等でご案内した内容
から変更されておりますので，くれぐれもご注意ください
ますようお願い申し上げます。
新たなオンライン総会に関しては，webシステムの準備

が整い次第，ホームページ等でご案内いたします。現段階
では，演者や参加者の皆様には，4月上旬ごろ発表データ
登録や参加登録・聴講申込に関するご案内を差し上げ，登
録・申込期間の後，7月上旬から 1ヶ月程度の配信を考え
ております。

 【2020年度　病理・口腔病理専門医試験の受験を予定さ
れている方へ】
剖検講習会，分子病理診断講習会のweb聴講に関しては，

2020年の病理・口腔病理専門医試験の受験資格審査に間
に合うよう配慮いたしますので，4月 30日（木）までに
病理学会事務局（jsp-admin@umin.ac.jp）にご連絡ください。
なお，2021年度以降に受験予定の方は，ご連絡は不要です。
オンライン総会では，シンポジウム，ワークショップ，

一般口演・ポスター等の各種演題や，宿題報告・特別講演・
病理診断講習会・分子病理診断講習会・剖検講習会等の領
域講習，感染・倫理・医療安全・医療経済に関する共通講
習などの視聴や単位の取得が可能になる予定です（参加登
録料必要）。
コンパニオンミーティングも同様の web方式が可能で

すが，開催か中止かのご判断は企画者に一任いたします。
中止の場合は，3月 31日（火）までに事務局までお知ら
せください。（jsp2020@congre.co.jp）
社員総会，理事会，各種委員会等は，現地開催いたしま

せん。今後の予定につきましては病理学会事務局より別途
ご案内させていただきます。
開催方法変更につきましてはご協力いただきました企業
の方にも，あらためて連絡させていただきます。
これまでなんとか現地開催の方向で用意周到に準備をし
てまいりました開催校および日本病理学会としては断腸の
思いもございますが，新たなオンライン総会開催の成功に
向けて精一杯の努力をしてゆきたいと思いますので，何卒
皆様のご理解とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上
げます。

2020年 3月 23日
日本病理学会理事長　北川　昌伸

第 109回日本病理学会総会会長　小田　義直

2.　一般社団法人日本病理学会令和 2年度定時社員総会
の件

令和 2年 4月 17日（金）に福岡国際会議場メインホー
ルに於いて開催を予定しておりました令和 2年度定時社員
総会は，福岡総会の現地開催中止や新型コロナウイルス感
染拡大防止への配慮の観点から，下記の通り開催会場およ
び時間を変更することとなりました。
総会名 : 令和 2年度一般社団法人日本病理学会
　　　　定時社員総会
日　時 : 令和 2年 4月 17日（金）15 : 00～ 15 : 45

会　場 : 富士ソフトアキバプラザ　
　　　　レセプションホール（A＋ B）
対象者 : 日本病理学会正会員（学術評議員・一般会員）
議　題 :

1.　平成 31/令和元年度収益事業会計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.　第 68回秋期特別総会会長選出の件
6.　第 112回総会会長選出の件
7.　令和 2/3年度役員選任の件
8.　令和 2/3年度理事長選任の件
9.　その他

以上

お送りいただいた委任状はそのまま有効とさせていただ
きます。ご意見等ございましたら，事前に病理学会事務局
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まで書面にてご提出をお願いいたします。当日は上記令和
2年度定時社員総会以外の講演，講習会等は一切開催いた
しませんのでご留意ください。
また，当日はご来場を妨げるものではございませんが，

新型コロナウイルス感染拡大防止のためにも決してご無理
なさいませんようお願い申し上げます。
新型コロナウイルスの感染防止・対策として，下記の点

のご協力をお願い致します。
・ マスク着用の必要有無については自己管理でお願いす
るほか，手洗い・咳エチケットをお願いします。

・ 当日は発熱・熱などの症状がないかの確認と，もし体
調不良の方がいらしたら参加はお控えください。

今後の皆様のご健康と感染防止を考慮し，ご理解の程賜
りたく，何卒お願い申し上げます。

3.　令和 2年度病理専門医試験・口腔病理専門医試験に
ついて

令和 2年度の病理専門医試験および口腔病理専門医試験
は，7月 25日（土），26日（日）に大阪大学 医学系研究科・
医学部吹田キャンパスにて行われます。受験希望者は日本
病理学会ホームページ（新着情報 2019.03.08付）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。
■受験申請期間 :

