The Japanese Division of
the lnternational Academy of Pathology

2018 Number 4

国際病理アカデミー日本支部
Published quarterly
by the Japanese Division
of the International
Academy of Pathology

IAP次期理事長President-electに選出されて
日本鋼管病院病理診断科部長
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慶応義塾大学医学部客員教授

（International Council）において、IAP 日本支
部の強力なるご支援により次期理事長
（President-elect）に選出されました。President
の任期は 2020 年から 2022 年の 2 年間。IAP と
いう大きな国際組織の次期理事長を拝命しその
責任の重さをひしひしと感じています。
私は、医学部を卒業して直ちに米国へ渡り病
理診断の Career を始めました。コロラド大学
メディカルセンター（UCMC）そしてミシガン
州デトロイト市のヘンリーフォード病院（HFH）
長村義之先生

で研鑽し American Board of Pathology（ABP）
の資格を取得しました。IAP に入会したのは、

HFH に勤務していた時です。最初に USCAP に出席したのは、1975 年、ニューオー
リンズでした。以来毎年 USCAP に参加するようになり 40 年以上になります。IAP
国際学会には、1992 年の Madrid IAP から毎回参加して講演しています。
IAP では、Vice President（Asia）を 12 年間勤め教育活動に情熱を傾けて来ま
した。その間に APIAP の Convener として、および APSMI の創始者の一人として、
全体を見据えながらアジアでの活動にエネルギーを注いできたつもりです。また
IAP において、国内はもとより多くの国際的な友人を得ることが出来たことは私に
とっても宝であり、その友情を通して病理診断のテーマで研鑽し発表をする多くの
機会を得ることができました。米国の友人と一緒に USCAP での Short course を 4
年続けたのも良い思い出です。IAP 国際会議でも Short course など教育講演に参
画してきました。現在私は、国際細胞学（International Academy of Cytology
（IAC）
）
の 理 事 長（2016-2019） を 務 め て い ま す。 昨 年 よ り USCAP に IAC Companion
Symposium が開催されるようになりました。IAP と IAC の協調もこれからの病理
診断の発展のために大いに期待されるところと思っています。
これからの病理診断は、益々国際化が進みます。まずゲノム病理学の積極的な導
入が必須となり、その教育、普及も必要ですし、テレパソロジー（Telepathology）
により、病理画像を共有しながら国境を越えて教育セミナー、コンサルテーション
などを行うことも日常茶飯事になるでしょう。勿論、基礎的な病理診断学の遠隔地
への情報提供も必要です。IAP における多様性・多面性を有する病理学の情報の共
有は重要なテーマと考えています。各支部の状況を充分に踏まえた上で「新しい
IAP」への進路を進めて行きたいと思っています。
このように私のキャリアを育ててくれた IAP に私の人生の終盤で恩返しをする
ことが出来る大きな喜びを感じています。将来の IAP 国際会議の日本への誘致も
実現するよう努力したいと思っています。
IAP 日本支部の会員の皆様の心強いご支援を心よりお願い申し上げます。
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長村先生が IAP 本部の President-elect
に就任
東京事務局

松原

XXII International Academy of
Pathology Conference（IAP）
（ヨルダン）

修

ヨルダンでの APIAP Council Meeting
のご報告

我らが敬愛する長村義之先生（外人向けには Robert, 通称
Bob） が、Jordan で の IAP Council Meeting に お い て、
President-elect に就任された。無投票での選出で、誠におめ

