大学校病態病理学講座）と青木光希子先生（福岡大学病院
病理部）の2名が受賞された。なお、本賞の授賞式はIAP日

外部委員（日本細胞学会から）
未

受付番号 応募者名

定

事務局として、常任幹事

休憩時間を利用して行われた。

Award（賞）委員会（学術奨励賞以外）
山邉

博彦

副委員長

橋本

洋

委

員

牛込新一郎

清水道生先生、野島孝之先生には2006 ～ 2008、一期3

委

員

加藤

洋＊

年に亘り理事としてIAP日本支部の活動にご尽力頂きま

委

員

松原

修

した。心より御礼申し上げます。

＊理事会に出席してもらう役員

黒田誠先生、中谷行雄先生IAP日本支部
新理事よろしくお願いします

第4回理事会議事録
日

時：平成20年11月20日（木）11：50-12：50

場

所：松山市総合コミュニティセンタ－2Ｆ
（第7会議室）

（2009 ～ 2011）に選出されました。どうぞ先生方の国際

出席者：橋本、松原、諸星、長村、内藤、中里、野島、

性をIAP日本支部にも活かして支部活動にご尽力頂きた

佐野、吉野、岩崎、山邊、根本、家守

くお願い申し上げます。

欠席者：牛込、清水、中村、笹野、加藤、白石

平成21年度 IAP 日本支部理事・役員

報告事項：

会

長

橋本

洋

前 会 長

諸星

利男

次期会長

松原

修

本部前会長
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長村

義之
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則道

教育担当

内藤

善哉

理

事

佐野

壽昭

理

事
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事
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誠

理

事

中谷

行雄
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事

吉野

正
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事

白石

泰三

会計監事

岩崎

宏

常任幹事秘書

家守

玉美

種々の委員会役員
諸星

利男

副委員長

長村

義之

委

員

中村

栄男＊

委

員

岩崎

宏

委

員

中里

洋一＊

IAP日本支部・病理診断学術奨励賞選考委員会

2008年度任期満了理事2名（清水道生先生、野島孝
之先生）の後任（2009-2011年度理事）についての理事
選挙では、平成20年度理事指名委員会にて、
・ 黒田
誠（藤田保健衛生大1978年卒）藤田保健
行雄（横浜市立大1978年卒）千葉大学大学院

医学研究院診断病理学教授、
同附属病院病理部部長
・ 三上
属病院
・ 横山

芳喜（弘前大1990年卒）京都大学医学部附

学科診断病理学講座教授

して予定しています。2泊3日の合宿により、スライド鏡
検を中心とした実習と解説を行い、関連分野の最近のト
ピックスの講演も行う予定です。
専門医資格更新の際10単位が得られます。
参加費はIAP会員が45,000円、非会員が55,000円で、宿

バーチャルスライド化に伴う経費が高騰する予定

で、今回も多数の希望者が予想されます。受付けは去年同

6．SPU2009、湘南国際村（2009年5月29～31日）
次回のSPU2009は第10回目の記念となる。
Guest facultyは、Mayo Clinicの神経病理学のBernd
W. Scherthauer教授。子宮と神経腫瘍の外科病理が

様に先着順とさせていただきます。セミナーの講堂の広

は乳腺病理。

さと椅子に限りがあるため50名の定員とさせていただ
きます。希望されても参加者に登録できなかった方には
スライドセットとハンドアウトが余れば、優先的に有償
でお譲りしようと思います。毎回登録をめぐり、スライド
セットとハンドアウトの有償配布で若干のトラブルが生
じ事務局も心苦しいかぎりですが、どうかご理解下さい。
参加希望者は、氏名、年齢、性別、所属、連絡先（住所、電
話、FAX、e-mail）、IAP日本支部会員か非会員、日本病
理学会会員か非会員を明記の上、e-mail
（またはファッ
クス）で申し込んで下さい。なるべくe-mailでお願いした
いと思います。

第5回APSMI：中国（山東省）6月5日～7日
第5回APSMIはProf. Jiang Guが中国で開催。次
期会長はタイのProf. Pongsak Wannakrairotが選出。

連絡はFAX：04-2996-5193、
e-mail：matubara@ndmc.ac.jpです。

IAP日本支部SPU事務局：松原 修（防衛医大病態病理）

国際学会で日本からの寄付要請

IAP Education CommitteeとしてUnderserved countries
に対するbursariesについての案内とお願い。
来年度よりオリンパス株式会社がIAP賛助会員に

あとがき：

入会して頂く予定

報をお届けします。同封中には、本部のBulletin、2008年

9．次回の理事会（平成21年度第1回）2009年2月3日（火）

明けましておめでとうございます。2009年度第1号の会
度決算報告、2009年度予算報告、教育シンポジウムとス
ライドセミナーの要望テーマについてのアンケート用紙

Surgical Pathology Update 2009（IAP）
10 周年記念 SPU 参加者募集

があります。よろしくご協力のほどお願い申し上げます。

173－8610 東京都板橋区大谷口上町30－1

泰三

結果は黒田 誠先生と中谷 行雄先生の当選となった。

心とした外国の著名な病理医との交流をめざすことを目

行雄

役員について（別紙参照）

的に、全国から希望者50名を募り2泊3日の合宿（湘南国

Tel：03─3972─8111 内線2256/Fax：03─3972─8163
E-mail：iapj@med.nihon-u.ac.jp

副委員長

山邉

博彦＊

委

員

白石

委

員

中谷

3．IAP 日本支部・病理診断学術奨励賞表彰 選考結果

際村センター、神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39）に

応募論文について

より、米国から招聘した専門分野の講師および日本側の

Published quarterly
by the Japanese Division
of the International
Academy of Pathology

2009年の年頭にあたって
IAP 日本支部会長 橋本 洋
産業医科大学医学部第一病理学

なお、社団法人日本病理学会の後援を受けており、病理

日のハンドアウトなどを含みます。例年SPUは大変好評

の4名の候補者が指名されました。
投票者 147/576人
（投票総数 147×2=294票うち2

芳喜先生（京都大学）と廣瀬隆則先生（埼玉医大）を講師と

イドセミナーの新規2コース）

7．第11回日韓合同スライドカンファランス（2009年11月
13日、14日名古屋）
世話人:黒田 誠教授（藤田保健衛生大学）
8．その他
第98回USCAP：ボストン3月7日～13日
来年はMassachusetts州Bostonで予定。Long Course

A NEWS BULLETIN 2009 Number1

Scheithauer教授にお願いしています。日本側からは三上

泊費、会場費、食事代、事前の病理ガラススライド配付、当

病理診断部副部長
繁生（長崎大1976年卒）大分大学医学部医

で、Faculty は Si1verberg 教 授、Mayo Clinic の Bernd W.