令和年 4月 1日より 4月 30日まで（消印有効）
■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

■ 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。

令和 2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/2020shiken.html

令和 2年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/2020shiken-oral.html

4.　会費，病理専門医部会費納入について

2020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月下旬にご請求書（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。払込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。納入から１か月ほどで，ご自身の会費
支払い状況を会員システム上で確認することができます。
また領収証のダウンロードも可能です。
【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
　　　　　学生会員（学部・大学院修士課程学生）  　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000円
病理専門医部会費　　　　　　　　　　 6,000円
口腔病理部会費　　　　　　　　　　　 6,000円※
※ 口腔病理専門医有資格者（医科病理専門医を除く）が
対照です。
納入期限　2020年 6月末日
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
上記記載のご請求書（払込取扱票）はお送りいたしません。
2019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ご請求書（払込取扱票）
はお送りいたしません。ご不明の点は事務局へお問い合わ
せ下さい。口座自動振替ご希望の方は，事務局までメール
でご連絡ください。順次，申込書類をお送りいたします。

5.　日本病理学会誌第 109巻 1号（学会抄録号）につい
て

1）　標記学会抄録集を会員向けに公開いたしました。
会員専用 HP（UMIN-IDとパスワードが必要です）
https://center6.umin.ac.jp/oasis/pathology/pdf/sokai_program_200312.pdf

会員システム内よりダウンロード（会員番号とパスワー
ドが必要です）

https://member.pathology.or.jp/product/Cmn/WapCmn01P01.aspx

2）　名誉会員・功労会員の先生方には，前々号まで
PDFデータを USBメモリの形で郵送しておりましたが，
前号から取りやめることといたしました。ご希望の方には
個別に送付しますので下記 E-mailからお申込みください。

3）　冊子体（印刷物）抄録集は有料となります。
会員　1冊　￥3,000-　非会員　同￥7,000-

4）　冊子体の郵送送付を希望の方は下記に従いお申し込
みください。
①申し込み・問い合わせ先
　日本病理学会事務局
　E-mail : jsp-admin@umin.ac.jp

②「日本病理学会誌 109巻 1号購入希望」と件名に明記
の上，以下の情報を e-mailにてお送り下さい。
　1.　会員番号（非会員の場合はその旨を記載）
　2.　氏名
　3.　所属
　4.　冊数
　5.　送付先　 ※会員は原則学会登録住所宛となります

ので不要です。
③お支払い
冊子に郵便振替用紙を同封しますので，到着から 2週間

以内に郵便局よりお振り込み下さい。請求書払等を希望さ
れる場合はその旨，お申し込み時にお知らせ下さい。
④発送時期　3月末頃より順次発送予定です。
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6.　2020年診療報酬改定「第 13部病理診断」速報

2020年 3月 5日，「2020年　診療報酬改定」の詳細に
関して，厚労省より通知が発出されました。
「第 13部病理診断」に関して変更点を取り急ぎ，「新旧
比較表」にいたしましたので，ご確認下さい。大きな改定
は，これまで，病理診断管理加算の医師要件が「7年以上」，
「10年以上」でしたが，これが「5年以上」「7年以上」となっ
た点です。なお，急ぎ作業を行いましたので，取りこぼし
ている箇所等がございましたら，病理学会事務局までご連
絡ください。
参照 HP