次期会長

吉野

正

でたいことである。牛込新一郎先生に続いて二人目の快挙で

ヨルダン IAP Congress において 10 月 16 日に APIAP の

ある。次回 Glasgow での Congress の終わりから Sydney の

Council 会 議 が 持 た れ ま し た。 出 席 者 は 20 名 あ ま り で、

Congress までが長村先生の President の任期となる。彼の

JDIAP からは長村先生、松原先生、小田先生、私が出席し、

JDIAP での活躍は誰もが知るところで、理事、常任幹事、次

IAP 本 部 か ら President の Georgios Kontogeorgos 先 生、

期会長、会長と務められ、JDIAP の現在の発展につながる国

Secretary の Ray FT McMahon 先 生、 秘 書 の Charles

際 性 の 基 礎 作 り に 大 変 な 功 績 が あ っ た。IAP 本 部 の Vice

Ramey さんと Alison Booth さんも同席されました。長村先

President を長く務められ、アジアと日本の交流に尽力され

生の IAP 本部 President-elect 就任のご挨拶、Convenor につ

た。一時 IAP 本部の Secretary へとの声もあり運動も行った

いて香港の Gary Tse 先生が Singapore の Tan Puay Hoon 先

が、 古 手 の British Columbia 大 学 の Devid Hardwick が

生に交替することが決まりました。最も注目されたのは 2019

Secretary に返り咲くと言い出した。すでに引退していて、

年 中 国 で の APIAP の 進 捗 状 況 で す。 中 国 IAP 事 務 局 長

どうしたことかと不思議に思っていたら、香港の H.K. Ng 先

（secretary）の Jing Zhang 先生から報告がありました。開催

生を IAP 本部の教育委員会で重用し、後継の Secretary には

が合肥市（南京市近傍）に決定したこと、日程は 2019 年 10

英国 Liverpool の Ray McMahon を指名した。Ray が後継に

月 11 -14 日とのことでした。このままだと日韓 IAP と重なっ

決まってすぐに、結構長いこと病気のために業務から離れた。

てしまいます。そのことを小田先生が会議後申し上げると、

その間をずっと Hardwick と彼の秘書の Charles Ramey が代

Zhang 先生は日程変更しようかと仰いました。最終決定では

行した。復帰した後は、
Hardwick を Emeritus Secretary とし、

ないのかもしれません。北京から深圳、そして最終決定まで

Charles は奥様を亡くされ元気がないので、当分 IAP 本部の

いろいろとご事情がありそうで、松原先生が質問したところ、

仕事を手伝ってもらうようだ。そういう状況の中で、2018 年

学会長も未決定とのことでした。中国支部のまとめに苦労が

San Antonio での USCAP の時の IAP Executive Committee

絶えない様子を感じました。まだ何らかの変更があるかもし

Meeting の会議終了後に、非公式に Nominating Committee

れませんので、現時点でのご報告です。最後に MacMahon

のメンバーを中心に雑談が行われた。次はアジアからでどう

先生から、IAP 本部は世界的に地域での活動を重視していく

かと、長村先生と Ng の名前が挙がった。この会議に Ng が

方針で、APIAP は模範となるほど上手く行っているとの賛辞、

居なかったこともあり、僕は長村先生を強く主張した。その

福岡 Congress bid が上手くいかなくって残念との話がありま

後、IAP 本部から JDIAP に誰か推薦するかと連絡があり、

した。そこで松原先生から、今回の bid に皆様の協力に感謝

加藤会長と松原の名前で長村先生を推薦した。Nominating

します、また Glasgow で再度 bid するので support をお願い

Committee member から長村先生への打診の mail でお願い

しますとの挨拶がありました。アジア、オーストラリアから

したところ、東京事務局が中心となって長村先生を支持して

代表者が出席していましたが、何故か韓国と台湾からの出席

くれるように Council member へ mail でお願いしたところ、

がありませんでした。

多くの支持が得られ、本部にも応援の mail を送って頂いた。
Spain また Indonesia での Japan Night での宣伝活動、途中、
ＨＫとのやり取りがありましたが、何とか長村先生、松原が
頑張りました。長村先生の今までの IAP への貢献を考えると
遅すぎた感じがします。今後とも IAP、JDIAP のために益々
の活躍を期待するものです。

Council Meetingの出席者（日本からは松原、小田、吉野の3名が参加）
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member へ個人名で Proxy の依頼の mail を送って頂いた。

Fukuoka Congress 2024 への誘致活動の
報告と 2026 誘致活動の課題について
Congress 誘致実行委員長、東京事務局
福岡 Congress President 候補、常任幹事

日 本 を 支 持 す る と の 返 事、 支 部 で 協 議 の う え で 決 め る、
Council meeting での Presentation を聞いて決める、既に他
修

の候補地を支持すると言った返事を頂いたか、まったく返事

小田義直

のないものが多かった。それでも 5 － 6 人から日本支持の返

松原

事を頂き、本部にも知らせたとのことであった。

（1）事前の誘致活動
Colongne での敗北：2016 年、まずは手を挙げておいて、
この次に本腰で臨もうとの意図に対して、当時の日本政府観

（2）Presentation について：

光局（JNTO）理事長の松山さんから、今頑張らなければ次

準備段階：質疑応答を含めて 15 分とのことであった。東

はないとの下知が飛び、暑い暑い夏で準備、準備不足の感じ

京の JNTO 会議室で、全員集合したり、東京と福岡の間での

があったが、Council Meeting で敗北。投票は 1 位何処、2 位

電 子 会 議、 合 計 5 回 ほ ど 行 い、 準 備 を 進 め た。 ① 小 田 の

何処、3 位、4 位との記名投票に戸惑った。大敗であったと

Congress の基本方針、骨格の説明、②福岡の観光案内のビデ

思われる。この経験を十分に分析しなくて、今回に臨んだよ

オ、③日本の紹介、といった構成を考えたが、最終的には①

うに思う。

は同じで、②は JNTO の安藤さんによる日本の紹介、③福岡

Bid paper の準備：前回、株式会社コングレさんの猛烈な

コンベンションビューローの合野さんによる福岡の紹介と決

協力があって、短期間で作成したものがあったので、比較的

めた。PP、アニメーションの校正、修正が何度も行われた。

楽に今回の作成は進んだ。ただ、福岡サイドと東京サイドで

Jordan で の 当 日 も 始 ま る 前 に リ ハ ー サ ル を 行 っ た。

協調すべき点の違いがあり、時間とエネルギーの消耗があっ

Presentation の時に全員で法被を着る demonstration をする

た。大きな違いは、福岡サイドの地域性の強調に対して、東

かどうか、最後まで迷った。勝てる余裕があると判断した時

京側は国際的に受けるかどうかの観点の違いであったと思う。

は中止、これは勝てそうにないと思った時は法被で一か八か

Bid paper の郵送：コングレさんの方から住所の分かる各

で勝負に出ようと決めた。

国 division へ郵送して頂いた。

他国の presentation はほとんどが観光案内に終始しており、

Bid paper の mail による配信：本体は URL で読めるように、

どういう学会を意図しているのかについては説明がなかった。

簡易なものは東京事務局から各国支部、Council member に

Bid paper も観光案内パンフレット程度であった。メキシコ

email で配信した。これを都合 3 回は配信した。

の カ ン ク ン に 至 っ て は presentation の 時 間 に 遅 刻 す る し、

Ray McMahon 先 生 の 招 聘（2017 年 11 月 ）
：IAP 本 部 の

bid paper はなく、presentation は観光のビデオを流すだけ

Secretary である彼を招聘した。福岡での日本臨床細胞学会

のものであった。

での特別講演をしていただき、福岡の会場の視察、また東京

我々の Presentation は完璧な出来栄えで、余裕で勝ったと

で 2 回の公演をお願いした。Congress bid に立候補しそうな

感じ、法被踊りは中止した。

国々の情報を頂いた。
Dietmar Schmidt 先生ご夫妻の招聘（2018 年 6 月）
：IAP
本部の President-elect である Schmidt 先生を招聘した。札幌
での日本臨床細胞学会での特別講演をしていただき、その後、
福岡の会場の視察、また東京での会談を行った。Congress
bid について有効なアドバイスをして頂いた。
Japan night in Spain（2018 年 9 月）
：European Pathology
Society の Congress に合わせて Congress bid の宣伝のため
に開催した。これにはコングレさんの協力、長村先生、都築
先生が切り盛りを行った。

Presentationの様子：左から合野さん、小田先生、安藤さん

Japan night in Indonesia（2018 年 9 月）
：Asia Pacific IAP
Congress がインドネシアの Surabaya で開催されるのに合わ

（3）Council Meeting での投票

せて、bid の宣伝のために開催した。これもコングレさんの

電 子 投 票 の 方 式：Ray McMahon が presentation の 後、

協力、長村先生、加藤先生、松原が切り盛りを行った。

Council member の事前に登録した mail address へ投票依頼

Proxy の 依 頼 の mail に よ る 配 信： 各 国 の 支 部、Council

の mail が届く、それで投票するようにと指示があった。小田

member に向けての Proxy の依頼を mail にて東京事務局か

に初め mail が来て、次に加藤先生へ。長村先生と松原には届

ら 3 回 ほ ど 行 っ た。 ま た、 執 行 部、 理 事 か ら Council

かない。それがまた、PW を入れなければいけないのだが、
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分からない。事務を仕切っている Allison と Charles に問い