票無効） 投票率25％

正
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理事選挙の結果

今 年 の テ ー マ は、「 神 経 腫 瘍 と 子 宮 の 外 科 病 理 」

病理学教育セミナー（シンポジウムのテーマとスラ

テーマとなる予定。

日本支部

海大学の長村義之教授が務めます。

日本大学医学部病態病理学系病理学分野

吉野

定

1．新入会員の件
（報告事項の庶務報告のところを参照）
2．理事ならびに役員の改選の件

Clear cell adenocarcinoma associated with clear
cell adenofibromatous components: a subgroup
of ovarian clear cell adenocarcinoma with distinct
clinicopathologic characteristics. Am J Surg Pathol
31:999-1006, 2007 松原 修
Ｓ08-2 青木光希子 福岡大学病院病理部
Imatinib mesylate inhibits cell invasion of malignant
peripheral nerve sheath tumor induced by plateletderived growth factor-BB. Laboratory Investigation
87:767-779, 2007 岩崎 宏、鍋島 一樹
4．2008年度決算および2009年度予算の件（別紙参照）
5．病理学教育セミナー（バーチャルスライドに掛る経費の件）

国際病理アカデミー

Facultyと共に講義実習を行うSPUを2000年から行って
います。SPU2009は10回目になります。
今年の日程は5月29日（金）から31日（日）で、Course
DirectorはMary1and大学のSteven G. Si1verberg教授と東

IAP日本支部では国際的基準（G1obal standard）に基づ
く病理診断医（Surgica1 Patho1ogists）の育成と米国を中

委 員 長

未

審議事項：

・ 中谷

委 員 長

外部委員（日本病理学会から）

1．庶務報告
2．2008年度病理学教育セミナ－
3．第97回USCAP（Denver 3月1日～7日）
4．Surgical Pathology Update 2008
（湘南 6月13日～15日）
5．第4回APSMI（マレ－シア 6月25日～27日）
6．第2回日台スライドカンファレンス（福岡 9月6日）
7．国際病理学会総会（アテネ）
8．その他

衛生大学医学部病理診断科教授

IAP日本支部理事指名委員会

発刊の

Ｓ08-1 山本 宗平 防衛医科大学校病態病理学講座

根本則道

委 員 長

理事選挙の結果、黒田誠先生と中谷行雄先生が新理事

論文名 雑誌

巻、頁、推薦者

本支部主催の教育シンポジウム（平成20年11月22日）の

清水道生先生、
野島孝之先生ご苦労様でした

所属

根本則道/家守玉美
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明けましておめでとうございます。会員の皆様には佳き新年をお迎えになら
れたことと心よりお慶び申し上げます。
現在のIAP日本支部会員数は576名で、国際的にみれば米国カナダ、ドイツ、英
国、フランスに次いで第5位であり、これまでの先輩諸氏の長年のご努力によりそ
の活動も年々盛んになっております。国内では昨年6月に湘南国際村でSurgical
Pathology Update 2008および松山市で11月22日（日本病理学会秋期特別総会の翌
日）に教育シンポジウムとスライドセミナーが開催され、多数の参加者を迎えて
例年の通りに大変好評でした。
また9月には福岡市で第2回日本・台湾合同スライ
ドカンファレンスが開催され、特別講演として長年に亘ってIAPのNews Bulletin
であるInternational Pathologyの編集を担当されているDr. Robin A. Cookeをお迎
えしました。今回は2年前の台北での初回に引き続いた合同カンファレンスでし
たが、お互いに少しずつ自由な会話を楽しめる交流が始まったという印象を受け
ました。外国では、3月にDenverでUSCAP
（United States and Canadian Academy
of Pathology）
、6月 にMalaysiaのPenang島 でAPSMI（Asia-Pacific Society for
Molecular Immunohistology）および10月にはAthensで第27回IAP国際会議が開催
され、いずれも日本から多数の参加者があり、活発な学術交流のみならず、観光や
懇親会でも暖かいおもてなしを受け、
非常に楽しい会でした。
本年の湘南国際村でのSurgical Pathology Update 2009は5月29,30,31日に開
催されますが、Course Directorsのお一人（もう一人は長村義之前々会長）で
あるDr. Steven G. Silverbergによる「子宮の外科病理」と米国のDr. Bernd W.
Scheithauerによる「神経腫瘍の外科病理」がテーマとなっています（詳細は別に
記載される予定です）。奮ってご参加下さい。11月13日には第11回日韓合同スラ
イドカンファレンスを名古屋で藤田保健衛生大学の黒田誠先生がお世話される
ことになっています。また、3月7日～13日にBostonで第98回USCAP、8月20日
～23日にインドのKochiで第6回Asia-Pacific IAP Congressが開催されます。これ
らの国際学会にこれからのわが国の診断病理学を担っていく多くの病理医が積
極的に参加されることを願っております。
本年も諸星利男前会長、松原修次期会長、牛込新一郎本部前会長、長村義之
前々会長
（IAPアジア地区担当副会長）
、根本則道常任幹事、内藤善哉教育委員長、
岩崎宏会計監事および各理事の先生方と協力して、一層充実した生涯教育ならび
に国際的な学術活動を目指すと共に、IAP日本支部活動の益々の発展に努める所
存ですので、
会員の皆様には何とぞ宜しくご支援のほどをお願い申し上げます。