http://pathology.or.jp/news/whats/information-200305.html

7.　厚労副大臣に要望書を提出

2020年 3月 3日，病理学会理事長，拡大常任理事，前
理事長名で，稲津久厚生労働副大臣に以下の要望書を提出
いたしました。
今後も，病理診断が適切に行われる体制を整備するため，
学会員の皆様とともに誠心誠意，努力して参りたいと思い
ます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「病理診断は医行為」であり，衛生検査所において病理
診断が行われることは許容されないものと考えます。現下
の全ての病理診断が医療法に定める医療提供施設において
のみ行われるよう，厚生労働省より，関係諸機関に対して
あらためて周知を徹底して頂きますよう要望します。
参照 HP

http://pathology.or.jp/news/whats/youbousho-200312.html

8.　新型コロナウイルス感染症患者および原因不明の肺
炎患者の病理解剖について

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の剖検におけ
る感染予防策」が，国立感染症研究所　感染病理部より発
出されました。
この度，この感染予防策を日本病理学会会員専用ページ

にアップロードいたしましたので，ご活用くださいますよ
うにご案内いたします。
参照 HP

https://center6.umin.ac.jp/oasis/pathology/news/COVID-19_200227.html

9.　希少がん脳腫瘍病理画像公開のお知らせ

この度，2019年度の希少がん病理組織デジタル画像
（WSI），画像に関する問題及び解説をホームページにて公
開いたした。希少がんの病理診断力の向上に向け，是非ご
活用くださいますようにご案内申し上げます。
参照 HP : https://rarecancer.pathology.or.jp/

脳腫瘍ワーキンググループ（敬称略）
柴原　純二（杏林大学）

小森　隆司（都立神経病院）
廣瀬　隆則（兵庫県立がんセンター）
横尾　英明（群馬大学）
脳腫瘍画像問題解説提供者一覧（敬称略）
廣瀬　隆則（兵庫県立がんセンター）
小森　隆司（東京都立神経病院）
横尾　英明（群馬大学）
澁谷　　誠（東京医科大学）
黒瀬　　顕（弘前大学）
石澤　圭介（埼玉医科大学）
井下　尚子（東京都健康長寿医療センター）
本間　　琢（日本大学）
池村　雅子（東京大学）
柴原　純二（杏林大学）
伊藤　慎治（虎の門病院）
土居　正知（聖マリアンナ医科大学）
鈴木　博義（仙台医療センター）
村田　晋一（和歌山県立医科大学，画像提供）
庄盛　浩平（山陰労災病院，画像提供）
骨軟部腫瘍ワーキンググループ（敬称略）
吉田　朗彦（国立がん研究センター）
久岡　正典（産業医科大学）
小田　義直（九州大学）
元井　　亨（がん・感染症センター都立駒込病院）
骨軟部腫瘍画像問題提供者（敬称略）
内橋　和芳（佐賀病院）
加藤　生真（横浜市立大学）
小西　英一（京都府立医科大学）
杉田真太朗（札幌医科大学）
孝橋　賢一（九州大学）
福島　万奈（愛媛大学）
牧瀬　尚大（東京大学）
松山　篤二（産業医科大学）
山下　享子（がん研究会有明病院）
山元　英崇（九州大学）
長谷川　匡（札幌医科大学）
小田　義直（九州大学）
元井　　亨（都立駒込病院）
小児腫瘍ワーキンググループ（敬称略）
田中　祐吉（神奈川県立こども医療センター）
中澤　温子（埼玉県立小児医療センター）
北條　　洋（福島県立医科大学会津医療センター）
井上　　健（大阪市立総合医療センター）
小児腫瘍画像問題提供者（敬称略）
石川　　亮（香川大学）
井上　　健（大阪市立総合医療センター）
入江　理恵（慶應義塾大学）
岩淵　英人（静岡県立こども病院）
大喜多　肇（慶應義塾大学）
木村　幸子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
孝橋　賢一（九州大学大学院医学研究院）
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高桑　恵美（北海道大学病院）
田中　水緒（神奈川県立こども医療センター）
田中　祐吉（神奈川県立こども医療センター）
中澤　温子（埼玉県立小児医療センター）
成毛　有紀（千葉県こども病院）
信澤　純人（群馬大学）
羽賀千都子（東海大学）
平戸　純子（公立富岡総合病院）
福島　裕子（大阪市立総合医療センター）
松岡　圭子（大阪急性期・総合医療センター）
柳井　広之（岡山大学病院）
吉田　牧子（兵庫県立こども病院）