（4）投票後の活動

合わせる。日本側はこの仕組みを十分に知らされていなかっ

APIAP の Council Meeting が開催され、そこで福岡 bid へ

たし、会場でも説明がなかった。ヨーロッパで行われている

の協力に感謝し、Glasgow で再び bid するので協力してほし

新方式だそうだ。また、我々は 1 か国だけ投票したが、4 位

い宣言を行った。

まで順番をつけて投票するのだった。もう一つは、proxy 投
票の扱いで誤解があった。本部に届けていれば、自動的に投

（5）今後の展望

票に加算されるものと考えていたが、その場で改めて投票し

今回の誘致活動は相当に頑張ったと思う。これ以上何をし

なければいけないものだった。これも投票がほとんど終わっ

たらよいのかを考えるのだが、Fukuoka Congress 2026 の誘

た頃に問い合わせて、五月雨式に proxy のパスワードを知ら

致に向けて、次のような課題を考えたい。

されるという、我々が考えると滅茶苦茶の投票形式であった。

1．Proxy の獲得数、詳細の証拠書類を持参する事

C.C. で送られた proxy の mail を会場に持っていかなければ

2．投 票方法をしっかり把握する、事前に問い合わせ、よく

いけなかった。Ray McMahon に投票形式について、詳細な

理解して臨む事（IAP 本部事務局を信用しないこと）

説明を事前に聞いておかなかったことが悔やまれる。

3．今 回支持して頂いたアフリカ、北米、ドイツ、英国、ア

集計結果の確認：具体的な投票数の開示はなく、棒グラフ

ジアの中の親日的な支部との友好を継続する事（具体的

で、ノートパソコンの画面で、僅差でカンクンに決まったと

な方策を考えること）

示されたのみであった。日本側が Ray に説明を求めたが、1

4．アジアの他の支部が bid するかどうか、情報を集め、対日

位以外に投票した票を加えてカンクンが勝利との説明であっ

的な動きに注意する事（今回、アジア票を固めていない

た。日本の勝利を信じていて、この結果に茫然自失、何か抗

のではないか？）

議する力も正直なところ失せていた。メキシコ勢は proxy を

5．Cancun に決まったので、中南米の division の支持を得る

中南米、スペインを含めてスペイン語圏（第 2 位にカンクン

努力をする事（手がかりがないので、何とか探さないと）

をと）、と広げていて、既に勝利を確信して Jordan へ臨んで

6．オ ーストラリアは開催が決まっているので、支持を取り

いたのであろう。

付けること（今回、支持してくれていないと思われる）
7．Bid paper に 日 本 政 府、 観 光 局、 福 岡 市 の 最 大 限 の
welcome が伝わったかどうか
8．日ごろから各国 division に定期的に JDIAP から情報や支
持をお願いとの発信（事務局からも、理事役員が個人的
にも）
9．各 地 域、 大 陸 な ど で ど の division が、 誰 が dominant
leader なのか、情報分析
10．USCAP、ESP、APIAP、APSMI な ど の 機 会 を 捉 え て
Fukuoka Congress の宣伝（具体策を考えないといけな

Executive Council Meetingのメンバー

い）
11．2020 年に小田先生が福岡で病理学会を主催する際に、世
界から dominant leader を学会へ招聘し、福岡の理解を
深める
12．長 村先生が IAP 本部の President-elect に就任を最大限
に利用する
以上、Fukuoka Congress 2024 への誘致活動の報告と 2026
誘致活動の課題についてまとめた。

第 7 回日台合同スライドカンファレンス
日時：2018 年 10 月 28 日（日）
Taipei Veterans General Hospital, Taiwan

ノートパソコンのみで示された集計グラフ（Ray McMahon先生による）
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第 7 回日台合同スライドカンファレンスに
参加して
京都大学医学部附属病院病理診断科

羽賀

プログラム
Opening：
Osamu Matsubara

博典

Teh-Ying Chou

2017 年 10 月 27 日（土）から 28 日（日）にかけて台北栄

周

松原

修（Hiratsuka Kyosai Hospital）

德盈（Taipei Veterans General

Hospital）

民総医院（Taipei Veterans General Hospital）にて開催され
たスライドカンファレンスおよび歓迎行事（エクスカーショ
ン）に参加致しました。日台合同スライドカンファレンスも，
台湾も初めて（！）ということに加え，次回の日本側の主催
を担当するかも知れない，という微妙な緊張感で出発しまし
た。初日は九份観光や十分のランタン上げなど盛り沢山のエ
クスカーション，さらに参加費を考慮するとあまりに豪勢な
食事に圧倒されました。開催に当たって寄附があったようで
すが，同じような規模で，日本で行うのはなかなか難しいか
なと感じました。
本題のスライドカンファレンスは約 3 時間で 10 題を扱う

Opening remark（松原先生）

密度の濃いプレゼンテーションで，双方のレベルの高さに感
心しました。個人的には日本の若手病理医の先生方の発表が
予想以上に素晴らしかったことが嬉しく感じられました。ポ
スター発表の時間は台湾・日本の先生方とお話しているうち
にほとんど討論に加わることなく過ごしてしまいましたが，
予想もしていなかった当科の研究に関連した話も聞くことが
できるなど有意義でした。両日とも気候に恵まれ，大変楽し
く過ごすことができました。今後の日台交流に少しでも貢献
できればと思う次第です。

Opening remarｋ（周先生）

Oral Presentation（10 症例）
Oral presentation
Case 1（J-1）
Discussant：Dr. Yu-Ching Peng

彭昱璟（Koo Foundation

Sun Yat-Sen Cancer Center）

会場の様子

Submitter：Dr. Daisuke Kiyozawa

清澤大裕（Kyushu

University）
Moderator：Prof. Yoshinao Oda

小田義直（Kyushu

University）
Abstract：The patient was 47-years-old man, and left renal
tumor was accidentally pointed out by CT scanning.
Histologically, the resected renal tumor revealed biphasic
proliferation composed of larger and smaller epithelioid cells.
The larger cells resembled typical clear cell RCC, and

台湾でのLunch Party：左からDr. Shih-ming Jung（前々会長）、
加藤先生ご夫妻、中谷先生、President Lai

smaller cells surrounded hyaline basement materials.
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Immunohistochemically, tumor cells were positive for

Morphological and immunohistochemical findings of this

epithelial markers, CD10, melanocytic markers（HMB45,

case seemed to resemble renal medullary carcinoma.

melan A）and TFEB. TFEB gene split signal was detected

However, since the patient had no evidence of

by fluorescence in situ hybridization. In those findings, the

hemoglobinopathy, pathological diagnosis was renal cell

final diagnosis is translocation（6；11）renal cell carcinoma.

carcinoma, unclassified with medullary phenotype（written

（written by Dr. Kiyozawa）

by Dr. Ohe）.