09.1.9 11:19:32 AM

に大変なご協力をいただき、感謝申し上げます。会場は松

XXVⅡ International Congress of the IAP
開催される

山市内の主要な駅に近く、空港や観光地からもアクセス

それと同時に、ガラスの標本での資料送付コースも最後

のよい立地で使いやすい施設でした。道後温泉、松山城等

となり、IAPスライドセミナーの様式の変遷が垣間見られ、

が同じ市内にあるため、セミナーの前後に手軽に観光を

ある意味感慨深いものがあります。DVD-Rになりまして

楽しんでいただけたのではないかと思います。

も、希少な症例を紹介するなど、その長所を活かしてセミ

また、午前のシンポジウム、午後のスライドセミナー

Mrs. Jack Strong

3．総数33人のYoung pathologistsがBursaryを授与されました。
4．APIAPがインドKochiで開催予定でBursaryをお願い

また、今回は新規のコースが4コースとなり、事前配布

り、多数の参加者がありました。シンポジウムのモデレー

資料のDVD-RもMac, Windows対応となりました。受講

ター、演者、また、スライドセミナー講師の先生方にはご

者の皆さんの間でも近年デジタルの資料が浸透している

協力いただき深く感謝申し上げます。

ようで、新しい事前配布資料に関しても比較的好評で、ま

9:00～11:45
主 題：子宮頸部の細胞診 New Wave
－Bethesda system と Liquid based cytology－

た、大きなクレームもなくほっとしているところです。

モデレーター：加耒

したいとの要請がありました。
第27回IAPコングレス会場

クで開催が決定した。
立候補地は

パルテノン神殿

柳井

タイ：バンコク

広之

先生

恒壽

先生

（九州大学医学研究院保健学部門）
柳井

広之

2. 子宮細胞診のNew wave
－ベセスダシステム2001準拠子宮頸部細胞

ドイツ：ミュンヘン

診報告様式の実際－

中国：北京

今野

であった。

先生

芳喜

先生
病理診断部）

4. Bethesda system使用の実際－15年の運用経験－
揚誠

先生

（八戸市民病院

臨床検査科）

5. 子宮頸部における液状細胞診
Liquid Based Cytologyと従来法の比較
谷山

先生

今年度の病理診断学術奨励賞は、青木 光希子先生（福

先生（山梨大学大学院人体病理学講座）

洋

先生（産業医科大学第一病理学講座）

2時限目 15:15～17:15
* A-2 膵腫瘍性病変の病理
先生（昭和大学医学部第一病理学教室）
先生（千葉大学大学院医学研究院診断病理学講座）

松原

先生（防衛医科大学校病態病理学講座）

C-2 悪性リンパ腫関連疾患
正

教育シンポジウムでの熱心な討議

先生（岡山大学大学院病理・病態学講座）

D-2 皮膚付属器腫瘍

日

時：平成20年11月22日（土）9:00－17:15

（文責：内藤 善哉）

第48回IAP日本支部総会議事録

場

所：松山市総合コミュニティセンタ－
（愛媛県松山市）

大家で何度か来日されたこともあり、大変な親日家です。

世話人：植田

規史（愛媛大学医学部病因・病態学講座分子病理学分野）

報告事項：

が行われました。おめでとうございました。

1．庶務報告

当日は心配された雨も降らず、月曜までの連休のため
か、会場周辺もプロ野球の古田選手の講演会や消防フェ

秋期病理学会に続く22日土曜日に、松山市総合コミュ

スタといった行事でにぎわっていましたが、大きなトラ

ニティセンターにおいて、2008年度病理学教育セミナー

ブルもなく教育セミナーを進行することができました。

が開催されました。開催にあたっては植田規史教授、阿部

午後のスライドセミナーでは、参加者の合計が442人と

康人准教授をはじめとして同教室の皆様、また、愛媛大学

非常に盛況なスライドセミナーになりました。

生協、松山市総合コミュニティセンターの事務局の方々

今年で橋本洋先生と清水道生先生のスライドセミナーが

浩（財団法人

今給黎総合病院）

智代（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）
正道（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）

会長：長村義之教授

6．第2回日本・台湾合同スライドカンファレンス
平 成20年9月6日（ 土 ）
（ 午 前 ）に 福 岡 市 のNTT夢 天 神
ホールで開催。

7．その他（IAPスライドセミナ-新規バーチャルスライド

邦光（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）

化に掛かる経費およびコースの件）

雄一（財団法人

スライドセミナーは4コースが新設され、バーチャル

癌研究会癌研究所）

永子（名古屋第二赤十字病院）

スライド化に伴う費用が高騰する予定

享子（大津赤十字病院病理部）

審議事項：

勇人（関西労災病院病理科）

1．新入会員の件（報告事項の庶務報告のところを参照）
2．理事ならびに役員の改選の件

理絵（癌研究会有明病院病理部）
登（奈良県立医科大学病理病態学）

理事選挙の結果

由子（昭和大学医学部 第一病理学教室）

2008年度任期満了理事2名（清水道生先生、野島孝之
先生）の後任（2009-2011年度理事）についての理事選

和義（兵庫県立がんセンター病理）

挙が行われた結果、黒田

高史（聖路加国際病院 病理診断科）

が選出され、総会で承認された。

丈（富山大学医学部 病態病理学講座）

浅野

伍朗、神代

正道、浜口

欣一、林

河上

牧夫、清久

泰司、宮沢

善夫、倉田

中村

真一、中島

収、笹田

谷田

健郎、

鈴木

鐘美（ご逝去）、宮地

寛子、辻

祥剛、
明彦、

浩一、

賛助会員
株式会社文光堂、エーザイ株式会社、
岩井化学薬品株式会社

576名中）が報告された。

476名（83％）
未納者 100名
2．2008年病理学教育セミナー報告
3．第97回USCAP 2008 Denver
USCAPが3月1日 か ら7日 ま でColorado 州Denverの
Colorado Convention Center と Hyatt Regency Hotel で
納入者

行雄の両先生方

3．IAP 日本支部・病理診断学術奨励賞表彰
以下2名の応募論文が2008年度の病理診断学術奨励賞
に選ばれた。
山本

宗平先生

青木光希子先生
徹（ご逝去）

誠、
中谷

防衛医科大学校病態病理学講座
福岡大学病院病理部

4．2008年度決算および2009年度予算の件（別紙参照）
5．病理学教育セミナー
スライドセミナーのバーチャルスライド化に掛る経費の件

6．SPU2009、湘南国際村（2009年5月29～31日）
7．第11回日韓合同スライドカンファランス（2009年11月
13日、14日名古屋）
世話人：黒田

誠教授（藤田保健衛生大学）

8．その他

IAP 日本支部病理診断学術奨励賞の
受賞について

開催

清水 道生 先生（埼玉医科大学国際医療センター病理診断科）

態病理学講座）のお二人でしたが、総会につづき、表彰式

智雄（神戸大学医学部附属病院病理部）

平成20年度会費

中谷 行雄

吉野

No.0771 伊藤
No.0772 白濱
No.0773 東美
No.0774 後藤
No.0775 河原
No.0776 石川
No.0777 前田
No.0778 山下
No.0779 木村
No.0780 堀井
No.0781 小西
No.0782 濱島
No.0783 伊達
No.0784 梶本
No.0785 小川
平成20年度退会

会費納入状況（2008.10.31現在

* B-2 肺の腫瘍・炎症の病理
修

学インスティテュート）

サクラファインテックジャパン株式会社、

岡大学病院病理部）と山本 宗平先生（防衛医科大学校病

XXVIIth International Congress of the International
Academy of Pathology IAP国際会議が開催されました。
会長のGeorge Kontogeorgos MD, PhDは、内分泌病理の
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IAP日本支部総会・病理診断学術奨励賞の授賞式 11：45～12：30

本 年10月12日 か ら17日 ま で ギ リ シ ャ の ア テ ネ に て

脱会することとなったとの報告がありました。

C-1 甲状腺腫瘍、新WHO分類を中心として

（呉医療センタ－/中国がんセンタ－臨床研究部）

Welcome reception にてロシアの Prof. Kogon らと共に
左から松原修 IAP 日本支部次期会長、諸星前会長、長村 IAP 副会長

EXECUTIVE COMMITTEE MEETINGでは
1．
New divisionとしてEast African Divisionが加盟しました。
2．J Strongから財政は健全であるが、未納入が続いた
Central America, Mexico, Nepal, Chiliなどのdivisionが

清己

本山 悌一 先生（山形大学医学部人体病理病態学教室）

諸星 利男

（京都大学医学部附属病院
方山

大島 孝一 先生（久留米大学医学部病理学講座）

橋本

3. ベセスダ分類（2001）－用語とその細胞像－
三上

IAPスライドセミナー
*印は新規のものです。
1時限目 13:00～15:00
*A-1 骨髄の病理（MDSなど）

D-1 軟部腫瘍

（自治医科大学さいたま医療センター産婦人科）

2008年病理学教育セミナー開催される

日の土曜日、東京の代々木にある国立オリンピック記念

*B-1 子宮内膜症とその関連腫瘍

先生

（岡山大学医学部・歯学部附属病院病理部）

良

いただいた講師の先生方、
ご協力ありがとうございました。

青少年総合センターのセンター棟で開催の予定です。

者：1. 子宮頸部細胞診 overview
加耒

最後になりましたが、
お忙しいなか種々のご対応、
ご準備
来年度のIAP日本支部教育セミナーは、2009年11月21

先生

（岡山大学医学部・歯学部附属病院病理部）
演

2010年10月10日-10月15日
XXIX International Congressが南アフリカ ケープタ
ウンで開催予定 2012年（期日未定）
6．XXX International Congress（2014）は、タイのバンコ

