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今年から伝統ある本支部会長を拝命すること

となりました。どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。加藤前会長まで歴代の会長そして理事な

どの諸先生方のご努力により本支部の会員は

1000 名に手が届くところまで参りました。その

ような「成長」し続ける会の発展を背負うほど

の器量はございませんが、ひとの和を大事にす

るという、その一点でこの会長職を進めていき

たいと存じます。本会の位置づけ等については、

加藤前会長の就任時（2016 年）に余すことなく

書かれており、重複を避けて以下書かせていた

だきます。

＜ IAP 日本支部の責務と特徴＞

日本支部は USCAP 等のそれとは異なり、ほとんどの会員が日本病理学会に属し

ています。日本病理学会でも診断や教育に力を注いでいますが、IAP 日本支部は長

い間、ずっと診断病理・外科病理に圧倒的力点を注いできました。その象徴として

秋の病理学会に連続して行われる IAP 日本支部主催の教育セミナーがあり、高い

人気を誇っています。また、最近始まった「ふぁんだめんたる病理診断講習会」は

特に初学者を対象としており、集約する言葉は、「教育」であると存じます。これ

は以前開催されていた「湘南セミナー」などとも相通ずるところであり、それが継

承されてきたものであるとわたくしは思います。

次に IAP 日本支部の特色は、国際性にあります。IAP の総本山は USCAP で、

日本支部はアジア地区において非常に活発に活動しており、日韓、日台といった定

期的な交流事業を毎年行っています。病理学会の時にアジア諸国からの特に若手病

理医のポスター発表の機会がありますが各国との交渉のほとんどは IAP 日本支部

が行っています。このことは、正直言って本支部のキャビネットに入るまでよくは

存じ上げなかったところです。さらに、かつては牛込先生が世界 IAP の会長を務

められました。また、長村先生が世界 IAP の次期会長に選出されたことは、まこ

とに喜ばしいことです。さらに、松原先生は IAP で年にひとりだけ選出されるゴー

ルドメダルを獲得されました。これらのことは個々の先生の資質に負うところが多

いかと思いますが、併せて日本支部の評価に基づくところもあるのではないかと思

います。2021 年アジア太平洋病理学会を岡山にて開催することとなりました。副

会長就任にあたって
国際病理アカデミー（IAP）日本支部・会長　吉野　正

吉野　正先生
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会長は清川先生です。この会を日本で開催するのは（それま

