The Japanese Division of
the lnternational Academy of Pathology

2020 Number 2

国際病理アカデミー日本支部
目

次

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

新型コロナの風景、IAP への影響… …………… IAP 日本支部東京事務局

OFFICERS

日本病理学会総会を Web 開催に－病理学会史上初の試み：今後の学会のあり方を考える

PRESIDENT
T. Yoshino, M.D. (’21)
Okayama University
PAST PRESIDENT
R. Katoh, M.D. (’21)
Ito Hospital
PRESIDENT-ELECT
Y. Oda, M.D. (’21)
Kyushu University
SECRETARY-TREASURER
T. Tsuzuki, M.D. (’21)
Aichi Medical University
COUNCILLORS
T. Kiyokawa, M.D. (’20)
Jikei University
N. Nakamura, M.D. (’20)
Tokai University
H. Haga, M.D. (’21)
Kyoto University
M. Hisaoka, M.D. (’21)
University of Occupational and
Environmental Health
R. Kushima, M.D. (’22)
Shiga University of Medical Science
Y. Nagashima, M.D. (’22)
Tokyo Women’s Medical University
COMMITTEE CHAIRS
Public Relations Committee
T. Moriya, M.D. (’21)
Kawasaki Medical University
Education Committee
T. Kiyokawa, M.D. (’21)
Jikei University
Young Investigator Award
Nomination Committee
T. Nagao, M.D. (’21)
Tokyo Medical University
Awards Nomination Committee
O. Matsubara, M.D. (’21)
Hiratsuka Kyosai Hospital
Finance Committee
A. Iwashita, M.D. (’21)
Fukuoka University
Nomination Committee
R. Katoh, M.D. (’21)
Ito Hospital
International Conjoint Meeting
Committee
H. Haga, M.D. (’21)
Kyoto University
US Friendship Committee
M. Mino-Kenudson, M.D.(’21)
Massachusetts General Hospital, Boston

………………………………… 九州大学大学院医学研究院形態機能病理
Asian Forum の中止… …………………………… IAP 日本支部東京事務局

松原

修…… 2

小田義直…… 3
松原

修…… 4

吉野

正…… 4

第 8 回日台合同スライドカンファレンス延期について
…………………………………………………………… IAP 日本支部会長
2020 年「ふぁんだめんたる」病理診断講習会の顛末
………………………………………… IAP 日本支部教育委員長兼理事
IAP 日本支部東京事務局

松原

清川貴子・…

修、大谷茉子… … 5

2020 年「ふぁんだめんたる」病理診断講習会中止について
……………………………………………………… IAP 日本支部常任幹事

都築豊徳…… 6

新型コロナウイルス感染症に関する産業医科大学での対応
…………………………………………… 産業医科大学医学部第 1 病理学

久岡正典…… 6

COVID-19 戦記……………………………… 東京女子医科大学・病理診断科

長嶋洋治…… 7

新型コロナウイルス感染症の問題に対する東海大学伊勢原キャンパスの対応
………………………………… 東海大学医学部基盤診療学系病理診断学

中村直哉…… 7

医科大学における「新しい生活」……………………… 川崎医科大学病理学

森谷卓也…… 7

2020 年 IAP 日本支部病理診断学術奨励賞の公募
…………………………… IAP 日本支部病理診断学術奨励賞選考委員長

長尾俊孝…… 8

2020 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
……………………………………………… IAP 日本支部教育委員長

清川貴子・他…… 8

2020 年第 2 回理事会… …………………………………………………………………………… 11
Upcoming meeting………………………………………………………………………………… 11
事務局よりお知らせ……………………………………………………………………………… 12
IAP 日本支部会員になろう！… ………………………………………………………………… 12
JDIAP 賛助会員… ………………………………………………………………………………… 12