恒壽

（九州大学医学研究院保健学部門）

5．今後の開催予定は
XXVIII International Congressがブラジル サンパウロ
で開催予定

ナーの企画、
準備に取り組んで行きたいと考えております。

はともに興味深い最新のトピックスを交えた企画であ

教育シンポジウム
長村 IAP 副会長

終了となりますが、
両先生3年間ありがとうございました。

総会出席予定者

44名（576名中） 欠席委任状152名
会員数（2008.10.31現在）576名
平成20年新入会員17名と、退会の件が承認された。
平成20年度新入会員 17名
No.0769 岡本 純佳（高知大学医学部病理学講座）
No.0770 古川
徹（東京女子医科大学国際統合医科

4．Surgical Pathology Update 2008
6月13日（ 金 ）か ら15日（ 日 ）に、 湘 南 国 際 村Shonan
International Villageで開催。
Course DirectorはSteven G. Si1verberg教授と長村義之教授
今 年 の テ ー マ は、「Head and Neck Tumor and
Endometrial Surgical Pathology」
Guest FacultyはLester D.R. Thompson先生（Woodland
Hills Medical Center）
長尾俊孝先生（東京医科大学病院病理部）、
森谷鈴子先生（国立病院機構名古屋医療センター研究
検査科病理）

5．第4回APSMI
6 月 25 － 27 日 に、Malaysia の Penang 島 の ParkRoyal
Hotelで開催。

病理診断学術奨励賞の受賞者、左から山本宗平先生、青木光希子先生

病理診断学術奨励賞は、病理診断領域において優れた
英文論文を発表した若手病理医（40歳以下）に対して送
られる賞であり、平成20年度は山本宗平先生（防衛医科
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に大変なご協力をいただき、感謝申し上げます。会場は松

XXVⅡ International Congress of the IAP
開催される

山市内の主要な駅に近く、空港や観光地からもアクセス

それと同時に、ガラスの標本での資料送付コースも最後

のよい立地で使いやすい施設でした。道後温泉、松山城等

となり、IAPスライドセミナーの様式の変遷が垣間見られ、

が同じ市内にあるため、セミナーの前後に手軽に観光を

ある意味感慨深いものがあります。DVD-Rになりまして

楽しんでいただけたのではないかと思います。

も、希少な症例を紹介するなど、その長所を活かしてセミ

また、午前のシンポジウム、午後のスライドセミナー

Mrs. Jack Strong

3．総数33人のYoung pathologistsがBursaryを授与されました。
4．APIAPがインドKochiで開催予定でBursaryをお願い

また、今回は新規のコースが4コースとなり、事前配布

り、多数の参加者がありました。シンポジウムのモデレー

資料のDVD-RもMac, Windows対応となりました。受講

ター、演者、また、スライドセミナー講師の先生方にはご

者の皆さんの間でも近年デジタルの資料が浸透している

協力いただき深く感謝申し上げます。

ようで、新しい事前配布資料に関しても比較的好評で、ま

9:00～11:45
主 題：子宮頸部の細胞診 New Wave
－Bethesda system と Liquid based cytology－

た、大きなクレームもなくほっとしているところです。

モデレーター：加耒

したいとの要請がありました。
第27回IAPコングレス会場

クで開催が決定した。
立候補地は

パルテノン神殿

柳井

タイ：バンコク

広之

先生

恒壽

先生

（九州大学医学研究院保健学部門）
柳井

広之

2. 子宮細胞診のNew wave
－ベセスダシステム2001準拠子宮頸部細胞

ドイツ：ミュンヘン

診報告様式の実際－

中国：北京

今野

であった。

先生

芳喜

先生
病理診断部）

4. Bethesda system使用の実際－15年の運用経験－
揚誠
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Liquid Based Cytologyと従来法の比較
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今年度の病理診断学術奨励賞は、青木 光希子先生（福
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洋

先生（産業医科大学第一病理学講座）

2時限目 15:15～17:15
* A-2 膵腫瘍性病変の病理
先生（昭和大学医学部第一病理学教室）
先生（千葉大学大学院医学研究院診断病理学講座）
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D-2 皮膚付属器腫瘍

日

時：平成20年11月22日（土）9:00－17:15

（文責：内藤 善哉）

第48回IAP日本支部総会議事録

場
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規史（愛媛大学医学部病因・病態学講座分子病理学分野）

報告事項：
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（岡山大学医学部・歯学部附属病院病理部）
演

2010年10月10日-10月15日
XXIX International Congressが南アフリカ ケープタ
ウンで開催予定 2012年（期日未定）
6．XXX International Congress（2014）は、タイのバンコ

恒壽

（九州大学医学研究院保健学部門）

5．今後の開催予定は
XXVIII International Congressがブラジル サンパウロ
で開催予定

ナーの企画、
準備に取り組んで行きたいと考えております。

はともに興味深い最新のトピックスを交えた企画であ

教育シンポジウム
長村 IAP 副会長

終了となりますが、
両先生3年間ありがとうございました。

総会出席予定者

44名（576名中） 欠席委任状152名
会員数（2008.10.31現在）576名
平成20年新入会員17名と、退会の件が承認された。
平成20年度新入会員 17名
No.0769 岡本 純佳（高知大学医学部病理学講座）
No.0770 古川
徹（東京女子医科大学国際統合医科

4．Surgical Pathology Update 2008
6月13日（ 金 ）か ら15日（ 日 ）に、 湘 南 国 際 村Shonan
International Villageで開催。
Course DirectorはSteven G. Si1verberg教授と長村義之教授
今 年 の テ ー マ は、「Head and Neck Tumor and
Endometrial Surgical Pathology」
Guest FacultyはLester D.R. Thompson先生（Woodland
Hills Medical Center）
長尾俊孝先生（東京医科大学病院病理部）、
森谷鈴子先生（国立病院機構名古屋医療センター研究
検査科病理）

5．第4回APSMI
6 月 25 － 27 日 に、Malaysia の Penang 島 の ParkRoyal
Hotelで開催。

病理診断学術奨励賞の受賞者、左から山本宗平先生、青木光希子先生

病理診断学術奨励賞は、病理診断領域において優れた
英文論文を発表した若手病理医（40歳以下）に対して送
られる賞であり、平成20年度は山本宗平先生（防衛医科
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に大変なご協力をいただき、感謝申し上げます。会場は松