での貢献度からは信じられないのですが）今回が初めてで、

香港をはじめとする 4 か国のコンペに勝って開催するからに

は、きちんとしたものとなるよう、最大限努力をいたします。

皆様のご支援を重ねてお願い申し上げます。

＜本支部の新しい体制＞

IAP 日本支部の会員数の着実な増加は各種委員会の所掌す

る活動範囲を拡げています。前述のごとく、教育関係の委員

は非常に多忙であり、長い間同じ職責をすることはできなく

なっています。長尾委員長、山口先生を中心として成功裡に

「教育」部門の活動をしていただいてきたところで、まこと

にお疲れ様でした。会長交代に合わせて委員会構成をかなり

替えました。すなわち、これまでは理事が委員長を務めると

ともに他の委員会の委員として活動してきました。そのため、

各理事の負担は大きく、いわば「閉じた世界」となっていた

感がありました。事実、IAP の教育関係の恩恵に浴している

ひとのうちでこの支部がどのように運営されているか、どの

ような活動を行っているかを知っているひとは非常に少ない。

この点を是正し、より多くの方に運営に携わっていただき、

もってこの支部の将来を託する人材を育成したいと考えたと

ころです。その結果、今まで本支部との関係が薄かった方々、

非理事の方々を 10 名ほど各種委員会委員になっていただき

ました。日韓日台というのも重要な活動なのですが、できれ

ば日本支部の役員関係者以外の方々にも参加しやすいものと

なればと感じております。それを所掌する委員会が羽賀先生

のもとに活動されますが、新たな委員構成となりました。し

かし、正直輪を広げていくための具体的手法は今後の検討課

題です。今まで（特に最近）本支部を支えてこられた中谷先生、

石川先生、加藤先生、次期会長の小田先生、非常に多くの事

務量を適切に処理していただく名古屋事務局の都築常任幹事、

鈴木さん、東京事務局の松原先生、大谷さんなどとも密に意

見交換したいと思います。また、事務的部分について魚返さ

んのご経験が生かされることも重要です。IAP 日本支部の実

状についてお示しする機会はほとんどないと感じましたので、

拙文を弄しました。

2018 年 11 月 22 日（木）呉市文化ホール

ポスター会場Ⅰ　Poster Presentation（3F ホール前 I 3F In 

front of Hall）

18：00 -19：00

IAP

座長： 加藤　良平（伊藤病院病理診断科）／ Ryohei Katoh

（Diagnostic Pathology, Ito Hospital）

P-69 Expression profile of LGR5 and its prognostic 

significance in colorectal cancer progression.

Dr. Bo Gun Jang（Department of Pathology, Jeju National 

University, Jeju, Korea）

P-70 Medulloblastoma in an adult patient: A case report.

Dr. Eka Susanto（Department of Anatomical Pathology, 

University Indonesia Faculty of Medicine; Dr. Cipto 

Mangunkusumo Hospital, Jakarta, Indonesia）

P-71 Pulmonary Sclerosing Pneumocytoma mimicking 

carcinoma due to unsual presentations on Frozen Section: a 

case report.

Dr. Rieu Pham（Department of Pathology, Ho Chi Minh 

City Oncology Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam）（抄録

のみ、当日発表なし）

P-72 Heart transplant for multiple recurrences of familial 

cardiac myxomas: a case report and literature review.

Dr. Thiyaphat Laohawetwanit（Department of Pathology, 

Chulalongkorn University Faculty of Medicine, Bangkok, 

Thailand）

P-73 Metastatic Breast Lobular Carcinoma with Signet Ring 

Cell Morphology: Peculiar Presentation.

Dr. Wan Faiziah Wan Abdul Rahman（Department of 

Pathology, School of Medical Sciences. University Sains 

Malaysia, Kelantan. Malaysia）

P-74 The abnormal Cdc42 signaling pathway leads to liver 

injury and Biliary Atresia.

Dr. Yongjie Zhou（Laboratory of Pathology, West China 

Hospital, Sichuan University, Chengdu, China）（抄録のみ、

当日発表なし）

第 64 回日本病理学会秋期特別総会に 
おける International Poster Session

Dr. Jang（韓国）の発表
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大石　直輝

山梨大学大学院総合研究部医学域人体病理学講座

論文： Molecular alterations of coexisting thyroid papillary 

carcinoma and anaplastic carcinoma：identification of 

TERT mutation as an independent risk factor for 

transformation.

雑誌名：Mod Pathol 2017；30：1527-1537

木原　淳

自治医科大学医学部病理学講座統合病理学部門

論文： Clinicopathologic association and prognostic value of 

microcystic, elongated, and fragmented（MELF）

pattern in endometrial endometrioid carcinoma.

雑誌名：Am J Surg Pathol 2017；41：896-905

津山　直子

がん研究会がん研究所病理部

論文： BCL2 express ion in DLBCL：reappraisa l  o f 

immunohistochemistry with new criteria for 

therapeutic biomarker evaluation.

雑誌名：Blood 2017；130：489-500

IAP日本支部　2019年理事・役員名簿

会長 吉野　正

 岡山大学大学院医歯学総合研究科病理学

 （腫瘍病理 / 第二病理）

前会長 加藤　良平

 伊藤病院病理診断科

次期会長 小田　義直

 九州大学大学院医学研究院形態機能病理学

常任幹事 都築　豊徳

 愛知医科大学病院病理診断科

広報担当 森谷　卓也

 川崎医科大学病理学

教育担当 清川　貴子

 東京慈恵会医科大学病理学講座

理事 都築　豊徳（常任幹事）

理事 三上　芳喜

 熊本大学医学部附属病院病理診断科

理事 清川　貴子（教育委員長）

理事 中村　直哉

 東海大学医学部基盤診療学系病理診断学

理事 羽賀　博典

  京都大学医学部附属病院病理診断科病理部

理事 久岡　正典

 産業医科大学第１病理学

Dr. Laohawetwanit（タイ）の発表

Dr. Wan Faiziah（マレーシア）の発表。座長の加藤先生と。

2018 年病理診断学術奨励賞

授賞式（左から加藤会長、津山先生、大石先生、木原先生、石川委員長）

2019 年 IAP 日本支部 
理事・役員一覧
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会計監事 岩下　明德