1

全体で 1000 万人以上の感染者数、死者は 50 万人近くと報告

新型コロナの風景、IAP への影響

されています。国別の感染者数（死亡者数）の多い順では、
米国 2,548,996（125,803）、ブラジル 1,344,143（57,622）
、ロシ
修

ア 633,563（9,060）、 イ ン ド 548,318（16,475）、 英 国 312,640

News Bulletin 編集委員長の森谷先生からブレチン 2 号に

（43,634）、ペルー 279,419（9,317）、チリ 271,982（5,509）
、ス

新型コロナの IAP への影響について取り上げたらどうかとの

ペイン 248,770（28,343）、イタリア 240,310（34,738）
、イラン

お話を頂きました。グローバリズム、国際性、若い人への病

222,669（10,508）と 6 月 29 日に米国ジョンズ・ホプキンス大

理診断学の教育といったことが使命の IAP の我々にとって、

学 か ら 報 告 さ れ て い ま す。 日 本 は 18,476（972）
、中国は

この影響は大変なものがあり、生活も研究も学会活動も、あ

83,512（4,634）と報告。人口 100 万人当たりの死者数は台湾 0.3

らゆることが被害を蒙っています。福岡での病理学会での

人、シンガポールとオーストラリア 4 人、インドネシア 6 人、

Asian Forum が中止、春の慈恵医大でのふぁんだめんたる病

日本 7 人で、英国とスペイン 580 人、イタリア 555 人、フラ

理診断講習会 Day 1 も中止、秋の日台合同スライドカンファ

ンスとスウェーデン 443 人、米国 327 人、ドイツ 104 人（6

レンスも中止、秋の浜松の病理学会に併せての教育セミナー

月 3 日）と明らかな差が見られます。中国からのデータを書

が Web（online）開催、Glasgow での International Congress

いていいのか？多くの人が信頼できない、1 桁違うのではと

が virtual 開催となり、来年の USCAP も Web 開催と前代未

言っています。握手やキスの頻度、手洗いやマスクの習慣、

聞の大変な事態となりました。普段通りの当たり前のことが

国民性や医療環境、BCG 接種、肥満、糖尿病など生活習慣病、

なくなり、それが如何に幸せなことだったかを思い知らされ

人種や HLA、交差免疫説（過去に類似のウイルスの感染を

ます。スペイン風邪が比較によく話されますが、コロナで亡

経験？）
、自然免疫の違い、山中伸弥先生の言う FactorX な

くなった人は、何もなければ本来生きられたはずの余命を

ど様々な考えが言われていますが、いまだはっきりしていま

11-13 年失ったと試算する学者もいます。世界がすっかり暗

せん。

IAP 日本支部東京事務局

松原

くなり、窒息しそうな閉塞感と不安に覆われ、また、日本っ

新聞、テレビなどマスコミを賑わかした新型コロナ関連の

てまだまだ三流国だったんだと思い知らされました。政治も

キーワードをいくつか紹介すると、普段聞きなれない言葉も

官僚・役人も危機管理に酷いことに驚き怒り、ICT もデジタ