XXVⅡ International Congress of the IAP
開催される

山市内の主要な駅に近く、空港や観光地からもアクセス

それと同時に、ガラスの標本での資料送付コースも最後

のよい立地で使いやすい施設でした。道後温泉、松山城等

となり、IAPスライドセミナーの様式の変遷が垣間見られ、

が同じ市内にあるため、セミナーの前後に手軽に観光を

ある意味感慨深いものがあります。DVD-Rになりまして

楽しんでいただけたのではないかと思います。

も、希少な症例を紹介するなど、その長所を活かしてセミ

また、午前のシンポジウム、午後のスライドセミナー

Mrs. Jack Strong

3．総数33人のYoung pathologistsがBursaryを授与されました。
4．APIAPがインドKochiで開催予定でBursaryをお願い

また、今回は新規のコースが4コースとなり、事前配布

り、多数の参加者がありました。シンポジウムのモデレー

資料のDVD-RもMac, Windows対応となりました。受講

ター、演者、また、スライドセミナー講師の先生方にはご

者の皆さんの間でも近年デジタルの資料が浸透している

協力いただき深く感謝申し上げます。

ようで、新しい事前配布資料に関しても比較的好評で、ま

9:00～11:45
主 題：子宮頸部の細胞診 New Wave
－Bethesda system と Liquid based cytology－

た、大きなクレームもなくほっとしているところです。

モデレーター：加耒

したいとの要請がありました。
第27回IAPコングレス会場

クで開催が決定した。
立候補地は

パルテノン神殿

柳井

タイ：バンコク

広之

先生

恒壽

先生

（九州大学医学研究院保健学部門）
柳井

広之

2. 子宮細胞診のNew wave
－ベセスダシステム2001準拠子宮頸部細胞

ドイツ：ミュンヘン

診報告様式の実際－

中国：北京

今野

であった。

先生

芳喜

先生
病理診断部）

4. Bethesda system使用の実際－15年の運用経験－
揚誠

先生

（八戸市民病院

臨床検査科）

5. 子宮頸部における液状細胞診
Liquid Based Cytologyと従来法の比較
谷山

先生

今年度の病理診断学術奨励賞は、青木 光希子先生（福

先生（山梨大学大学院人体病理学講座）

洋

先生（産業医科大学第一病理学講座）

2時限目 15:15～17:15
* A-2 膵腫瘍性病変の病理
先生（昭和大学医学部第一病理学教室）
先生（千葉大学大学院医学研究院診断病理学講座）

松原

先生（防衛医科大学校病態病理学講座）

C-2 悪性リンパ腫関連疾患
正

教育シンポジウムでの熱心な討議

先生（岡山大学大学院病理・病態学講座）

D-2 皮膚付属器腫瘍

日

時：平成20年11月22日（土）9:00－17:15

（文責：内藤 善哉）

第48回IAP日本支部総会議事録

場

所：松山市総合コミュニティセンタ－
（愛媛県松山市）

大家で何度か来日されたこともあり、大変な親日家です。

世話人：植田

規史（愛媛大学医学部病因・病態学講座分子病理学分野）

報告事項：

が行われました。おめでとうございました。

1．庶務報告

当日は心配された雨も降らず、月曜までの連休のため
か、会場周辺もプロ野球の古田選手の講演会や消防フェ

秋期病理学会に続く22日土曜日に、松山市総合コミュ

スタといった行事でにぎわっていましたが、大きなトラ

ニティセンターにおいて、2008年度病理学教育セミナー

ブルもなく教育セミナーを進行することができました。

が開催されました。開催にあたっては植田規史教授、阿部

午後のスライドセミナーでは、参加者の合計が442人と

康人准教授をはじめとして同教室の皆様、また、愛媛大学

非常に盛況なスライドセミナーになりました。

生協、松山市総合コミュニティセンターの事務局の方々

今年で橋本洋先生と清水道生先生のスライドセミナーが

浩（財団法人

今給黎総合病院）

智代（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）
正道（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）

会長：長村義之教授

6．第2回日本・台湾合同スライドカンファレンス
平 成20年9月6日（ 土 ）
（ 午 前 ）に 福 岡 市 のNTT夢 天 神
ホールで開催。

7．その他（IAPスライドセミナ-新規バーチャルスライド

邦光（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）

化に掛かる経費およびコースの件）

雄一（財団法人

スライドセミナーは4コースが新設され、バーチャル

癌研究会癌研究所）

永子（名古屋第二赤十字病院）

スライド化に伴う費用が高騰する予定

享子（大津赤十字病院病理部）

審議事項：

勇人（関西労災病院病理科）

1．新入会員の件（報告事項の庶務報告のところを参照）
2．理事ならびに役員の改選の件

理絵（癌研究会有明病院病理部）
登（奈良県立医科大学病理病態学）

理事選挙の結果

由子（昭和大学医学部 第一病理学教室）

2008年度任期満了理事2名（清水道生先生、野島孝之
先生）の後任（2009-2011年度理事）についての理事選

和義（兵庫県立がんセンター病理）

挙が行われた結果、黒田

高史（聖路加国際病院 病理診断科）

が選出され、総会で承認された。

丈（富山大学医学部 病態病理学講座）

浅野

伍朗、神代

正道、浜口

欣一、林

河上

牧夫、清久

泰司、宮沢

善夫、倉田

中村

真一、中島

収、笹田

谷田

健郎、

鈴木

鐘美（ご逝去）、宮地

寛子、辻

祥剛、
明彦、

浩一、

賛助会員
株式会社文光堂、エーザイ株式会社、
岩井化学薬品株式会社

576名中）が報告された。

476名（83％）
未納者 100名
2．2008年病理学教育セミナー報告
3．第97回USCAP 2008 Denver
USCAPが3月1日 か ら7日 ま でColorado 州Denverの
Colorado Convention Center と Hyatt Regency Hotel で
納入者

行雄の両先生方

3．IAP 日本支部・病理診断学術奨励賞表彰
以下2名の応募論文が2008年度の病理診断学術奨励賞
に選ばれた。
山本

宗平先生

青木光希子先生
徹（ご逝去）

誠、
中谷

防衛医科大学校病態病理学講座
福岡大学病院病理部

4．2008年度決算および2009年度予算の件（別紙参照）
5．病理学教育セミナー
スライドセミナーのバーチャルスライド化に掛る経費の件

6．SPU2009、湘南国際村（2009年5月29～31日）
7．第11回日韓合同スライドカンファランス（2009年11月
13日、14日名古屋）
世話人：黒田

誠教授（藤田保健衛生大学）

8．その他

IAP 日本支部病理診断学術奨励賞の
受賞について

開催

清水 道生 先生（埼玉医科大学国際医療センター病理診断科）

態病理学講座）のお二人でしたが、総会につづき、表彰式

智雄（神戸大学医学部附属病院病理部）

平成20年度会費

中谷 行雄

吉野

No.0771 伊藤
No.0772 白濱
No.0773 東美
No.0774 後藤
No.0775 河原
No.0776 石川
No.0777 前田
No.0778 山下
No.0779 木村
No.0780 堀井
No.0781 小西
No.0782 濱島
No.0783 伊達
No.0784 梶本
No.0785 小川
平成20年度退会

会費納入状況（2008.10.31現在

* B-2 肺の腫瘍・炎症の病理
修

学インスティテュート）

サクラファインテックジャパン株式会社、

岡大学病院病理部）と山本 宗平先生（防衛医科大学校病

XXVIIth International Congress of the International
Academy of Pathology IAP国際会議が開催されました。
会長のGeorge Kontogeorgos MD, PhDは、内分泌病理の