 福岡大学筑紫病院病理部

広報委員会
委員長 森谷　卓也

副委員長 久岡　正典

委員 三上　芳喜

委員 渡辺　みか

 東北大学病院病理部

教育委員会
委員長 清川　貴子

副委員長 中村　直哉

委員 三上　芳喜

委員 久岡　正典

委員 原田　憲一

 金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学

委員 近藤　哲夫

 山梨大学医学部人体病理学

委員 九嶋　亮治

  滋賀医科大学医学部臨床検査医学講座・病

理診断科

委員（ふぁんだめんたる担当）

 松原　修

学術奨励賞選考委員会
委員長 長尾　俊孝

 東京医科大学人体病理学

副委員長 三上　芳喜

委員 相島　慎一

 佐賀大学医学部病因病態科学診断病理学

委員 佐藤　康晴

 岡山大学大学院保健学研究科

委員 牛久　哲男

  東京大学大学院医学系研究科人体病理学・

病理診断学分野

外部委員 （日本病理学会から 1 名）

 （日本臨床細胞学会から 1 名）

Award選考委員会
委員長 松原　修

 平塚共済病院病理診断科

副委員長 長村　義之

  国際医療福祉大学大学院日本鋼管病院病理

診断科

委員 岩崎　宏

 福岡大学医学部総合医学研究センター

委員 橋本　洋

 ㈱臨床病態医学研究所

理事指名委員会
委員長 加藤　良平

副委員長 中谷　行雄

 横須賀共済病院病理診断科

委員 松原　修

委員 長村　義之

委員 小田　義直

委員 都築　豊徳

合同会議実行委員会
委員長 羽賀　博典

副委員長 南口　早智子

 京都大学医学部附属病院病理診断科病理部

委員 山元　英祟

 九州大学大学院医学研究院形態機能病理学

委員 山口　浩

 東京医科大学人体病理学

委員 田中　健大

 岡山大学大学院医歯学総合研究科病理学

米国交流委員会
委員長 Mari Mino-Kenudson

 Massachusetts General Hospital, Boston

委員 木田　正俊

 Univ. of Vermont College of Medicine

委員 大島　喜世子

 Johns Hopkins Bayview Medical Center

委員 原田　秀子

 Univ. of Alabama at Birmingham

IAP本部
President-elect 長村　義之

Vice President Asia

 松原　修

Past President 牛込　新一郎

IAP日本支部
名古屋事務局長 都築　豊徳

 tsuzuki@aichi-med-u.ac.jp

担当 鈴木　友子

 nagoya.office@iapjapan.org

東京事務局長 松原　修

 matsubara@iapjapan.org

担当 大谷　茉子

 tokyo.office@iapjapan.org
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第 1回理事会
日　時：2019 年 2 月 1 日 15 時～ 17 時