流布しています。
豪華クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号（横浜港へ）
、

ル交流も、既存していたとはいえまだまだ途上です。インフ
ルエンザと同じで暖かくなれば収束するとの楽観論もありま

参議院議員佐藤正久（この船の消毒、乗船者の救援、救助の

した。夏に予定されていた東京五輪・パラリンピック実現と

指導に活躍）
、背広姿で手袋もせず業務にあたった厚労省の

中国の習近平主席の来日を望むあまり、コロナ禍への初動が

職員、防護服の自衛隊員（1 人も感染者をださず）、勝浦ホテ

遅れたのではとの声が大きい。ところが、日本ではお上が駄

ル三日月（引き受けてのない乗船員に宿泊を提供）、西浦モ

目でも日本人、現場の人間が頑張っちゃうので何とか持って

デル（人と人の接触機会を 8 割削減しないと、約 85 万人が

いるのではと思います。外国のロックダウンと違って、日本

重症化し、うち約 42 万人が死亡する、北大の理論疫学西浦

では外出自粛要請に対して国民は協力的です。この危機を機

博教授の試算）
、緊急事態宣言（4 月 7 日、5 月 25 日終了）、

会に我々はいろいろなことを変えて、また我々自身の意識も

経済不況、1 人 10 万円一律給付、オンライン給付の破綻、マ

変わらなければいけないのではと考えます。100 年に一度と

イナンバー、3 密（密閉、密集、密接）
、換気とマスク、咳エ

いうコロナ禍のピンチを、100 年に一度の変革のチャンスに

チケット、手洗い習慣、帰宅後シャワー、安倍のマスク、消

出来たらと願います。

毒剤とマスクの買い占め、サプライチェーンの見直し、PCR

この感染症が 2019 年 12 月に

検査、人工呼吸器、ECMO、休業要請、外出自粛、教育、大

中国湖北省武漢市で確認されて、

学の講義・実習、教育への ICT の導入、オンライン教育、学

6 カ月が過ぎました。新型コロ

会の Web 開催、大学受験、学校の 9 月入学への変更の検討、

ナウイルスは正式名は SARS-

テレワーク、在宅ワーク、オンライン会議、WHO への不信（図

CoV-2（図 1）と言い、これに

2）、テドロス事務局長、台湾の WHO への参加問題、米国の

よる疾患を COVID-19 と命名さ

WHO 脱退、日本でも米国の CDC 相当の組織が必要（図 3）、

れました。トランプ大統領は武

保健機構、医療制度、医療崩壊、病床確保、パチンコ、夜の

漢肺炎と呼んでいます。アジア
の国々、台湾、韓国、香港など
は大変健闘し、初動が早くコロ
ナ禍が抑えられています。世界

図1

SARS-CoV-2 
The Lancet COVID-19
Resource Centerから 
https://www.thelancet.
com/coronavirus

仕事、自粛警察、同調圧力、新型コロナ感染の医療関係者が
1,590 人（6 月 4 日現在）
、医療従事者への嫌がらせと医療従
事 者 へ の 感 謝、 ス マ ー ト シ テ ィ ー、Stay home、Social
distance（2m）、人と人のつながりの希薄化、Web 結婚式、

