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１）平成１８年度役員一覧

支部長
青笹克之（大阪大学）

幹事
有馬良一（大手前病院）
上田真喜子（大阪市立大学）
小西登（奈良県立医科大学）
小橋陽一郎（天理よろづ相談所病院）
田中昭男（大阪歯科大学）
玉井正光（東大阪市立総合病院）
寺田信行（兵庫医科大学）
真鍋俊明（京都大学）
柳澤昭夫（京都府立医科大学）
横崎宏（神戸大学）
以上10名

監事
植松邦夫（兵庫医科大学）
以上1名

庶務・会計委員会
有馬良一（大手前病院）（委員長）
星田義彦（大阪大学）
以上2名

学術委員会
寺田信行（兵庫医科大学）（委員長）
冨田裕彦（大阪大学）（副委員長）
井上　健（大阪市立総合医療センター）
今井幸弘（神戸市立中央市民病院）
浦崎晃司（京都府立医科大学）
江頭由太郎（大阪医科大学）
岸野万伸（大阪大学歯学部）
九嶋亮治（滋賀医科大学）
辻村　亨（兵庫医科大学）
中村光利（奈良県立医科大学）
三上芳喜（京都大学）
村垣泰光（和歌山県立医科大学）
植村芳子（関西医科大学）
以上13名

企画・広報委員会
上田真喜子（大阪市立大学）（委員長）
飯塚徳重（大阪大学）
以上2名



平成17年度日本病理学会近畿支部　収支
（平成17年4月1日~平成18年3月31日）

２）平成１７年度会計報告
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２）平成１７年度会計報告
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３）財産目録
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４）本年度予算案
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５）支部内規の改正について

現行 改正案

第7条
本支部に次の役員を置く。
（1）支部長1名
（2）副支部長1名
（3）幹事8名以上12名以内
（4）監事1名

第7条
本支部に次の役員を置く。
（1）支部長1名
（2）幹事8名以上12名以内
（3）監事2名



５）支部内規の改正について

現行 改正案

第8条 

役員の役務は、次のとおりとする。 

(1) 支部長は、部務を総括し、本支部を代表

する。また、日本病理学会役員（理事・監事）

規定により日本病理学会理事に選出される。

(2) 副支部長および幹事は、学術、広報、庶

務・会計その他の業務を分担し、支部長を補佐

する。

第8条 

役員の役務は、次のとおりとする。 

(1) 支部長は、部務を総括し、本支部を代表

する。また、日本病理学会役員（理事・監事）

規定により日本病理学会理事に選出される。

(2) 幹事は、学術、広報、庶務・会計その他

の業務を分担し、支部長を補佐する。



５）支部内規の改正について

現行 改正案

第8条
(7) 支部長に事故ある時は、副支部長
がこれに当たる。

第8条
(7) 支部長に事故ある時は、支部長か
ら委嘱された幹事がこれに当たる。



６）先達の話を聞くセッションについて

　病理学は近年大きく変貌してきた。病的過程の研究が

主務であったものが、医療のなかで病理診断の比重が高

まるにつれて診断学としての重用性が増してきた為であ

る。このように研究と診断は現在の病理学の柱であるが、

ともすれば二律背反的にとらえられがちである。

近畿支部にはこれまで立派な業績を挙げてこられた先生

方が少なからずおられるので、支部学術集会においてそ

の御高見を伺い今後の病理学会の方向性を考える上での

参考にしたい。



７）本年度学術集会予定

第３３回　平成１８年５月２０日　
会場：大阪市立大学
世話人：上田真喜子（大阪市立大学）
モデレーター：井上　健
（大阪市立医療センター）
テーマ：感染と腫瘍
特別講演：深山正久先生（東京大学）

第３４回　平成１８年９月２日　
会場：神戸大学
世話人：横崎　宏（神戸大学）
モデレーター：今井幸弘（神戸中央市民病院）
テーマ：乳腺
特別講演：吉田浩己先生（鹿児島大学）

第３５回　平成１８年１２月９日　
会場：京都府立医科大学
世話人：柳澤昭夫（京都府立医科大学）
モデレーター：浦崎晃司（京都府立医科大学）
テーマ：炎症性肝臓疾患
特別講演：林　紀夫先生
（大阪大学消化器内科）

第３６回　平成１９年２月３日　
会場：大阪市立大学
世話人：田中昭男（大阪歯科大学）
モデレーター：岸野万伸（大阪大学歯学部）
テーマ：頭頚部腫瘍
特別講演：小川郁子先生（広島大学）



９）市民公開講座

日時(予定)：2006年11月頃の土曜日

場所：大阪駅近く

内容：非医療関係の方を対象に、医療における
病理診断の重要性をわかりやすく解説する。
テーマとして、大腸癌を取り上げ、検査、診断から、
手術、手術標本の病理診断に至るプロセスを説明する。

担当：冨田　裕彦（大阪大学）
　　　中正　恵二（兵庫医科大学）
　　　



10）平成１７年度学術奨励賞授与

小島史好　先生
『融合腎に発生した腎腫瘍の一例』
（第３２回学術集会発表）

那須拓馬　先生
『膀胱腫瘍の１例』 
（第３２回学術集会発表）