Case 3（J-2）
Discussant：Dr. Jau-Yu Liau

Case 2（T-1）
Discussant：大江知里

Chisato Ohe, MD（Kansai Medical

University Hospital）

University）
Submitter：林彥佑

Submitter：Dr. Yasuto Fujimoto
Yen-Yu Lin, MD（Taipei Veterans

藤本康人（Kawasaki

Medical School）

General Hospital）
Moderator：潘競成

廖肇裕（National Taiwan

Moderator：Prof. Masanori Hisaoka
Chin-Chen Pan, MD（Taipei Veterans

久岡正典（Univ. of

Occupational & Environmental Health）

General Hospital）

Abstract：The patient is 69 years old woman. She was

Abstract：54-year female. Renal mass invading through the

aware of this tumor from 8 years ago, but it had not been

Gerota’s fascia was detected. Histologically, tumor located in

left treated because there was no subjective symptoms. The

the renal medulla showed mainly interstitial growth pattern

size of the tumor had been rapidly increased during the last

with preserved glomeruli and renal tubules. The neoplastic

one year, and becoming into hen’s egg size. So, she visited

cells formed nests or poorly formed glands in desmoplastic

the local hospital. She has a history of dyslipidemia and

stroma with mucin. Sieve-like or reticular architectures

hypertension. Family history and medication history are not

were also found. Immunohistochemically, loss of SMARCB1/

applicable. The tumor was 2.0 by 1.2 cm in size. Tumor was

INI1 and expression of OCT3/4 were revealed.

mostly well-circumscribed. However, some of the tumor
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border were infiltrative. The tumor showed hypercellularity.

tumor is composed of a proliferation of spindle to oval or

And, it’s composed of atypical spindle cell. There were some

epithelioid cells having almost uniform nuclei and

tumor cells which have eosinophilic cytoplasm suggestive of

eosinophilic to amphophilic, elongated cytoplasm arranged

striated muscle. Mitotic figures are occasionally seen.

in a loose fascicles or cords or in a haphazard growth

Focally, feature of small round tumor were seen. In

fashion embedded in an alternating myxoid and

immunohistochemistry, the tumor cells were positive for

fibrosclerotic stroma. Rearrangements of the EWSR1 gene

Desmin, MyoD1, myoglobin, myogeninis and α -SMA. Some

and the NR4A3 gene are identified by FISH. Thus, the

cells have striated muscle. It’s suggested that these cell

diagnosis is extraskeletal myxoid chondrosarcoma.（written

differentiate into striated muscle. CD56 is also diffusely

by Dr. Matsuyama）

positive. In feature of small round cell tumor, it was similar
pattern. So, the final diagnose is spindle cell
rhabdomyosarcoma.（written by Dr. Fujimoto）

Case 5（J-3）
Submitter：柳井広之

Hiroyuki Yanai, MD（Okayama

University Hospital）
Discussant：黃馨儀
University Hospital）

Case 4（T-2）
Submitter：吳保樹

Hsin-Yi Huang, MD（National Taiwan

Pao-Shu Wu, MD（Mackay Memorial

Moderator：吉野

Hospital）

正

Tadashi Yoshino, MD（Okayama

University）

Discussant：松山篤二

Atsuji Matsuyama, MD（University

Abstract：A 9-year-old girl referred to our hospital because

of Occupational & Environmental Health）

of frontal lobe tumor of the cerebrum. The tumor was 8.5

Moderator：黃玄贏

cm in maximal dimension. Histologically, the tumor showed

Hsuan-Ying Huang, MD（Kaohsiung

Chang Gung Memorial Hospital）

clear cell ependymoma component with branching capillary

Abstract：The patient is a 60 year old female. The tumor is

and spindle cell component. Tumor cells of the former

2 cm in size and located in the subcutis of the left heel. The

component were positive for GFAP and EMA. Both
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components showed RELA split signal in FISH analysis and

was completely effaced. The plasma cells were negative for

diagnosis of ependymosarcoma, RELA-fusion positive was

light chain restriction and the majority of them were

established.（written by Dr. Yanai）

positive for IgG4. No monoclonal proliferation was identified
by IgH PCR. High serum IgG4 level was confirmed.
Pathological diagnosis was IgG4-reated lymphadenopathy
（written by Dr. Fujimoto）.

Figure 1

Clear cell ependymoma component

Case 7（J-4）
Submitter：川上
Figure 2

史

University Hospital）

Spindle cell component

Discussant：劉鈺甄
Moderator：南口

Ying-Ren Chen, MD（National Cheng

Discussant：藤本正数

早智子

Sachiko Minamiguchi, MD

（Kyoto University Hospital）

Kung University Hospital）

Abstract：I presented desmoplastic/nodular

Masakazu Fujimoto, MD

medulloblastoma-like lesion arising in mature teratoma in a

（Wakayama Medical University）
Moderator：張孔昭

Yu-Jen Liu, MD（Linkou Chang Gung

Memorial Hospital）

Case 6（T-3）
Submitter：陳盈妊

Fumi Kawakami, MD（Kumamoto

28-year-old female. Histologically, the tumor was composed

Kung-Chao Chang, MD（National

Cheng Kung University Hospital）

of mature tri-dermal tissue and primitive undifferentiated

Abstract：A 37 year-old man with a history of diabetes

small cell proliferation with characteristic nodular pattern,

mellitus presented to the outpatient Otolaryngology

which was found adjacent to mature central nervous tissue.

Department with progressive enlarged bilateral neck

Synaptophysin was positive for the cells in the pale nodular

masses for more than 1 month. He also complained of left

area suggesting neuronal differentiation and Ki-67 positive

eye ptosis, proptosis, and blurred vision, but no B symptoms

cells were mainly distributed in the dark extranodular

were noted. A CT showed multiple enlarged lymph nodes

areas. Medulloblastoma-like lesion in the ovary, an

in the bilateral facial, neck, and supraclavicular regions. Left

extremely rare disease, might have distinctive biological

neck lymph node biopsy revealed diffuse proliferation of

c ha r a ct e ris tic s e .g. de ve lo ping in yo ung patients,

plasma cells with scattered EBER positive large

desmoplastic/nodular histological subtype predominance,

lymphocytes and fibrotic foci. Normal nodal architecture

and both mature and immature teratoma could be its
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background.（written by Dr. Kawakami）