2

Web 婚活、食事は横並び、アクリル板のフェンス、出前とデ

ウイルス学、公衆衛生、感染症の専門家などの発言が大変遅

リバリー、Uber Eats、大皿を避けて個々の皿、東京アラート、

かったように思います。英国の Lancet、米国の JAMA といっ

オールジャパン、新たな生活様式、時差出勤、災害、気候変動、

た雑誌は COVID-19 関連の論文を free access にしています。

感染症、米中対立、コロナ禍第 2 波、第 3 波、ポストコロナ、

図 1 は Lancet から借りていますが、さすがだと大いに感心

With corona、コロナストレス、コロナ・ピューリタニズム（コ

しました。

ロナ禍による禁欲主義）
、アマビエ（江戸時代に現れた疾病

この災禍だからこそ、我々は大胆に制度や生活様式を変え

退散の妖怪で病気の流行を防いだと（図 4）
）
、省庁縦割りの

なくてはいけないのではないでしょうか。日本人の同調圧力、

弊害（どうしようもない縄張り意識と非協力路線）
、国と都

画一性の尊重、ちょっと違うと村八分といったことは長年に

道府県の連携のまずさ、危機管理の対応の不手際（感染症は

亘って、住み慣れたものでした。今回の事態を機に、在宅ワー

厚労省、バイオテロは警察庁、生物兵器は防衛省と担当）
、

ク、リモート授業、Web 会議と学会、時間差出勤、など意識

政府、自治体、企業、学校、医療関係者、医師会と医学会な

変革を含めて多くの選択肢をチャンスに変えていけなければ

どの長年にわたる怠慢と奢り、政府諮問の専門家（？）会議

ならないのではないでしょうか。（2020 年 6 月 30 日投稿）
IAP で 日 ご ろ 活 躍 し て く だ さ っ て い る 先 生 方 に、IAP

の あ や う さ、Before Corona（BC） と After Corona（AC）

central の対応、アジアの国々との交流、春の病理学会とその

など…

場を借りての Asian Forum、ふぁんだめんたる病理診断講習
会、教育シンポジウム、各種講習会、大学での教育問題など、
種々のトピックスを中心に原稿をお願いしました。会員間の
意 思 疎 通、 ま た 10 年 後、20 年 後 の IAP の 会 員 が こ の
Bulletin を読んで、こういうことがあったのかと Archives と
図3
図2

して役に立てばと思っています。

CDC

WHO

日本病理学会総会をWeb開催に－病理学会
史上初の試み：今後の学会のあり方を考える
九州大学大学院医学研究院形態機能病理

小田義直

この度 4 月 16 日から 18 日までの 3 日間、福岡の地で第
109 回日本病理学会をお世話させて頂く予定でしたが、新型
コロナウイルス感染拡大によってやむなく開催 4 週間前に
web 開催とさせていただくことに決定し、急遽その準備を開
始いたしました。
Web システム構築ですが当然時間とお金をかければ立派な
ものができるようです。ある学会では今回のコロナ渦を契機
に将来同様の事態が起こったときに備えて、学会主導で数千
万円を投じていろいろなオプションの付いた立派なシステム
を構築したと聞き及んでいます。私達は何分、時間と経費に
図４

限界がありましたので、システムの機能には限界がありまし

 マビエ（弘化3年4月中旬（1846年5月上旬、江戸時代後期）
ア
刊行の木版画から。京都大学所有、京都大学附属図書館収蔵）
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/

た。演者と視聴者双方向での discussion や USCAP の course
選択の複雑な課金システムの構築にはかなりの時間と経費が
かかることもわかりました。