場　所：品川プリンスホテル

出席者： 長村、小田、加藤、清川、都築、長尾、中谷、中村、

松原、三上、南口、吉野、大谷（事務局）、鈴木（事

務局）

欠席者：岩崎、岩下、羽賀、橋本、久岡、森谷

報告事項
 ・2019 年理事、役員、各委員会の確認

 ・2019 年開催予定国際会議、学術集会の確認

 ・2018 年 IAP 日本支部病理学教育セミナー報告

 ・日台交流事業報告

 ・IPS（International Poster Session）報告

 ・委員会報告

 ・庶務報告、会員関係の状況

 ・その他

審議事項
 ・2019 年事業計画の承認

 ・ 2019 年病理学教育セミナー：演題および演者の選定を行っ

た

 ・ 日本病理学会秋期大会・国際ポスターセッション IPS 招聘

国が選定された

 ・2019 年第 3 回ふぁんだめんたる講習会について審議

 ・ 2019 年第 108 回日本病理学会コンパニオンミーティングに

ついて審議

 ・ 2019 年第 16 回日韓合同スライドカンファレンスについて

審議

 ・2019 年日台交流事業について審議

 ・2021 年 APIAP Congress について計画説明

 ・ 2026 年 IAP Congress 開催地選挙　福岡立候補について計

画説明

 ・ その他：シニア終身会員申請者、シニア会員承認に関する

細則について承認

テーマ：婦人科病理ふぁんだめんたる講座

日　時：2019 年 5 月 9 日（木）18：00 -19：30

会　場：東京国際フォーラム、第 5 会場ホールＢ 5（2）

参加方法：自由参加

オーガナイザー：

小田義直（ 九州大学大学院医学研究院形態機能病理学 /

IAP 日本支部次期会長）

都築豊徳（ 愛知医科大学病院病理診断科 /IAP 日本支部常

任幹事・名古屋事務局）

モデレーター：

松原　修（ 平塚共済病院病理診断科 /IAP 日本支部東京事

務局）

プログラム：

1． 子宮頸癌の病理診断：「取扱い規約第 4 版」で何が変わっ

たのか  

清川貴子（東京慈恵会医科大学病理学講座 /IAP 日本支部

教育委員長）

2． 「子宮内膜異型増殖症 / 類内膜上皮内腫瘍（EIN）の考え

方と鑑別診断」  

柳井広之（岡山大学病院　病理診断科）

3． 「IAP 日本支部の紹介と世界での役割」  

吉野　正（岡山大学大学院医歯学総合研究科病理学 /IAP

日本支部会長）

ハンドアウト、軽食を用意します

お問い合わせ： IAP 日本支部事務局  

東京事務局　tokyo.office@iapjapan.org

詳しい情報は IAP 日本支部ホームページをご覧ください。

http://www.iapjapan.org/educational/fundamental.html

Day-1：外科病理診断講習会の部

日　時： 2019 年 5 月 25 日（土曜日）09：00 から 17：00  

受付は 8：45 から開始

場　所： 東京慈恵会医科大学　大学 1 号館講堂  

（大学 1 号館 3 階）  

〒 105-8461 東京都港区西新橋 3 － 25 － 8

受講料： 会員　18,000 円、非会員　23,000 円  

＊受講料は税込みです。

第 1 回理事会

第108回日本病理学会総会　コンパニオンミーティング 
国際病理アカデミー日本支部　婦人科病理ふぁんだめんたる講座

国際病理アカデミー日本支部 
2019年第3回「ふぁんだめんたる」病理診断講習会
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講師およびスケジュール：

