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会 報
   

   

　一般社団法人日本病理学会 第 406 号 令和 4年（2022 年）2月刊 

1.　 一般社団法人日本病理学会令和 4年度定時社員総会
のご案内

来る令和 4年 4月 15日（金）に，神戸国際会議場メイ
ンホールに於いて，一般社団法人日本病理学会令和 4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。
なお，正会員には社員総会出欠葉書（委任状を含む）を

発送いたしております。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。
期日の 3月 18日（金）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。また諸般の事情により予定が変更となる
場合は HPにて速やかにお知らせをいたします。会員にお
かれては，会員システムからのメール配信等とあわせてご
留意いただけますよう，よろしくお願いいたします。

総会名 : 令和 4年度一般社団法人日本病理学会
　　　　定時社員総会
日　時 : 令和 4年 4月 15日（金）14 : 30～ 16 : 00

場　所 : 神戸国際会議場メインホール
対象者 : 日本病理学会正会員（学術評議員・一般会員）
　　　　※ 名誉・功労・学生会員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.　令和 3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 70回秋期特別総会会長選出の件
 6.　第 114回総会会長選出の件
 7.　会員区分変更の件
 8.　令和 4/5年度役員選任の件
 9.　令和 4/5年度理事長選任の件
10.　その他

2.　 第 111回日本病理学会総会（神戸コンベンションセ
ンター）開催のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大が続いている中の学会開
催ということで，本会は現地会場，ライブ中継，オンデマ
ンド配信（一部のプログラムのみ）の実施を行い，参加者
の先生方の都合に応じてご参加をいただけるよう準備を進
めております。座長，演者の先生につきましては会場での
講演に加え，Zoomウェビナーを利用したリモートでのご
対応もいただけます。（ポスター発表除く）
また，全参加者に講習会の貴重な機会を等しく提供する
為，専門医試験や専門医資格更新に関する各講習会は全て
オンデマンド配信で実施をすることといたしました。
春の総会では多くの皆様が会場に一堂に会し，最新の知
見に触れ，日ごろの疑問や取り組みをぶつけ合いながら交
流を図ることが醍醐味ではございましたが，現環境を踏ま
えながら最大限，最新の知見に触れていただける環境を作
れるよう努めております。今後のご案内については適宜
HPに情報を公開して参りますので，ご確認の上，ご参加
をいただけますと幸いに存じます。

（1）　開催概要
日　時 : 2022年 4月 14日（木）～ 16日（土）
場　所 : 神戸コンベンションセンター
会　長 : 神戸大学大学院医学研究科　病理学講座 

　　　　病理学分野　横崎　宏
詳　細 : 大会ホームページをご参照下さい　　
　　　　https://site2.convention.co.jp/111jsp/

（2）　 日本病理学会誌第 111巻 1号（学会抄録号）につ
いて

①会員への抄録集冊子体配布はございません。
②抄録集は学会会員システム内に PDFとして掲載予定
です。
③参加登録はオンラインのみとなります。プログラム集
およびネームカードの事前送付はいたしません。現地で参
加される方は当日ご自身でネームカードを発券いただきま
す。また，Web参加の方へはプログラム集の PDF版をメー
ルにてご案内させていただきます。
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（3）　各種会議・委員会の開催について
大会前日 4月 13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。
会議日程は日本病理学会ホームページをご確認くださ

い。

（4）　学術評議員会・病理専門医部会について
日　時 : 2022年 4月 16日（木）17 : 30～ 18 : 30

会　場 : 神戸国際会議場（第 1会場）
該当される会員（学術評議員，病理専門医，病理専攻医

等）は，ご参集ください。

（5）　各種講習会開催案内について
講習会は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で，本会

は全て総会ホームページよりオンデマンド配信とさせてい
ただきます。現地会場での講演はございません。
オンデマンド配信期間 :

2022年 4月 14日（木）～ 6月 15日（水）
・講義を最後まで受講すると受講証明書をダウンロード
いただけます。
・オンデマンド配信期間が終了すると受講証明書はダウ
ンロードいただけません。受講終了後，必ずダウンロード
ください。
・参加登録（オンライン参加登録のみ）をいただくこと
で受講可能です。共通講習以外，個別の受講料はございま
せん。
①分子病理診断講習会（病理専門医受験単位「分子病理

診断に関する講習」）（機構専門医更新単位・領域講習）
②剖検講習会（病理専門医受験単位）（機構専門医更新

単位・領域講習）
専門医受験予定者用の受講証取得には，事前に病理学会

会員専用ページ上で課題の提出が必須となります。ご留意
ください。課題は準備ができ次第，病理学会ホームページ
の新着情報に掲載いたしますのでご確認ください。
③臓器別・系統的病理診断講習会（病理専門医受験単位

「病理組織診断に関する講習」）（機構専門医更新単位・領
域講習）
④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）
※受講料各 1,000円

（6）　ポスター発表について
ポスター発表は原則現地にお越しいただき，自由討論形

式での開催を予定しておりますが，各ポスターに発表音声
が聴取可能な 2次元バーコードも掲示予定です。（来場で
きない発表者のポスターは事務局にて掲示予定）
また，会期中オンラインで閲覧できるよう電子ポスター

もWebに掲載いたしますので参加形式にあわせて視聴方
法をお選びいただけます。

3.　会費，病理専門医部会費納入について

2022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，5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　2022年 7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。
2022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。

4.　令和 2年度末 各種委員会活動中間報告

標記については下記 URLよりご確認ください
https://www.pathology.or.jp/pdf/iinkai_Interim_report2021.pdf

お知らせ

1.　 ファイザー “公募型医学教育プロジェクト”助成公
募について

標記の件につきまして，詳しくは下記 URLよりご確認
ください。
参照 HP :

https://www.pfizer.co.jp/pfizer/independent-grants/medical_education_project.html

お問い合わせ先 : ファイザー株式会社MEG-J 事務局
E-mail : meg.japan@pfizer.com
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2.　 第 22 回（2022年度）（一財）材料科学技術振興財
団　山崎貞一賞候補者について

標記の件につきまして，詳しくは下記 URLよりご確認
ください。
募集期間 : 2022年 3月 15日（火）～ 4月 30日（土）
参照 HP :

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

お問い合わせ :（一財）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

3.　（公財）持田記念医学薬学振興財団より

① 2022年度持田記念学術賞（褒賞金）候補者推薦につ
いて
② 2022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。
①②参照（共通）: https://www.mochidazaidan.or.jp/

お問い合わせ先 :（公財）持田記念医学薬学振興財団
TEL : 03-3357-1282　FAX : 03-3357-1264

E-mail : zaidan@mochida.co.jp