一つ一つに言及する紙面はありませんが、マスコミにしば

Web での学会開催方法ですが、大きく以下のような方式が

しば登場し世間を迷わす無責任なコメンテーター、中国から

あります。

だけ輸入していた不織布マスクの不足問題、消毒用アルコー

1）ライブで講演、演題を real time に決まった時間に配信（1

ル不足（経産省所轄の一般アルコールは山とあるが所轄違い

回かぎり）

の消毒用アルコールは不足、実に悪い省庁の縦割り）
、次亜

2）短 期間（通常の学会開催の会期 3 日程度）編集したデー

塩素酸水（キッチンハイターもどき）を消毒用アルコールの

タを時系列で配信

代用にという危険の放置など言い出したらきりのない事があ

3）長期間（2 週間から 1 ヶ月）編集したデータをオンデマン

ります。頼りない厚労省に代わって、医師会、呼吸器学会、

3

として暖かく見守っていただければと思います。

ドで配信
4）1）と 3）あるいは 1）と 2）の組み合わせる、いわゆるハ
イブリッド型 …

Asian Forum の中止

等。
今回の日本病理学会総会は 3）の方式をとらせていただき

IAP 日本支部東京事務局

ました。6 月 4 日からベルリンで開催予定であったドイツ病

松原

修

第 109 回日本病理学会総会において、小田会長のご好意に

理学会は 2）と 3）のハイブリッド型の web 開催に変更した

より Asian Forum を企画しました。下記の台湾、パキスタン、

ようです。

インドネシア、フィリピンとマレーシアから 5 人の先生方を

1）の方式はチャットなどを使って双方向での discussion

招聘して行う予定でした。同総会の現地での開催がすべて中

ができる機能を付加することも可であり、2、3）も工夫次第

止となり、この Asian Forum も中止せざるを得なくなりま

で双方向性を打ち出すことが可能なようです。ただし当日ラ

した。残念な結果となり、招聘した先生方には申し訳ない旨

イブを行う場所とビデオカメラのスタッフが必要となります。

のお手紙を差し上げました。時期をみて再度セッションを組

2）はほぼ 1 回限りのオンデマンド配信であり既存の学会

めたらよいと考えています。

に近い形式ですが Web の利点が半分しか生かされないとい

Chiung-Ru Lai, MD

う欠点もあります（現地に赴かなくても良いが、長期間にわ

FIAC Department of Pathology and Laboratory Medicine

たって何度も繰り返し視聴できない）
。3）は繰り返し視聴で

Taipei Veterans General Hospital, Taiwan

き理解をより深めることができる長所があります。もちろん

“Next

Generation Pathology---Evolution and Challenge in

さまざまなツールを用いて双方向性の discussion を行うこと

Taiwan”

も可能です。

Shahid Pervez, MD

2）
、3）の方法は web でデータを供覧することになります

Department of Pathology & Laboratory Medicine, Aga

ので、最先端のデータや特許絡みのデータを発表することが

Khan University Hospital, Karachi, Pakistan

躊躇される場合があり、今回もそのことが理由で演題取り下

“Pathology

and Laboratory Services in Pakistan：Current

げとなったものが少なからずありました。
（一応データをダ

Status and Future Challenges”

ウンロードしたりコピー出来ないようにシステム上は工夫し

Diah Rini Handjari, MD

ているものの、スクリーンショットでコピーされてしまうと

Department of Pathology, Universitas Indonesia

防ぎようがありません。その一方で通常の学会でも発表スラ

“Pathology

residency in Indonesia：Journey towards

イドの写真をスマホなどで撮影されてもそれは防ぎようがな

Improvements”

いのは同じですが。
）

Rowen Yolo, MD

大学の教員の先生方は大学の遠隔講義などで文献の図など

Department of Anatomic Pathology, The Santo Tomas

他の著作物を引用する場合は今回に限りある程度認められて

University Hospital, Manila, Philippines

いるということですが、Web 学会の発表では著作物の引用に

“A
 Brief Overview of Pathology Education and Pathology

関するルールはまだ確定していないようで、どの学会も暗中

Training in the Philippine Islands：Present and Future

模索であり、今後何らかの指針が出てくるものと思われます。

Directions”

私達の web 学会はその準備が緒についたばかりで終了した

Norain Karim, MD

わけではありませんので何とも言えませんが、web 開催に

Pathology Department, Hospital Raja Permaisuri Bainun,

よっても学会の目的次第では十分にその役目を果たすことが

Ipoh, Perak, Malaysia

できそうです。特に講習会のような演者から視聴者への一方

“Shaping

the Trainees and Pathologists for the Future in

通行に近いものは十分機能しそうだと思います。

Malaysia”

今後、国際学会においても同様なシステム導入も可能かと
は思われますが、IAP 関係の学会は現地を訪れてお互いに親

第 8 回日台合同スライドカンファレンス
延期について

睦を深めることも目的でありますので、補助的な機能として
使えるかもしれませんがやはりメインにはなりえないと思い
ます。

IAP 日本支部会長

吉野

正

コロナ後は学会のあり方はもとより様々な社会生活に web

第 8 回日台合同スライドカンファレンスが 2020 年 10 月 3

による配信が取り込まれて行くものと思われます。今回の日

日 4 日京都で開催予定でした。カンファレンスのレベルは非

本病理学会も今後の病理関係の学会のあり方における試金石

常に高くなっており、また、懇親の場として台湾、日本の病
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理医の友好が醸成されて参りました。前回（2018 年）台湾で

the 8th conference must be canceled. Facing the pandemic

は観光名所である九分への日帰り観光と（いつもそうですが）

COVID-19, we apparently have no other choices. Hope

食べきれないほどの食事が出されました。前回は若手の、こ

everything will get better soon. Please take care and stay

れまで日台に参加したことがないご施設からもかなりのひと

healthy.
Look forward to seeing you soon in the near future.