Case 9（J-5）
Submitter：山口浩

Hiroshi Yamaguchi, MD（Tokyo

Case 8（T-4）

Medical University）

Submitter：Chih-Han Hsu, MD（National Taiwan University

Discussant：江奕

Hospital, Taipei, Taiwan）

General Hospital）

Discussant：Yuichiro Sato, MD（University Miyazaki

Moderator：加藤良平

Hospital, University of Miyazaki, Miyazaki, Japan）

Abstract：70-year male. Pancreatic-head mass with jaundice

Moderator：Prof. Chao-Cheng Huang

was detected. Preoperative diagnosis was pancreatic cancer

黃昭誠（Kaohsiung

I Chiang, MD（Taichung Veterans
Ryohei Katoh, MD（Ito Hospital）

Chang Gung Memorial Hospital）

or mass-forming pancreatitis. Histologically, neuroendocrine

Absract：24-year-old, women. Left ovary tumor. This

tumor（NET, positive for chromogranin A, synaptophysin,

patient had history of（1）right ovary tumor; post-

CD56 and serotonin）was revealed, which showed short

oophorectomy at 10 year-old,（2）thyroid nodule; rt

trabecular pattern, abundant fibrous stroma and an

thyroidectomy,（3）liver nodule. Sonography showed a

involvement of the main pancreatic duct. In addition,

huge left ovary（20cm）and she received left salpingo-

pancreatitis with dense lymphoplasmacytic infiltration,

oophorectomy. This tumor was composed of cord or nest

storiform fibrosis, obliterative phlebitis and numerous IgG4-

structure element（Sertoli cell tumor）and eosinophilic cell

positive cells was seen around the NET. Pathological

element（Leydig cell tumor）. This tumor was found DICER

diagnoses were serotonin-producing NET and IgG4-ralated

1 mutation and immunohistochemically these tumor cells

pancreatitis.（written by Dr. Yamaguchi）

were positive for DICDER1. The Diagnosis is Sertoli-Leydig
cell tumor, moderately differentiated, with DICER 1
mutation.（written by Dr. Sato）

9

nodule was performed. Histologically necrotic nodule with
peripheral granuloma was seen. Low magnification view
showed parasite in the necrotic nodule.

Elastic stein

revealed that the parasite was located in the pulmonary
artery. Ether mycobacterium or fungus was not detected.
Pathological diagnosis was pulmonary dirofilariasis.（written
by Dr. Nakajima）

Poster Presentation（11 症例）
Group A（P-1 ～ 4）
Moderator：Yuichi Ishikawa（石川雄一）（Japan Foundation
for Cancer Research）

Case 10（T-5）
Submitter：楊維嘉

P-1 Sarcomatoid pleural mesothelioma with endothelial

Wei-Jia Yang, MD（Chung Shan

Medical University Hospital）

marker expression. Yasuhiro Nakashima（中島康裕）
,

Discussant：中島直樹

Japanese Foundation for Cancer Research

Naoki Nakajiam, MD（Kyoto

P-2 Application of The Milan System of Reporting Salivary

university Hospital）
Moderator：黃秀芬

Gland Cytopathology：a retrospective study in a tertiary

Shiu-Feng Huang, MD PhD（National

Health Research Institutes）

institute in Taiwan. Yun-An Chen（陳韻安）,Taichung

Abstract：70-year old woman. A lung nodule was found

Veterans General Hospital

incidentally. Thoracoscopic wedge resection of the lung

P-3 A case of adult neuroblastoma arising in the superior
mediastinum. Yuki Teramoto（寺本祐記）,Kyoto University
Hospital
P-4 Castleman Disease with Concomitant Extramedullary
plasmacytoma in the Jejunum. Yu-Cheng Lee（李宥徵）
,
Taipei Veterans General Hospital

Group B（P-5 ～ 7）
：
Moderator：Shih-Ming Jung（容世明）（Linkou Chang Gung
Memorial Hospital）
P-5 Meningioma with remarkable meningothelial rosettes
formation. Kenichi Mizutani（水谷謙一）,Kanazawa Medical
University
P-6 Neuropathological approach for diagnosis of dementia.

10

Hirotake Nishimura（西村広健）
, Kawasaki Medical School

台湾珍道中

P-7 Neuropathological approach for diagnosis of muscle

川崎医科大学病理学

diseases. Fumiaki Sanuki（佐貫史明）
, Kawasaki Medical

このたび、News Bulletin に文章を書くようにとの依頼を受
けましたので、こうして筆を執らせていただいております。

Group C（P-8 ～ 11）

そもそも、台湾から帰ってきたその日に僕の上司である森谷

Moderator：Kiyomi Taniyama 谷山清己（Kure Medical &

先生から「文章書いてください！」と言われ、脊髄反射で「は

Chugoku Ca Ctr）

い！」と答えて今に至るわけですが、すでにこの文章を書き

P-8 A case of high-grade pancreatic intraepithelial neoplasia

始めた時点で 11 月も半分以上終わっております。さらに、
元々

（PanIN）concomitant lymphoplasmacytic and sclerosing

まじめな文章を書くのはあまり得意ではないので、読みづら

pancreatitis. Takuma Tajiri（田尻琢磨）
, Tokai University

い箇所等あるでしょうが、よろしければしばし駄文にお付き

Hachioji Hospital

合いください。

P-9 Chondrolipoangioma at the planter side of the heel

今回僕は日台合同スライドカンファレンスで口頭発表させ

Kazuyoshi Uchihashi（内橋和芳）
, National Hospital

ていただきましたが、事の始まりは今年の夏にまで遡ります。

Organization Saga Hospital

ある日、病理所見室に現れた森谷先生が「10 月に台湾で学会

P-10 Cystic metastasis of acquired cystic disease-associated

がありますけど、どなたかポスター発表しませんか？」とおっ

renal cell carcinoma. Takae Inayoshi（稲吉貴絵）
, Kawasaki

しゃられました。僕はその時点で病理医になってから約 4 か

Medical School

月しか経過しておりませんでしたが、短い期間ながら興味深

P-11 Systemic sclerosis related colonic perforation：a case

い症例を経験していたため森谷先生に「こういう症例ならあ

report. Taishi Takahara（高原大志）
, Aichi Medical

ります。」と進言したわけです。すると、森谷先生は「良い

University

ですね。珍しいので口頭発表にしませんか？」と言ってくだ
さいました。僕は自分の英語力に自信が無いため、あまり気

Closing
Chiung-Ru Lai

康人

川崎医科大学病院病理部後期研修 1 年目の藤本と申します。

School

Ryohei Katoh

藤本

が進みませんでしたが、森谷先生の後押しもあり経験として

加藤良平（Ito Hospital）

口頭発表をすることにしました。しかし、抄録を提出した後

賴瓊如（Taipei Veterans General Hospital）

に森谷先生から「頑張ってください！私は行けませんので！」
ととんでもない梯子の外され方をされ、代わりに着いてきて
くださることになった先生も「俺英語とか苦手だから自分で
何とかしなさい。」と放り投げられ、孤軍奮闘する事となり
ました。
僕は研修医時代に学会での口頭発表やポスター発表の経験
はありましたが、海外の学会で英語の発表するのは初めての
経験でした。また、2018 年初頭に初期臨床研修の一環でアメ
リカのバーモント州に行くまで海外にも行ったことはなく、
英語力も中学英語とパッションのみでした。つまり、日常会