希少がん病理診断支援システムワーキンググループ（敬称略）
藤井　丈士（ 虎の門病院分院 : 希少がん病理診断支援シ

ステム担当・統括）
中黒　匡人（ 名古屋大学 : 希少がん病理診断支援システ

ム―病理学会会員システム連携担当）
宇於崎　宏（帝京大学 : 病理情報ネットワークセンター担当）
鬼島　　宏（弘前大学 : 病理診断生涯教育担当）

10.　会員の訃報

以下の方がご逝去されました。
松原　藤継　功労会員（令和 2年 2月 1日ご逝去）

お知らせ

1.　【周知依頼】MID-NETの利活用者を対象とした研
修の取扱いについて

標記の件につき，独立行政法人医薬品医療機器総合機構
レギュラトリーサイエンスセンター長より周知依頼があり
ました。詳細は下記の URL を参照下さい。
参照 HP

https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0003.html

2.　【周知依頼】MID-NETの利活用に係る申出等の事
務処理手続の取扱いについて

標記の件につき，独立行政法人医薬品医療機器総合機構
レギュラトリーサイエンスセンター長より周知依頼があり
ました。詳細は下記の URL を参照下さい。
参照 HP

https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0003.html

3.　公益財団法人MSD 生命科学財団より「研究助成─ 
がん領域 ─」の募集について

標記の件につきまして，詳しくはホームページをご確認

ください。
募集期間 : 2020年 4月 1日（水）～ 6月 30日（火）
参照 HP

http://www.msd-life-science-foundation.or.jp/

4.　第 20回（2020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について

標記の件につきまして，詳しくはホームページをご確認
ください。
募集期間 : 2020年 4月 30日（木）まで
参照 HP

https://www.mst.or.jp/Portals/0/prize/japanese/contact/contact3-4.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

5.　日本学術振興会　育志賞について

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
記ホームページより要項を参照の上，5月 11日までに本
学会事務局宛ご連絡下さい。
参照 HP : https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/

お問い合わせ :

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
〒 102-0083　東京都千代田区麹町 5-3-1

TEL : 03（3263）0912

E-mail : ikushi-prize＠jsps.go.jp

6.　黒住医学研究振興財団より

（1）　第 56 回（2020年度）小島三郎記念文化賞について
本学会からの推薦を希望される方は，下記ホームページ
より詳細を確認の上，4月 28日までに本学会事務局宛ご
連絡下さい。
（2）　 第 28回（2020年度）黒住医学研究振興財団研究

助成について
募集期間 :  2020年 3月 16日（月）から 2020年 5月 31

日（日）
お問い合わせ :（1）（2）共通
公益財団法人　黒住医学研究振興財団　事務局
TEL : 03-5846-3504　FAX : 03-5846-3514

参照 HP : http://www.kmf.or.jp/

E-mail : info@kmf.or.jp
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7.　プリンス・マヒドン賞（Prince Mahidol Award）
について

標記の件につきまして，詳しくはホームページをご確認
ください。
参照 HP : http://www.princemahidolaward.org/

応募締切 : 2020年 5月 30日（土）
お問い合わせ : タイ王国大使館　広報文化部　橋本たみ
E-mail : hashimoto@thaiembassy.jp

8.　ファイザー “医学教育助成プロジェクト”助成公募
nituite

標記の件につきまして，詳しくはホームページをご確認
ください。
参照 HP :

　https://www.pfizer.co.jp/pfizer/independent-grants/docs/General%20RFP_ONC_LC-BT_J.pdf

募集期間 : 2020年 4月 30日（木）まで
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