09：00 -10：00 婦人科腫瘍（子宮平滑筋腫と鑑別診断）
清川貴子　東京慈恵会医科大学

10：00 -11：00 呼吸器病理（非腫瘍性肺疾患）
松原　修　平塚共済病院／がん研究会がん研究所

11：00 -12：00 乳腺腫瘍（良悪性の鑑別法）
森谷卓也　川崎医科大学

12：00 -12：45 昼休み

12：45 -13：45 骨軟部腫瘍病理（頻度の高い軟部肉腫）
小田義直　九州大学

13：45 -14：45 消化管病理（下部消化管）
岩下明徳　福岡大学

14：45 -15：00 休憩

15：00 -16：00 肝臓病理（非腫瘍性疾患を中心に）
羽賀博典　京都大学

16：00 -17：00 泌尿器腫瘍（前立腺病理）
都築豊徳　愛知医科大学

定員：150 名、先着順。

ハンドアウトを配布します

Day-2：病理解剖診断講習会の部

日　時： 2019 年 5 月 26 日（日曜日）09：00 から 11：00  

受付は 8：45 から開始

場　所： 東京慈恵会医科大学　顕微鏡実習室（本館後棟東3階）

参加費： 会員　10,000 円、非会員　15,000 円  

＊受講料は税込みです。

添削講師： 加藤良平　伊藤病院  

吉野　正　岡山大学  

松原　修　平塚共済病院 / がん研究会がん研究所

定　員：40 名、先着順。

資料とガラス標本を当日お配りします。ボールペンを持参く

ださい。

参加申し込み方法：IAP 日本支部ホームページより登録

登録期間　2019 年 3 月 15 日（金）正午～ 5 月 10 日（金）

17：00 まで

会員の方はマイページのログイン情報が必要です。事前に ID、

PW をお確かめください。定員になり次第終了します。参加

費の納入をもって参加決定とします。2019 年 5 月 13 日（月）

までにキャンセルの連絡を頂いた場合にのみ返金をいたしま

す。

～ Day-1 外科病理診断講習会の狙い～

広い範囲の臓器にわたる外科病理診断入門コースの講義を行

い、病理専門医試験受験前後の若手病理医の外科病理診断力

の向上に役立てることを目的としています。専門性の高い秋

の JDIAP 教育セミナーやスライドセミナーに対して、本講

習会では、各臓器の専門家を講師として、基礎的な知識をわ

かりやすく解説する予定です。

～ Day-2 病理解剖診断講習会の狙い～

病理解剖の講習会では、若手病理医が直面する病理解剖診断

書の作成にあたっての工夫、コツを学んでもらおうとの狙い

です。実際に 1 症例を模擬症例として提示し、臨床経過、検

査データ、画像のコピー、マクロ写真、組織のガラス標本を

お渡しますので、実習室で顕微鏡を使用して、病理解剖報告

書を作成、回答、報告書を提出していただきます。後日、講

師陣が添削をして返送するという形を取ります。

問い合わせ：

国際病理アカデミー（IAP）日本支部　東京事務局

TEL：050-5274-8683

E-mail：tokyo.office@iapjapan.org, matsubara@iapjapan.org

IAP 日本支部教育委員長　清川貴子

日　時：2019 年 11 月 9 日（土）

会　場： 日本教育会館  

（〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-2）

セミナーの詳細や申込方法は 7 月ごろ

https://www.iapjapan.org/ に掲載予定です。

1．病理診断講習会 　（午前）

テーマ：「胃・大腸腫瘍病理診断をめぐる最近の話題」

座長：河内　洋（がん研究会有明病院　病理部）

【緒　言】

「胃・大腸腫瘍の臨床・病理－時代的変遷と現状の問題点－」

河内　洋

【教育講演 1】

「胃の腫瘍（新 WHO 分類と H. pylori 陰性腫瘍を含めて）」

九嶋　亮治（ 滋賀医科大学医学部　臨床検査医学講座、附属

病院　病理診断科）

【教育講演 2】

「リンチ症候群を含むミスマッチ修復異常大腸癌の病理」

関根　茂樹（国立がん研究センター　中央病院　病理科）

＜概要＞

病理診断に供される検体のなかで、胃・大腸に代表される

消化管は最も頻度が高く、病理診断医にとっては日常もっと

も馴染みの深い臓器といえる。本邦に於いては X 線診断学、

内視鏡診断学の進歩により多くの早期病変が発見、治療され

ている。

胃癌は、H. pylori 感染率低下を主な背景として、罹患率は

特に若年層で減少傾向にあり、早期診断・治療により死亡率

も減少傾向にある。一方、H. pylori 感染率の極めて高かった

2019年国際病理アカデミー（IAP）日本支部 
病理学教育セミナーのお知らせ
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時代と比較して、H. pylori 陰性者や除菌治療者の増加を背景