国際病理会報2009No1_四.indd 2

加藤 良平

IAP日本支部総会・病理診断学術奨励賞の授賞式 11：45～12：30

本 年10月12日 か ら17日 ま で ギ リ シ ャ の ア テ ネ に て

脱会することとなったとの報告がありました。

C-1 甲状腺腫瘍、新WHO分類を中心として

（呉医療センタ－/中国がんセンタ－臨床研究部）

Welcome reception にてロシアの Prof. Kogon らと共に
左から松原修 IAP 日本支部次期会長、諸星前会長、長村 IAP 副会長

EXECUTIVE COMMITTEE MEETINGでは
1．
New divisionとしてEast African Divisionが加盟しました。
2．J Strongから財政は健全であるが、未納入が続いた
Central America, Mexico, Nepal, Chiliなどのdivisionが

清己

本山 悌一 先生（山形大学医学部人体病理病態学教室）

諸星 利男

（京都大学医学部附属病院
方山

大島 孝一 先生（久留米大学医学部病理学講座）

橋本

3. ベセスダ分類（2001）－用語とその細胞像－
三上

IAPスライドセミナー
*印は新規のものです。
1時限目 13:00～15:00
*A-1 骨髄の病理（MDSなど）

D-1 軟部腫瘍

（自治医科大学さいたま医療センター産婦人科）

2008年病理学教育セミナー開催される

日の土曜日、東京の代々木にある国立オリンピック記念

*B-1 子宮内膜症とその関連腫瘍

先生

（岡山大学医学部・歯学部附属病院病理部）

良

いただいた講師の先生方、
ご協力ありがとうございました。

青少年総合センターのセンター棟で開催の予定です。

者：1. 子宮頸部細胞診 overview
加耒

最後になりましたが、
お忙しいなか種々のご対応、
ご準備
来年度のIAP日本支部教育セミナーは、2009年11月21

先生

（岡山大学医学部・歯学部附属病院病理部）
演

2010年10月10日-10月15日
XXIX International Congressが南アフリカ ケープタ
ウンで開催予定 2012年（期日未定）
6．XXX International Congress（2014）は、タイのバンコ

恒壽

（九州大学医学研究院保健学部門）

5．今後の開催予定は
XXVIII International Congressがブラジル サンパウロ
で開催予定

ナーの企画、
準備に取り組んで行きたいと考えております。

はともに興味深い最新のトピックスを交えた企画であ

教育シンポジウム
長村 IAP 副会長

終了となりますが、
両先生3年間ありがとうございました。

総会出席予定者

44名（576名中） 欠席委任状152名
会員数（2008.10.31現在）576名
平成20年新入会員17名と、退会の件が承認された。
平成20年度新入会員 17名
No.0769 岡本 純佳（高知大学医学部病理学講座）
No.0770 古川
徹（東京女子医科大学国際統合医科

4．Surgical Pathology Update 2008
6月13日（ 金 ）か ら15日（ 日 ）に、 湘 南 国 際 村Shonan
International Villageで開催。
Course DirectorはSteven G. Si1verberg教授と長村義之教授
今 年 の テ ー マ は、「Head and Neck Tumor and
Endometrial Surgical Pathology」
Guest FacultyはLester D.R. Thompson先生（Woodland
Hills Medical Center）
長尾俊孝先生（東京医科大学病院病理部）、
森谷鈴子先生（国立病院機構名古屋医療センター研究
検査科病理）

5．第4回APSMI
6 月 25 － 27 日 に、Malaysia の Penang 島 の ParkRoyal
Hotelで開催。

病理診断学術奨励賞の受賞者、左から山本宗平先生、青木光希子先生

病理診断学術奨励賞は、病理診断領域において優れた
英文論文を発表した若手病理医（40歳以下）に対して送
られる賞であり、平成20年度は山本宗平先生（防衛医科
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大学校病態病理学講座）と青木光希子先生（福岡大学病院
病理部）の2名が受賞された。なお、本賞の授賞式はIAP日

外部委員（日本細胞学会から）
未

受付番号 応募者名

定

事務局として、常任幹事

休憩時間を利用して行われた。

Award（賞）委員会（学術奨励賞以外）
山邉

博彦

副委員長

橋本

洋

委

員

牛込新一郎

清水道生先生、野島孝之先生には2006 ～ 2008、一期3

委

員

加藤

洋＊

年に亘り理事としてIAP日本支部の活動にご尽力頂きま

委

員

松原

修

した。心より御礼申し上げます。

＊理事会に出席してもらう役員

黒田誠先生、中谷行雄先生IAP日本支部
新理事よろしくお願いします

第4回理事会議事録
日

時：平成20年11月20日（木）11：50-12：50

場

所：松山市総合コミュニティセンタ－2Ｆ
（第7会議室）

（2009 ～ 2011）に選出されました。どうぞ先生方の国際

出席者：橋本、松原、諸星、長村、内藤、中里、野島、

性をIAP日本支部にも活かして支部活動にご尽力頂きた

佐野、吉野、岩崎、山邊、根本、家守

くお願い申し上げます。

欠席者：牛込、清水、中村、笹野、加藤、白石

平成21年度 IAP 日本支部理事・役員

報告事項：

会

長

橋本

洋

前 会 長

諸星

利男

次期会長

松原

修

本部前会長

牛込新一郎

SPU Course Director 兼
前々会長

長村

義之

常任幹事

根本

則道

教育担当

内藤

善哉

理

事

佐野

壽昭

理

事

笹野

公伸

理

事

黒田

誠

理

事

中谷

行雄

理

事

吉野

正

理

事

白石

泰三

会計監事

岩崎

宏

常任幹事秘書

家守

玉美

種々の委員会役員
諸星

利男

副委員長

長村

義之

委

員

中村

栄男＊

委

員

岩崎

宏

委

員

中里

洋一＊

IAP日本支部・病理診断学術奨励賞選考委員会

2008年度任期満了理事2名（清水道生先生、野島孝
之先生）の後任（2009-2011年度理事）についての理事
選挙では、平成20年度理事指名委員会にて、
・ 黒田
誠（藤田保健衛生大1978年卒）藤田保健
行雄（横浜市立大1978年卒）千葉大学大学院

医学研究院診断病理学教授、
同附属病院病理部部長
・ 三上
属病院
・ 横山

芳喜（弘前大1990年卒）京都大学医学部附

学科診断病理学講座教授

して予定しています。2泊3日の合宿により、スライド鏡
検を中心とした実習と解説を行い、関連分野の最近のト
ピックスの講演も行う予定です。
専門医資格更新の際10単位が得られます。
参加費はIAP会員が45,000円、非会員が55,000円で、宿

バーチャルスライド化に伴う経費が高騰する予定

で、今回も多数の希望者が予想されます。受付けは去年同

6．SPU2009、湘南国際村（2009年5月29～31日）
次回のSPU2009は第10回目の記念となる。
Guest facultyは、Mayo Clinicの神経病理学のBernd
W. Scherthauer教授。子宮と神経腫瘍の外科病理が

様に先着順とさせていただきます。セミナーの講堂の広

は乳腺病理。

さと椅子に限りがあるため50名の定員とさせていただ
きます。希望されても参加者に登録できなかった方には
スライドセットとハンドアウトが余れば、優先的に有償
でお譲りしようと思います。毎回登録をめぐり、スライド
セットとハンドアウトの有償配布で若干のトラブルが生
じ事務局も心苦しいかぎりですが、どうかご理解下さい。
参加希望者は、氏名、年齢、性別、所属、連絡先（住所、電
話、FAX、e-mail）、IAP日本支部会員か非会員、日本病
理学会会員か非会員を明記の上、e-mail
（またはファッ
クス）で申し込んで下さい。なるべくe-mailでお願いした
いと思います。