が参加し、新たな息吹を感じることができました。われわれ
の間でも、それに匹敵するところはどこか、といった議論が

Best regards

Chiung-Ru Lai

台湾は、世界でもトップクラスの抗 COVID19 対策の優等

重ねられ、京都しかない、という結論に達したところです。
羽賀教授、南口准教授をはじめとする、オール京大でのご努

国であり、日本の現状を大変心配されていたのではないかと

力により精緻を極めたご準備、日程表が完成したところです。

拝察いたします。それゆえの prompt response であろうと想

京都府や京都市などからのご援助もいただけることとなって

像するところです。いつになるのかは不明ですが、
台湾の方々

いました。その日程の詳細は次回のために、伏せておきます

の京都への憧れはまことに強いと感ずるところであり、再度

が、何度か京都に行ったことのあるわたくしでもぜひ参加し

この企画が日の目をみることができるだけ早くと期待すると

たい魅力的なものであることを記しておきます。

ころです。羽賀先生、南口先生、京都大学のみなさま、本当
にお疲れさまでした。

さて、COVID19 は世の中をひっくり返すような勢いで、
会合、学会等々次々と延期中止に追い込まれてきています。
緊急事態は大体解除されましたが、これからどうなるのかは

2020 年「ふぁんだめんたる」
病理診断講習会の顛末

誰にも正確な予想ができません。上記のように複数の施設な
どを利用することから、延期あるいは中止の判断は 6 月中に

IAP 日本支部教育委員長兼理事

なされるべきであるとの結論に JDIAP の執行部は合意に達

IAP 日本支部東京事務局

し、以下のメールを Lai 会長等台湾側にお送りしたところで

Day 1

す。（5 月 20 日付け）

修、大谷茉子

外科病理診断講習会

「ふぁんだめんたる病理診断講習会」は、2017 年に第 1 回
目を開始以来、特に病理専門医資格取得を目指す方々に好評

Dear Prof. Chiung-Ru Lai：CCJen-Fan, JDIAP members

を博してきた。2020 年も「第 4 回ふぁんだめんたる病理診断

It is our regret to inform you that due to the spread of

講習会」を Day 1 外科病理診断講習会（5 月 23 日）、Day 2

COVID-19, we must cancel the 8th Taiwan-Japanese

病理解剖診断講習会（5 月 24 日）ともに東京慈恵会医科大学

conjoint slide conference scheduled for October 2020. The

で開催するべく、講師の先生方の協力を得て準備を重ね、受

world has totally been changed by COVID19. We are really

講者の募集も開始した。しかし、新型コロナウイルス感染拡

impressed by the news, professional baseball games

大によって、外科病理診断講習会の中止をやむなくされ、病

returned in Taiwan which means you can enjoy daily

理解剖診断講習のみを下記の方法で開催している。Day 1 の

life. Although the number of newly infected Japanese

受講を申し込んで下さった 57 名の方々には、この場を借り

people decreased remarkably, nobody can expect next stage

てお詫びを申し上げる次第である。

here, probably because there is no reliable and precise data

このことは、講習会を自由に開催できることを当然のこと

of infection（examined by PCR）
. Kyoto will wait for you,

と考えてきた我々には大きな衝撃であった。同時に、考えを

but I do not convince Japan in October will perfectly safe.

新たにして、従来の開催形式だけでなく、他の手段に対応で

This is a crucial problem, and JDIAP members have

きるようにしておくことの重要性を実感する良いきっかけと

decided that the 8th Taiwan-Japanese conference should be

なったことも事実である。“Web 講習会”や“Web 会議”は、

postponed to the period after this serious problem is solved.

しばらく前から世の中で徐々に行われるようになっていたが、

We sincerely hesitate to write this email, but would

今回の新型コロナウイルス感染拡大によってますますその利

appreciate if you reply by mid-Jun because of the deadline

用に拍車がかかっていることはだれもが感じているところで

for cancellations.