に、発見される病変の質に変化が生じているとされ、従来経

験しなかった病変に遭遇し病理診断に難渋することも少なく

ない。

大腸癌は、食生活の変化等に伴い罹患率・死亡率ともに増

加傾向にあり、従来の腺腫由来癌、de novo 癌の 2 大経路に

加え、鋸歯状病変を介した発癌経路が明らかにされるなかで、

鋸歯状病変の概念・病理診断基準にも変遷がみられる。更に

は、マイクロサテライト不安定性を示す大腸癌は遺伝性大腸

癌の表現型としてのみならず、免疫学的治療の奏効群として

も注目され、コンパニオン診断として病理医が関与する状況

にもなっている。

本セミナーでは、これらの背景を踏まえ、胃・大腸腫瘍の

病理診断について、近年の動向および注意すべき点などを取

り上げ、日常の病理診断に役立つ内容としたい。また、2019

年には新・消化器 WHO 分類（第 5 版）が発刊される予定で

あり、新分類の概要、本邦の取扱い規約分類との異同などに

ついても言及する予定である。

2．スライドセミナー 　（午後）

＊子宮腫瘍
三上芳喜（熊本大学医学部附属病院　病理診断科）
＊腎腫瘍
黒田直人（高知赤十字病院　病理診断科）
●皮膚の腫瘍性疾患
新井栄一（埼玉医科大学国際医療センター病理診断科）
●骨髄病理の基礎と診断
伊藤雅文（名古屋第一赤十字病院病理部）
＃周産期胎盤と絨毛性疾患
南口早智子（京都大学医学部附属病院病理診断科）
＃非腫瘍性腸疾患
味岡洋一（新潟大学医歯学総合研究科分子・診断病理学　分野）
＃改訂 WHO 分類からみた脳腫瘍の病理診断
小森隆司（東京都立神経病院検査科）
＃リンパ腫
竹内賢吾（公益財団法人がん研究会がん研究所病理部・分子標的病理
プロジェクト）
＊印は新規コース、# 印は今回で終了するコース、●は今年

に続いて来年も行われるコース

〔参加方法〕IAP 日本支部ホームページにてオンライン登録

午前の病理診断講習会、午後のスライドセミナーともに、事

前のオンライン申し込みと受講料の振り込みが必要です。会

場での申し込み・支払いは一切受け付けませんのでご注意く

ださい。スライドセミナーの受講者には、事前資料としてバー

チャルスライドを web 上で公開する予定です。

〔資格更新単位〕専門医更新単位は、午前中の診断講習会で

は教育講演 1、2 で各 1 単位ずつ計 2 単位、午後のセミナー

では各コース 2 単位ずつの取得が可能です。

〔受講料（1 コース）〕
一般会員 ジュニア会員 シニア会員 非会員

病理診断講習会  5,000 円 3,000 円 無料  8,000 円
スライドセミナー

（1 コース） 10,000 円 5,000 円 10,000 円 15,000 円

＜新規コースの紹介＞

子宮腫瘍

三上芳喜（熊本大学医学部附属病院　病理診断科）

婦人科腫瘍病理学が対象とする疾患は極めて多彩であり、

かつ病理診断に対応した患者管理のアルゴリズムが事細かに

設定されており、病理医に求められる情報が多く、疾患に関

する臨床病理学的事項にも精通しておく必要があります。さ

らに、若年の女性の場合は常に“妊孕能温存”という

pressure がのしかかります。そのため、婦人科腫瘍に苦手意

識を持つ病理医が多いかも知れません。本コースでは希少腫

瘍ではなく日常において頻度の高い子宮腫瘍に焦点を絞り、

診断へのアプローチの仕方と最適な病理診断報告書を作成す

るための要点を解説します。具体的には、子宮頸部の扁平上

皮内病変（SIL/CIN）、上皮内腺癌、扁平上皮癌および腺癌の

各組織亜型、腫瘍類似病変、子宮内膜異型増殖症・EIN、内

膜癌の各組織亜型の生検診断をテーマとして取り上げるほか、

子宮体部の平滑筋腫、平滑筋肉腫を含む間葉性腫瘍、上皮性・

間葉性混合腫瘍の診断の秘訣を教授したいと思います。

腎腫瘍

黒田直人（高知赤十字病院　病理診断科）

今回のスライドセミナーでは、日常の病理診断において遭

遇する可能性のある代表的な腎腫瘍の病理診断を取り上げる。

中でも淡明細胞型腎細胞癌、乳頭状腎細胞癌、嫌色素性腎細

胞癌、集合管癌、粘液管状紡錘細胞癌、後天性嚢胞腎随伴腎

細胞癌、多房嚢胞性低悪性度腎腫瘍、MiT ファミリー転座型

腎細胞癌、SDH 欠損（コハク酸脱水素酵素）腎細胞癌、FH（フ

マラーゼ）欠損腎細胞癌、淡明細胞乳頭状腎細胞癌、後腎性

腺腫、オンコサイトーマの病理診断を行ううえでの重要なポ

イントについて触れるほか、とりうる組織のスペクトラムな

どについて解説する。また、ピットフォールに陥りやすいと

ころについても解説を行う予定である。さらに、核異型に関

する ISUP Grading System についても解説し、総論的な知っ

ておくべきポイントについても解説する。
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日時：2019 年 5 月 9 日（木）18：00 -19：30