第5回APSMI：中国（山東省）6月5日～7日
第5回APSMIはProf. Jiang Guが中国で開催。次
期会長はタイのProf. Pongsak Wannakrairotが選出。

連絡はFAX：04-2996-5193、
e-mail：matubara@ndmc.ac.jpです。

IAP日本支部SPU事務局：松原 修（防衛医大病態病理）

国際学会で日本からの寄付要請

IAP Education CommitteeとしてUnderserved countries
に対するbursariesについての案内とお願い。
来年度よりオリンパス株式会社がIAP賛助会員に

あとがき：

入会して頂く予定

報をお届けします。同封中には、本部のBulletin、2008年

9．次回の理事会（平成21年度第1回）2009年2月3日（火）

明けましておめでとうございます。2009年度第1号の会
度決算報告、2009年度予算報告、教育シンポジウムとス
ライドセミナーの要望テーマについてのアンケート用紙

Surgical Pathology Update 2009（IAP）
10 周年記念 SPU 参加者募集

があります。よろしくご協力のほどお願い申し上げます。

173－8610 東京都板橋区大谷口上町30－1

泰三

結果は黒田 誠先生と中谷 行雄先生の当選となった。

心とした外国の著名な病理医との交流をめざすことを目

行雄

役員について（別紙参照）

的に、全国から希望者50名を募り2泊3日の合宿（湘南国

Tel：03─3972─8111 内線2256/Fax：03─3972─8163
E-mail：iapj@med.nihon-u.ac.jp
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際村センター、神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39）に

応募論文について

より、米国から招聘した専門分野の講師および日本側の

Published quarterly
by the Japanese Division
of the International
Academy of Pathology

2009年の年頭にあたって
IAP 日本支部会長 橋本 洋
産業医科大学医学部第一病理学

なお、社団法人日本病理学会の後援を受けており、病理

日のハンドアウトなどを含みます。例年SPUは大変好評

の4名の候補者が指名されました。
投票者 147/576人
（投票総数 147×2=294票うち2

芳喜先生（京都大学）と廣瀬隆則先生（埼玉医大）を講師と

イドセミナーの新規2コース）

7．第11回日韓合同スライドカンファランス（2009年11月
13日、14日名古屋）
世話人:黒田 誠教授（藤田保健衛生大学）
8．その他
第98回USCAP：ボストン3月7日～13日
来年はMassachusetts州Bostonで予定。Long Course
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Scheithauer教授にお願いしています。日本側からは三上

泊費、会場費、食事代、事前の病理ガラススライド配付、当

病理診断部副部長
繁生（長崎大1976年卒）大分大学医学部医

で、Faculty は Si1verberg 教 授、Mayo Clinic の Bernd W.

票無効） 投票率25％

正
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理事選挙の結果

今 年 の テ ー マ は、「 神 経 腫 瘍 と 子 宮 の 外 科 病 理 」

病理学教育セミナー（シンポジウムのテーマとスラ

テーマとなる予定。

日本支部

海大学の長村義之教授が務めます。

日本大学医学部病態病理学系病理学分野

吉野

定

1．新入会員の件
（報告事項の庶務報告のところを参照）
2．理事ならびに役員の改選の件

Clear cell adenocarcinoma associated with clear
cell adenofibromatous components: a subgroup
of ovarian clear cell adenocarcinoma with distinct
clinicopathologic characteristics. Am J Surg Pathol
31:999-1006, 2007 松原 修
Ｓ08-2 青木光希子 福岡大学病院病理部
Imatinib mesylate inhibits cell invasion of malignant
peripheral nerve sheath tumor induced by plateletderived growth factor-BB. Laboratory Investigation
87:767-779, 2007 岩崎 宏、鍋島 一樹
4．2008年度決算および2009年度予算の件（別紙参照）
5．病理学教育セミナー（バーチャルスライドに掛る経費の件）

国際病理アカデミー

Facultyと共に講義実習を行うSPUを2000年から行って
います。SPU2009は10回目になります。
今年の日程は5月29日（金）から31日（日）で、Course
DirectorはMary1and大学のSteven G. Si1verberg教授と東

IAP日本支部では国際的基準（G1obal standard）に基づ
く病理診断医（Surgica1 Patho1ogists）の育成と米国を中

委 員 長

未

審議事項：

・ 中谷

委 員 長

外部委員（日本病理学会から）

1．庶務報告
2．2008年度病理学教育セミナ－
3．第97回USCAP（Denver 3月1日～7日）
4．Surgical Pathology Update 2008
（湘南 6月13日～15日）
5．第4回APSMI（マレ－シア 6月25日～27日）
6．第2回日台スライドカンファレンス（福岡 9月6日）
7．国際病理学会総会（アテネ）
8．その他
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IAP日本支部理事指名委員会
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明けましておめでとうございます。会員の皆様には佳き新年をお迎えになら
れたことと心よりお慶び申し上げます。
現在のIAP日本支部会員数は576名で、国際的にみれば米国カナダ、ドイツ、英
国、フランスに次いで第5位であり、これまでの先輩諸氏の長年のご努力によりそ
の活動も年々盛んになっております。国内では昨年6月に湘南国際村でSurgical
Pathology Update 2008および松山市で11月22日（日本病理学会秋期特別総会の翌
日）に教育シンポジウムとスライドセミナーが開催され、多数の参加者を迎えて
例年の通りに大変好評でした。
また9月には福岡市で第2回日本・台湾合同スライ
ドカンファレンスが開催され、特別講演として長年に亘ってIAPのNews Bulletin
であるInternational Pathologyの編集を担当されているDr. Robin A. Cookeをお迎
えしました。今回は2年前の台北での初回に引き続いた合同カンファレンスでし
たが、お互いに少しずつ自由な会話を楽しめる交流が始まったという印象を受け
ました。外国では、3月にDenverでUSCAP
（United States and Canadian Academy
of Pathology）
、6月 にMalaysiaのPenang島 でAPSMI（Asia-Pacific Society for
Molecular Immunohistology）および10月にはAthensで第27回IAP国際会議が開催
され、いずれも日本から多数の参加者があり、活発な学術交流のみならず、観光や
懇親会でも暖かいおもてなしを受け、
非常に楽しい会でした。
本年の湘南国際村でのSurgical Pathology Update 2009は5月29,30,31日に開
催されますが、Course Directorsのお一人（もう一人は長村義之前々会長）で
あるDr. Steven G. Silverbergによる「子宮の外科病理」と米国のDr. Bernd W.
Scheithauerによる「神経腫瘍の外科病理」がテーマとなっています（詳細は別に
記載される予定です）。奮ってご参加下さい。11月13日には第11回日韓合同スラ
イドカンファレンスを名古屋で藤田保健衛生大学の黒田誠先生がお世話される
ことになっています。また、3月7日～13日にBostonで第98回USCAP、8月20日
～23日にインドのKochiで第6回Asia-Pacific IAP Congressが開催されます。これ
らの国際学会にこれからのわが国の診断病理学を担っていく多くの病理医が積
極的に参加されることを願っております。
本年も諸星利男前会長、松原修次期会長、牛込新一郎本部前会長、長村義之
前々会長
（IAPアジア地区担当副会長）
、根本則道常任幹事、内藤善哉教育委員長、
岩崎宏会計監事および各理事の先生方と協力して、一層充実した生涯教育ならび
に国際的な学術活動を目指すと共に、IAP日本支部活動の益々の発展に努める所
存ですので、
会員の皆様には何とぞ宜しくご支援のほどをお願い申し上げます。
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大学校病態病理学講座）と青木光希子先生（福岡大学病院
病理部）の2名が受賞された。なお、本賞の授賞式はIAP日
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未
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新理事よろしくお願いします