Closing remark（加藤先生）

話は根性で何とか出来ても学会で受け答えできるだけの英語
力は持ち合わせてなかったということです。高校時代も英語
は全て赤点でした。それなのに病理に入局して半年しかたっ
ていない人間の初めての学会発表が日本の領海を超えるって、
よく考えなくても凄いことなんじゃないですか？そんなこん
なで僕の中で期待と不安がせめぎあい、途中ストレスで喀血
しそうになりながらも遂に台湾に出発する事になりました。
さて、ここまで読むと「こいつ愚痴ってばっかりじゃな
い？」と思われるかもしれませんが、いざ学会に出発してみ
ると非常に有意義な時間だったと思います。もっとも、僕の
発表は成功かといわれるととってもグレーでしたけど。英語

Closing remark（頼先生）
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の質疑応答は、やはり難しいですね。座長の久岡先生には大

2017 年 IAP 日本支部病理診断講習会
の報告

変ご心配とご迷惑をおかけしたと思います。でも、発表後に
怖いもの見たさか絡んでくれた先生方、ありがとうございま

日時：2017（平成 29）年 11 月 4 日（土）

した。励みになりました。

会場：日本教育会館

川崎医科大学から僕の他に 3 名の先生がポスター発表しま

会長：内藤

した。加えて道中で他大学の色々な先生 ( 高名な教授の先生

東京都千代田区一ツ橋 2 - 6 - 2

善哉（日本医科大学統御機構病理学分野）

もたくさんおられました ) を巻き込んで、半ば暴走に近い形

病 理 診 断 講 習 会

で川崎医大組は海外カンファレンスを謳歌した訳です。色々

（午前）

な先生方に頭を抱えさせたり、笑われたり、スマホの容量を

テーマ：内分泌腫瘍の病理（新 WHO 2017 年分類に基づいた）

圧迫したり、ランタン作ったりとやりたい放題やったと思い

モデレーター：長村

ます。ご迷惑をかけた皆様にこの場を借りてお詫び申し上げ

義之

（国際医療福祉大学病理診断センター）

ます。申し訳ありませんでした。でも楽しかったです。

加藤

今回の合同カンファレンスでは学術的な知見だけでなく、

良平

（山梨大学医学部人体病理学）

自分の価値観や人脈など様々なことを広げることができたと
思います。このような貴重な経験をさせてくださった関係者

1．Overview	WHO 2017 の改訂の要点

の皆様に深くお礼申し上げます。また、この学会で僕と絡ん

長村義之

で「こいつ面白そうだな」と思ってくださった方は、今後僕

2．内分泌腫瘍 1 甲
 状腺腫瘍（NIFTP の提唱を含めて）

を見かけたら気軽にお声がけくださいましたら幸いです。あ

加藤良平（追加発言：覚道健一）

りがとうございました。

3．内分泌腫瘍 2

膵神経内分泌腫瘍 PanNEN
長村義之（追加発言：石川雄一）

病理診断講習会「内分泌腫瘍の病理
（WHO 2017 年分類に基づいた）」のご報告
長村義之

加藤良平

今回は、内分泌腫瘍の病理についての解説を行った。WHO
の内分泌腫瘍の 4 版が 7 月に出版され時期的にタイムリーな
内容となった。まず、長村が WHO 2017 の主な改定点の要点
を簡単に述べた。第 3 版から 12 年以上経過していることも
あり、第 4 版では、内分泌腫瘍の診断名、予後、治療、遺伝
子（ゲノム）変化、家族性腫瘍など多くの新知見が含まれた。
続いて、加藤が、「内分泌腫瘍 1」として甲状腺腫瘍について
のキーポイントを解説した。甲状腺腫瘍では、濾胞上皮から
の発生経路に基づく腫瘍診断の整理、遺伝子変化など分かり
やすく解説された。覚道健一教授（追加発言）からは、その

同僚の西村先生、佐貫先生と九份にて。

中から Non-Invasive Follicular Neoplasm with Papillary-like
Nuclear Features（NIFTP）についての要点が述べられた。
長村からは、「内分泌腫瘍 2」として膵神経内分泌腫瘍につき
詳細が解説された。特に高分化型の NET G3 と低分化型の
NEC G3 を区別することになった経緯、予後・治療における
病理診断の要点などが明らかにされた。石川雄一部長（追加
発言）からは、肺の神経内分泌腫瘍と膵神経内分泌腫瘍の共
通点と診断名の互換性などにつきご発言をいただいた。
なお、今回の講習会で特筆すべきは、英語での講義を一部
取り入れ（長村 1，3）
、また講師が使用するスライドはすべ
て英語表記にしていただいた。本講習会には、若手病理医も

発表中。真面目そうな表情をしていますが、何も考えておりません。
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岡山などのイベントでのお手伝いを通じて、今後も支部とし

含めて多くの参加者があり、大変好評であったと聞いている。

て特にアジア諸国の病理医との交流をより活発かつ円滑に進
められるよう尽力する所存です。どうぞよろしくお願い申し

理事選挙の報告
理事指名委員会委員長

上げます。

中谷行雄

第 3 回理事会・第 58 回総会

2018 年任期満了理事 2 名の後任について、例年通り理事指
名委員会において地区、専門領域、IAP 活動への貢献などを
慎重に審議した結果、4 名の理事指名候補者が選ばれました。