松原

清川貴子

ある。 IAP 日本支部でも、いよいよ Web 講習会を候補の一

With our best regards,

つとして考慮する時期に来ているのだと感じる。来年の春が

Tadashi Yoshino, Hironori Haga, Sachiko Minamiguchi and

どのようになっているか予想することは難しいが、仮に、今

JDIAP members

年のように人の移動が難しい状態などの事情があっても、中

そのご返信は 1 時間以内にもたられました。

止を余儀なくされぬよう準備しておきたいものだ。今年予定

Dear Professor Yoshino：

していた Day-1 の講義は来年第 5 回の当講習会で開催する方

We totally understood the situation. It is really a pity that
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利益が得られるように努力していきたいと思います。また、

向で調整している。

御意見・御提案など御座いましたら、是非我々に連絡をして
Day 2

頂ければ幸いです。

病理解剖診断講習会

末筆ながら、会員の皆様におかれましては健康にはくれぐ

剖検診断の Day-2 は資料一式・解答・添削を 5 月 13 日に

れも御留意下さい。

郵送し、メールで解答を返して貰うことをもって受講する形
式として、6 月の現在において進行中である。当初 40 名の参
加登録だったが、受講形式の変更により 37 名の受講となった。

新型コロナウイルス感染症に関する
産業医科大学での対応

症例は、皮膚筋炎に合併した間質性肺炎の症例で、現疾患
と治療による種々の併発の病変が出現して、呼吸不全にて死

産業医科大学医学部第 1 病理学

亡した症例である。出題担当講師は、松原。6 月 7 日現在、3

中、この原稿を書いています。地元での感染者の発生がなかっ

正（岡山大学）
、松原

修の 3 名が担当した。

正典

折しも院内クラスターの発生が全国ニュースで報じられる

名を除いて解答を受け取っており、添削、講評を進めた。添
削は、加藤良平（伊藤病院）、吉野

久岡

た平穏な頃が今となっては幻のように感じられます。

（以上、敬称略）

産業医科大学が新型コロナウイルス感染拡大に対して警戒

多くの受講生から mail を頂きましたが、ここにお二人の

感を持ったのは 2 月に入ってからであり、行政等からの注意

mail を紹介したいと思います。1 つは、
「実地での講習も双方

喚起に呼応するように「新型コロナウイルス対応マニュアル」

向性があり有意義ですが、今回のような形式の講習は、私の

を策定し、発生段階に応じた対応策を学内に周知しました。

ような首都圏外の人間にとっては時間的にも金銭的にも大変

当時は近隣での感染例がなかったこともあり、目に見える形

ありがたい機会でした。外科病理も楽しいですが、剖検がや

での対策はなかったものの、すでにマスクや消毒薬は入手困

はり病理のベースであると痛感しました。
」もう 1 つは、
「解

難となっていました。

剖の機会が減っている現在、ふぁんだめんたる剖検講習会が、

3 月下旬になって市内に感染者が続けて発生し、その後市

貴重な勉強の機会です。ぜひとも、来季も開催いただき、参

中病院でのクラスター発生が報告されて学内には緊張が走り

加のうえ、課題を消化して血肉にしたい所存です。なにとぞ、

ました。同病院に当講座から剖検 CPC に出席していた者が

引き続き、御企画いただけると幸いです。
」

おり、身近で PCR 検査を受けた最初の事例となりました（結

こういうお返事を頂くと頑張らなくては、と思う次第です。

果は陰性）
。この頃から学内では厳格な対策が講じられるよ
うになり、新年度の学生講義は全てオンラインによる遠隔で

2020 年「ふぁんだめんたる」
病理診断講習会中止について

実施することが決定されました。講義室に PC が急遽設置さ
れ、事務担当者に専用アプリの操作方法を教えてもらいなが
都築豊徳

らのスタートとなりましたが、予想に反して出席（参加）率

2018 年から、若手病理医への基礎的な知識の提供を目的に