場所：東京国際フォーラム（東京）

テーマ： 婦 人 科 病 理 ふ ぁ ん だ め ん た る（Fundamental 

Lecture of Gynecologic Pathology）

参照 URL：http://www.gakkai.co.jp/jsp108/index.html

日時：2019 年 5 月 25 日（土）－ 26 日（日）

場所：東京慈恵会医科大学（東京）

内容： 外科病理診断講習会（1 日目）  

病理解剖診断講習会（2 日目）

なお、詳細については、下記ウエブサイトおよび本号の 5 －

6 頁をご参照ください。

https://www.iapjapan.org/educational/fundamental.html

日時：2019 年 10 月 11 日（金）－ 14 日（月）

場所：Hefei（合肥）市，中国

日時：2019 年 11 月 9 日（土）

テーマ：胃・大腸腫瘍病理診断をめぐる最近の話題

場所：日本教育会館（東京）

日時：2019 年 11 月 29 日（金）-30 日（土）

場所：Busan（釜山）市、韓国

日時：2020 年 8 月 29 日（土）－ 9 月 3 日（木）

場所： Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow, 

Scotland, United Kingdom

参照 URL：www.iapcentral.org/meetings

日時：2021 年 11 月 4 日（木）-7 日（日）（予定）

場所：岡山コンベンションセンター（岡山市）

会長：吉野　正（岡山大学大学院病理学）

2021 年に第 12 回 APIAP を岡山で開催することになりま

した（大会長 吉野正，副会長 清川貴子）。この会が日本で

開催されるのは初めてのことです。開催の詳細や内容につい

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。

日時：2022 年 10 月 9 日－ 14 日

場所：Sydney, Australia

日時：2024 年

場所：Cancun, Mexico

～新・名古屋事務局のご紹介～
常任幹事（Secretary-treasurer）が小田先生から都築に引

き継がれたことから、本年度から事務局を福岡から名古屋に

移転いたしました。それに伴い、名古屋事務局の事務秘書と

して鈴木友子さんが新たに加わって頂けることとなりました。

東京事務局の体制（局長：松原修先生、局員：大谷茉子さん）

は変わりませんので、非常に心強い限りです。福岡事務局で

常任幹事を務められた小田先生、事務秘書を担当された魚返

有里さん、有難う御座いました。役職は変わりましたが、引

Upcoming Meeting

IAP 日本支部主催コンパニオンミーティング 
（第 108 回日本病理学会総会）

第 3 回「ふぁんだめんたる」病理診断講習会

第 11 回 Asia Pacific IAP（APIAP）
Congress

2019 年 IAP 日本支部病理学教育セミナー

第 16 回 IAP 日韓合同スライドカンファレンス

第 33 回 IAP Congress

第 12 回 Asia Pacific IAP（APIAP）
Congress

第 34 回 IAP Congress

第 35 回 IAP Congress

事務局よりお知らせ
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き続き変わらぬご助力をお願いしたいと思います。

会員情報が変更になった方は、マイページにて登録変更手

続きをお願いします。マイページの ID、PW が不明な方、

Email アドレスが未登録の方は東京事務局までご連絡くださ

い。

名古屋事務局

TEL：090-5876-9014

Email：nagoya.office@iapjapan.org

東京事務局

TEL：050-5274-8683

Email：tokyo.office@iapjapan.org

IAP 日本支部会員になるメリットは

IAP 日本支部会員になると…

1． 病理診断講習会（旧：教育シンポジウム）の会員割引  

会員 5,000 円／非会員 8,000 円

2． スライドセミナーの会員割引  

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　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