第4回理事会議事録
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くお願い申し上げます。
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IAP日本支部・病理診断学術奨励賞選考委員会

2008年度任期満了理事2名（清水道生先生、野島孝
之先生）の後任（2009-2011年度理事）についての理事
選挙では、平成20年度理事指名委員会にて、
・ 黒田
誠（藤田保健衛生大1978年卒）藤田保健
行雄（横浜市立大1978年卒）千葉大学大学院

医学研究院診断病理学教授、
同附属病院病理部部長
・ 三上
属病院
・ 横山

芳喜（弘前大1990年卒）京都大学医学部附

学科診断病理学講座教授

して予定しています。2泊3日の合宿により、スライド鏡
検を中心とした実習と解説を行い、関連分野の最近のト
ピックスの講演も行う予定です。
専門医資格更新の際10単位が得られます。
参加費はIAP会員が45,000円、非会員が55,000円で、宿

バーチャルスライド化に伴う経費が高騰する予定

で、今回も多数の希望者が予想されます。受付けは去年同

6．SPU2009、湘南国際村（2009年5月29～31日）
次回のSPU2009は第10回目の記念となる。
Guest facultyは、Mayo Clinicの神経病理学のBernd
W. Scherthauer教授。子宮と神経腫瘍の外科病理が

様に先着順とさせていただきます。セミナーの講堂の広

は乳腺病理。

さと椅子に限りがあるため50名の定員とさせていただ
きます。希望されても参加者に登録できなかった方には
スライドセットとハンドアウトが余れば、優先的に有償
でお譲りしようと思います。毎回登録をめぐり、スライド
セットとハンドアウトの有償配布で若干のトラブルが生
じ事務局も心苦しいかぎりですが、どうかご理解下さい。
参加希望者は、氏名、年齢、性別、所属、連絡先（住所、電
話、FAX、e-mail）、IAP日本支部会員か非会員、日本病
理学会会員か非会員を明記の上、e-mail
（またはファッ
クス）で申し込んで下さい。なるべくe-mailでお願いした
いと思います。

第5回APSMI：中国（山東省）6月5日～7日
第5回APSMIはProf. Jiang Guが中国で開催。次
期会長はタイのProf. Pongsak Wannakrairotが選出。
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国際学会で日本からの寄付要請

IAP Education CommitteeとしてUnderserved countries
に対するbursariesについての案内とお願い。
来年度よりオリンパス株式会社がIAP賛助会員に

あとがき：

入会して頂く予定

報をお届けします。同封中には、本部のBulletin、2008年
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明けましておめでとうございます。2009年度第1号の会
度決算報告、2009年度予算報告、教育シンポジウムとス
ライドセミナーの要望テーマについてのアンケート用紙
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13日、14日名古屋）
世話人:黒田 誠教授（藤田保健衛生大学）
8．その他
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来年はMassachusetts州Bostonで予定。Long Course
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理事選挙の結果

今 年 の テ ー マ は、「 神 経 腫 瘍 と 子 宮 の 外 科 病 理 」

病理学教育セミナー（シンポジウムのテーマとスラ

テーマとなる予定。

日本支部

海大学の長村義之教授が務めます。

日本大学医学部病態病理学系病理学分野
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Clear cell adenocarcinoma associated with clear
cell adenofibromatous components: a subgroup
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31:999-1006, 2007 松原 修
Ｓ08-2 青木光希子 福岡大学病院病理部
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国際病理アカデミー

Facultyと共に講義実習を行うSPUを2000年から行って
います。SPU2009は10回目になります。
今年の日程は5月29日（金）から31日（日）で、Course
DirectorはMary1and大学のSteven G. Si1verberg教授と東
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明けましておめでとうございます。会員の皆様には佳き新年をお迎えになら
れたことと心よりお慶び申し上げます。
現在のIAP日本支部会員数は576名で、国際的にみれば米国カナダ、ドイツ、英
国、フランスに次いで第5位であり、これまでの先輩諸氏の長年のご努力によりそ
の活動も年々盛んになっております。国内では昨年6月に湘南国際村でSurgical
Pathology Update 2008および松山市で11月22日（日本病理学会秋期特別総会の翌
日）に教育シンポジウムとスライドセミナーが開催され、多数の参加者を迎えて
例年の通りに大変好評でした。
また9月には福岡市で第2回日本・台湾合同スライ
ドカンファレンスが開催され、特別講演として長年に亘ってIAPのNews Bulletin
であるInternational Pathologyの編集を担当されているDr. Robin A. Cookeをお迎
えしました。今回は2年前の台北での初回に引き続いた合同カンファレンスでし
たが、お互いに少しずつ自由な会話を楽しめる交流が始まったという印象を受け
ました。外国では、3月にDenverでUSCAP
（United States and Canadian Academy
of Pathology）
、6月 にMalaysiaのPenang島 でAPSMI（Asia-Pacific Society for
Molecular Immunohistology）および10月にはAthensで第27回IAP国際会議が開催
され、いずれも日本から多数の参加者があり、活発な学術交流のみならず、観光や
懇親会でも暖かいおもてなしを受け、
非常に楽しい会でした。
本年の湘南国際村でのSurgical Pathology Update 2009は5月29,30,31日に開
催されますが、Course Directorsのお一人（もう一人は長村義之前々会長）で
あるDr. Steven G. Silverbergによる「子宮の外科病理」と米国のDr. Bernd W.
Scheithauerによる「神経腫瘍の外科病理」がテーマとなっています（詳細は別に
記載される予定です）。奮ってご参加下さい。11月13日には第11回日韓合同スラ
イドカンファレンスを名古屋で藤田保健衛生大学の黒田誠先生がお世話される
ことになっています。また、3月7日～13日にBostonで第98回USCAP、8月20日
～23日にインドのKochiで第6回Asia-Pacific IAP Congressが開催されます。これ
らの国際学会にこれからのわが国の診断病理学を担っていく多くの病理医が積
極的に参加されることを願っております。
本年も諸星利男前会長、松原修次期会長、牛込新一郎本部前会長、長村義之
前々会長
（IAPアジア地区担当副会長）
、根本則道常任幹事、内藤善哉教育委員長、
岩崎宏会計監事および各理事の先生方と協力して、一層充実した生涯教育ならび
に国際的な学術活動を目指すと共に、IAP日本支部活動の益々の発展に努める所
存ですので、
会員の皆様には何とぞ宜しくご支援のほどをお願い申し上げます。
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