第 3 回理事会

その後、会員による電子投票が 10 月 1 日から 10 月 12 日を

日

時：2018 年 11 月 22 日（木）12：20 ～ 13：10

投票期間として行われました。その結果、羽賀博典先生、久

場

所：呉市文化ホール

岡正典先生の 2 名が選出されました。両先生の任期は 2019

出席者：石川、岩崎、岩下、小田、長村、加藤、中村、都築、

− 2021 年です。どうぞ、IAP 日本支部活動のために、ご尽

中谷、長尾、羽賀、松原、三上、森谷、吉野、橋本、

力をよろしくお願い致します。

安井（教育セミナー副会長）、

なお、今回の投票率は 23％でした。電子投票システムの導

3 階展示室 2

事務局：魚返、大谷、鈴木

入により大変簡便に投票ができますので、今後も会員の皆様

欠席者：清川、久岡、内藤、廣瀬、谷山（教育セミナー会長）

のご協力をよろしくお願い致します。

第 58 回総会

新理事のご挨拶と抱負

日

時：2018 年 11 月 24 日（土）12：00 ～ 12：30

場

所：広島国際会議場

出席予定者：108 名

国際会議ホール「ヒマワリ」

欠席委任状：125 名

京都大学医学部附属病院病理診断科

報告事項

羽賀博典
前回の任期中は初めてということも

1．庶務報告…第 58 回総会、会員関係：新入会員および会費

あり教育セミナー，スライドカンファ

納入状況について

レンスのお手伝いをさせていただく程

2．2018 年学会報告

度でしたが，次期においては合同会議

・第 1 0 7 回 U S C A P A n n u a l M e e t i n g （ 3 / 1 7 - 2 3 ,

実行委員会を中心に若手病理医の教育や国際交流に貢献して

Vancouver, CA）

いければと思います。病理医は一時期（いまでも？）病院の

・愛知医科大学病理診断講習会（4/21 -22, 愛知医科大学）

中で目立たない存在でしたが，ここ数年で，急速に患者の治

・第 2 回「ふぁんだめんたる」病理診断講習会（5/19 -20,

療決定に直結する業務，ならびに研究が強く求められるよう

東京慈恵会医科大学）

になってきたと感じます。若手の教育だけでなく，自分自身

・第 107 回 JSP 総会コンパニオンミーティング（6/21, ロ

が学ぶ場としても積極的に参加したいと思います。引き続き

イトン札幌）

ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い致します。

・第 32 回 IAP Int’l Congress（10/14 -18, Amman,
Jordan）
・第 7 回日台合同スライドカンファレンス（10/27 -28,

産業医科大学医学部第 1 病理学

Taipei, Taiwan）

久岡正典
こ の 度 理 事 と し て 第 2 期 目（2019

・第 58 回 IAP 病理学教育セミナー（11/24, 広島国際会議

-2021）を務めさせていただくことにな

場, 広島）

りました。先の理事選ではご指名なら

3．2018 年会報 News Bulletin

びにご支援をいただきありがとうござ

4．2018 年配信 NEWSLETTER

いました。今後の実務として、前期に引き続き広報と教育の

5．その他：President-elect…長村義之先生の就任

委員を担当させていただきます。前者につきましては、読み
ごたえのある News Bulletin の誌面作りを心がけ、後者では、

審議事項

スライドセミナーの運営を中心に会員の皆様への教育活動に

1．次年度の理事・役員の改選の承認

携わっていくつもりです。なお、2021 年に控える APIAP in

2．会計に関すること…決算報告・予算案審議ともに承認
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3．2018 年病理診断学術奨励賞について…受賞者が承認、総

第 3 回「ふぁんだめんたる」病理診断講習会

会で表彰式

Day 1：外科病理診断講習会

4．今後の開催予定国際会議・学術集会…各種協議された

Day 2：病理解剖診断講習会

日時：2019 年 5 月 25 日（土）、26 日（日）

・第 108 回 USCAP Annual Meeting（2019 年 3/16 -21,

場所：東京慈恵会医科大学（東京）

Maryland, USA）
・第 108 回 JSP 総会コンパニオンミーティング（2019 年

第 11 回 Asia Pacific IAP（APIAP）
Congress

5/9（仮）
, 東京国際フォーラム）
・第 3 回「ふぁんだめんたる」病理診断講習会（2019 年
5 or 6 月, 東京慈恵会医科大学）

日時：2019 年 10 月 11 日（金）～ 14 日（月）

・第 11 回 APIAP（2019 年 10/11 -14, Hefei, China）

場所：Hefei（合肥市）,China

・第 16 回 日 韓 合 同 ス ラ イ ド カ ン フ ァ レ ン ス（2019 年
11/29 -30, Busan, Korea）

IAP 日韓合同スライドカンファランス

・APSMI（ベトナム、日程不詳）

日時：2019 年 11 月 29 日（金）～ 30 日（土）

5．2021 年 APIAP Int’l Congress 岡山開催に向けて…計画審

場所：Busan（釜山）,Korea

議、支援要請等
6．日台交流事業について…計画審議が行われた

第 33 回 IAP Congress

7．その他
・シニア（終身）会員申請者…承認された

日時：2020 年 8 月 29 日（土）～ 9 月 3 日（木）

・2020 年日台合同スライドカンファレンス…京都での開

場所：Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow,

催が決定

Scotland, United Kingdom

・IPS の IAP 教育セミナー Invitation について…あり方

参照 URL：www.iapcentral.org/meetings

を見直し
・日 台交流事業の今後：来年以降の体制、招聘者につい

第 12 回 Asia Pacific IAP（APIAP）
Congress

て…対外的な交渉を
・理事会出席者について…審議された

日時：2021 年 11 月 4 日（木）～ 7 日（日）（予定）

・理 事役員、委員の旅費規程について…審議、承認され

場所：岡山コンベンションセンター（岡山市）

た

会長：吉野

正（岡山大学大学院病理学）

第 34 回 IAP Congress

Upcoming Meeting

日時：2022 年 10 月 9 日（日）～ 14 日（金）
場所：Sydney, Australia

第108回United States and Canadian Academy
of Pathology（USCAP）Annual Meeting

2019 年 IAP 日本支部病理学教育セミナー

日時：2019 年 3 月 16 日（土）～ 21 日（木）
場所：National Harbor（Gaylord）
, Maryland, USA

日時：2019 年 11 月 9 日（土）

＊

場所：日本教育会館（東京）

Japan Night 2019（日本からの参加者、在米日本人病理医

などが集まる懇親会）3 月 19 日（火）

第 12 回アジア太平洋 IAP（APIAP）
を岡山で開催

第 108 回日本病理学会総会コンパニオン
ミーティング

岡山大学，IAP 日本支部次期会長

日時：2019 年 5 月 9 日（木）

吉野

正

IAP 日本支部 New Bulletin number 3 でお知らせしました

場所：東京フォーラム（東京）

ように，2021 年に第 12 回 APIAP を岡山で開催することに

テーマ：婦人科病理ふぁんだめんたる Fundamental Lecture

なりました（大会長 吉野正，副会長 清川貴子）。この会が

of Gynecologic Pathology

日本で開催されるのは初めてのことです。開催の詳細な期日
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や内容については現在検討中であり，後日あらためてお知ら