3． USCAP Journal を会員価格で定期購読  

- Modern Pathology, Laboratory Investigation-  

1 冊の年間購読料 約 $99 ～、年により変動あり

4．IAP 日本支部・IAP 本部の会報　News Bulletin

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
一般会員 シニア会員 ジュニア会員 非会員

入会金  1,000 円 （終身会費） 1,000 円 ―
年会費  6,000 円 50,000 円 4,000 円 ―
受
講
料

病理診断講習会  5,000 円 無料 3,000 円  8,000 円
スライドセミナー 10,000 円 10,000 円 5,000 円 15,000 円

* 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。

下記の条件を満たし、希望する会員は、変更可能です

■シニア（終身）会員

申請できる方：65 歳以上の現会員希望者

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）

は無料で受講

■ジュニア（若手）会員

申請できる方：病理専門医資格　未保持者

* 申請方法：HP の Membership ページ（日本語）にて様式を

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

国 際 病 理 ア カ デ ミ ー 日 本 支 部 Japanese Division of 

International Academy of Pathology（JDIAP）は、日本病理

学会と連携しながら国際交流を通して本邦の病理診断学の振

興をはかるために様々な活動を行っています。その中で代表

的なものとしては、日本病理学会秋期特別総会にあわせて開

催する病理学教育セミナー（病理診断講習会およびスライド

セミナー）、日本・韓国合同スライドセミナー、日本・台湾

合同スライドセミナー、などの生涯教育の提供が挙げられま

す。2017 年からは主に若手病理医を対象とした「ふぁんだめ

んたる」病理診断講習会を、2018 年からは日本病理学会春季

総会中にコンパニオンミーティングとして臓器別のふぁんだ

めんたる講座を始めました。また、卓越した業績を残した若

手病理医には毎年、病理診断学術奨励賞を授与しています。

JDIAP に入会することのメリットとして、（1）病理学教育セ

ミナーの受講料や米国・カナダ病理学会の機関誌である

Modern Pathology、Laboratory Investigation の購読料など

の割引、（2）JDIAP を通して様々な講習会、学会に関する情

報が直接得られること、（3）国内外の病理医と親交を深める

機会が数多く得られること、などが挙げられます。たとえば、

米国・カナダ病理学会では毎年日本からの参加者と在米の病

理医、その他 JDIAP と親交がある世界各国の病理医が集う

懇親会である「Japan Night」を開催しています。JDIAP の

会員となることによって、国際的な視野と識見を兼ね備えた

病理医となることができると期待されます。

新入会員はこの 3 年間に急増しており、2018 年には新たに

74 名の新入会員をお迎えして会員数は 971 名を数え、1,000

名を目前としています（2019 年 1 月 28 日現在）。より多くの

病理医の方々に本学会の趣旨に賛同し、会員として加わって

いただくことにより、JDIAP は今後大きく発展し、多くの情

報発信を日本から行っていくことが可能となります。2021 年

には岡山でアジア太平洋 IAP（APIAP）の開催が予定されて

います。また、目下 JDIAP は 2026 年の IAP 国際学会を福岡

IAP 日本支部会員になろう！
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に誘致する活動を進めています。そのためには多くの病理医

の協力が不可欠です。既に会員となっている方々におかれま

しては同僚や近隣の病理医の方々にお声がけをいただくよう

お願いいたします。是非、JDIAP にご入会ください！

2018 年度より賛助会員として下記の 8 社に入会いただきま

した。年会費は 50,000 円で、IAP 日本支部の発行物などを紹

介させていただいております。ご協力に大変感謝致します。

会員の皆様、当学会の活動に賛同いただける、その他の企業・

団体様をご紹介いただけると幸いです。

㈱東京セントラルパソロジーラボラトリー

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

フィンガルリンク株式会社

富士製薬工業株式会社

ライカマイクロシステムズ株式会社

広報委員会

委 員 長　森谷卓也

副委員長　久岡正典

委　　員　 三上芳喜  

渡辺みか

JDIAP 賛助会員

第7回日台合同スライドカンファレンスの集合写真
2018年10月27日（土）、28日（日）に開催されたカンファレンスの写真が台湾から届きましたので、集合写真
を掲載させていただきます。