2016 - 2018 年の執行部役員、関係者の
皆様ありがとうございました

せ致しますが，皆さまのご協力とご支援を心よりお願い申し
上げます。

加藤会長、吉野次期会長、小田常任幹事、
ご苦労様でした
加藤会長におかれましては、2016 - 2018 年 3 年間の会長の
重責を果たされまして本当に有難うございました。教育委員
長、常任幹事、次期会長から 12 年間における JDIAP 活動の
中心で、屋台骨を支えていただきました。会員数を増やすこ
とに勢力を尽くされ、今や 1,000 人に達する勢いであります。
他 に も News Bulletin 発 行、Homepage、 会 員 の My page、
電子投票の設立に当たって辣腕を奮っていただきました。会
計処理の面では香川公認会計事務所を紹介して頂き、今や
JDIAP は税務面を含めてどこへ出してもしっかりと会計処理
をしていると胸を張れます。
吉野次期会長は永年にわたって学術奨励賞の選考に関わら
れ、現在の立派なトロフィーを創設されました。受賞者のお
名前が彫られており、大層立派なもので、若い先生方は僕も

事務局よりお知らせ

私も受賞したいと応募者が増えると思われます。2021 年の
APIAP の会長を務められる予定であり、準備が大変でしょ

▷ 2019 年（平成 31 年）会費請求書を 12 月中旬に郵送しま

うが、JDIAP のかじ取りを含めて大いに活躍を期待します。

した。

小田常任幹事は、理事から始まって教育委員長、常任幹事

▷名誉会員・シニア会員の方は会費免除のため請求はありま

と JDIAP の大変忙しい業務を順調に進むように大活躍をさ

せん。

れました。まだまだ終わりでなく、次期会長、会長、今後

▷専門医資格を取得されたジュニア会員は、2019 年より一般

bid に成功したら 2026 年の IAP Int’l Congress の会長として

会員へ移行して頂きます。お手元に届く会費請求書をお確

我々のご指導をお願いします。

かめのうえご納入ください。

続きをお願いします。マイページの ID, PW が不明な方、

長尾教育委員長、山口先生、谷川先生、平井先生、
田中さん、東京医大の皆様ご苦労様でした

Email アドレスが未登録の方は東京事務局までご連絡くだ

教育委員会は、秋の教育セミナーの会場選択、前準備、当

・登録内容が変更になった方は、マイページにて登録変更手

日の運営、後始末と大変忙しい仕事をこなしてくださいまし

さい。

た。硝子標本の配布から、DVD の配布へ、また最近のバーチャ
東京事務局

ルスライドへの移行の大事業を長尾先生が成功させてくださ

TEL：050-5274-8683

いました。何かと受講生からの苦情が多く、大変な仕事です。

Email：tokyo.office@iapjapan.org

講義室の忘れものの世話までです。本当にありがとうござい
ました。長尾先生には学術奨励賞選考委員長として今しばら
くお世話になります。

福岡事務局
TEL：092-642-6061

FAX：092-642-5968

Email：fukuoka.office@iapjapan.org

福岡事務局、小田先生と魚返さん、
ご苦労様でした
小田先生が恐らく東京近辺以外からの初めての常任幹事を
務められました。それで、福岡事務局と東京事務局が協力し
て運営に当たりました。福岡事務局の切り盛りに魚返さんの
活 躍 が 目 覚 ま し い も の で し た。 日 常 業 務 に 加 え て 福 岡
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Congress の誘致のために、bid book の作成、IAP 本部役員

下記の条件を満たし、希望する会員は、変更可能です

Secretary の Ray McMahon 先生、
President-elect の Dietmar

■シニア（終身）会員

Schmidt 先生の招聘での接待でも大活躍していただきました。

申請できる方：65 歳以上の現会員希望者

有難うございました。

終身会費

50,000 円，以降は会費納入を免除

スライドセミナー受講料は一般会員に準じる
特典として JDIAP 病理診断講習会（旧教育シンポジウム）

石川先生、廣瀬先生、ご苦労様でした

は無料で受講

石川先生には理事、常任幹事、学術奨励賞選考委員長、ま

■ジュニア（若手）会員

た秋の病理学会を主催された時には教育セミナーの会長も兼

申請できる方：病理専門医資格

ねて頂き、大活躍をしていただきました。廣瀬先生にも理事、
各種委員、またスライドセミナー、教育セミナーなどの講師

未保持者

* 会費、受講料の改定は 2016 年 1 月 1 日から適用します

を何度も務めて頂きました。お二人の JDIAP に対する貢献

* 申請方法：HP の Membership ページ（日本語）にて様式を

を感謝します。

ダウンロードし、東京事務局へ E メールにて申請してくださ
い

IAP 日本支部会員になろう！
JDIAP 賛助会員

IAP 日本支部会員になるメリットは

本年度より賛助会員として下記の 8 社に入会いただきまし

IAP 日本支部会員になると…

た。年会費は 50,000 円で、IAP 日本支部の発行物などを紹介

1．病理診断講習会（旧：教育シンポジウム）の会員割引

させていただいております。ご協力に大変感謝致します。会

会員 5,000 円／非会員 8,000 円

員の皆様、当学会の活動に賛同いただける、その他の企業・

2．スライドセミナーの会員割引

団体様をご紹介いただけると幸いです。

1 コースあたり会員 10,000 円／非会員 15,000 円
→病理診断講習会＋スライドセミナー 2 コースを受講す
る場合
会員

㈱東京セントラルパソロジーラボラトリー

入会金・年会費 7,000 円 + 受講料 25,000 円

= 計 32,000 円
非会員

受講料＝ 38,000 円

6,000 円（2 年目以降は 7,000 円）安く受講できます

株式会社

日本臨牀社

株式会社

フィリップス ジャパン

株式会社

臨床病態医学研究所

サクラファインテックジャパン株式会社

3．USCAP Journal を会員価格で定期購読

フィンガルリンク株式会社

- Modern Pathology, Laboratory Investigation-

富士製薬工業株式会社

1 冊の年間購読料 約 $99 ～、年により変動あり

ライカマイクロシステムズ株式会社

4．IAP 日 本 支 部・IAP 本 部 の 会 報（News Bulletin），
NEWSLETTER
5．スライドセミナー 3 年経過したものを HP 上でハンドアウ
ト公開（予定）
6．国際学会の情報取得
IAP/USCAP/APIAP/APSMI/ 日 韓 合 同 ス ラ イ ド カ ン
ファランス / 日台合同スライドカンファランスなど

受講料

入会金
年会費
病理診断講習会

スライドセミナー

一般会員 シニア会員 ジュニア会員
1,000 円 （終身会費） 1,000 円
6,000 円 50,000 円
4,000 円

非会員
―
―

5,000 円

無料

3,000 円

8,000 円

10,000 円

10,000 円

5,000 円

15,000 円

広報委員会

* 一般・シニア（終身）
・ジュニア（若手）会員を設けました
現会員は一般会員として登録しています。

委 員 長

森谷卓也

副委員長

清川貴子

委

久岡正典

員

三上芳喜
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