は毎回ほぼ 100％と学生の意識は高く、教える側も手を抜け

IAP 日本支部常任幹事

IAP 日本支部の主催で「ふぁんだめんたる」病理診断講習会

ませんでした。課題や質問対応はメール等で行っていますが、

を開催してきました。初日が講演による臓器別の講習会、二

危惧したほどの問題は生じておらずホッとしています。

日目が剖検症例の検討を行う講習会を行ってきました。一昨

緊急事態宣言が発出されてからは休業要請と共に行動制限

年、昨年と多数の病理医に参加して頂き、非常に好評な講習

がさらに強まり、学生等の大学構内への立ち入りを禁じた上

会であったと自負しております。2020 年度も開催に向けて準

で、講義・実習は全て遠隔による実施となりました。自宅で

備を行ってきましたが、COVID-19 の感染状況から本年度開

受信環境を確保できない学生には講義内容をビデオ録画しそ

催についての実行を再検討致しました。いわゆる“三密”状

れを後日提供するという対応です。なお、メンタル面等をサ

態を避けることから、初日の講習会開催は断念することとな

ポートするための電話面談や放課後の遠隔ホームルームの実

りました。少なからぬ先生方から開催の可能性を尋ねられ、

施は独特な取り組みかもしれません。病理学実習は在宅で学

開催の要望を沢山頂きましたが、現状を考えますと開催中止

生にバーチャルスライドを閲覧させることで何とか乗り切っ

をせざるを得ない状況と判断させて頂きました。

ている状況ですが、解剖実習などの遠隔で実施できないもの

本年度はこのような残念な結果となりましたが、次年度以

については、実施時期を変更することで対応せざるをえなく

降 に は 再 開 を し た い と 考 え て お り ま す。 但 し、 今 後 の

なっています。先行きが未だ見通せない中で、臨床実習や試

COVID-19 の感染状況を見ながらとなりますので、確約出来

験をどのように実施するのかという課題がまだ残されている

ない事をお許し下さい。開催に向けて、様々な方法の検討も

状況です。

行っております。早急に IAP 日本支部会員の先生方に最大の
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勢原市に位置し、感染者が多発した横浜、川崎、相模原とは

COVID-19 戦記
東京女子医科大学・病理診断科

相模川で隔てられている。救急受診者や手術予定者に PCR
を施行しているが、これまで陽性者は出ていないらしい。首

長嶋洋治

都圏、神奈川県といっても地域差がある。

2 月 29 日のことでした。病棟選択実習で、5 年生 2 名を病

学生の来校を夏休みまで禁止したため、授業は Zoom を用

理診断科に迎えて、私は「病理診断の醍醐味を見せる」
、
「かっ

いてライブ配信している。ワンフロアの一角に各学年専用に

こいいとこ見せる」、「進路選択の候補として考えてもらう」

用意された小部屋が並んでおり、一人で喋っているとなんだ

などと、下心で胸が張り裂けそうでした。病理診断の手順、

かラジオの DJ にでもなったような気分である。全学共通シ

標本の見方、免疫染色の組み方などと手製の資料を早朝から

ステムは早々とダウンして全国ニュースになった。実習は、

印刷、手ぐすね引いて待ち構えていました。

もともと学生の自宅学習用にアクセス可能なバーチャルスラ

やってきた学生に、
「病理はまずは肉眼観察。ここが変と

イドシステムがあったので、そのまま利用している。7 月か

思わなければ、標本化されないからね」
、
「標本は手に取って、

ら各科目の試験が始まる。私個人の意見としては、大学は 9

まずは目で見る。紫とピンクの染まりの差が何かを考える」

月入学、在学生は 9 月からやり直しがいいと思っている。

などと得意げにやらかしていたところ…昼、学務課から一斉
にメールが飛びました。
「新型コロナウイルス感染症対策の
ために（中略）当面、休校とします。授業をすぐに切り上げ、

医科大学における「新しい生活」

学生は帰宅してください」爾来、キャンパスで学生の姿を見
ることなく、新学期に入ってからは、無人の教室（席の間に

川崎医科大学病理学

森谷卓也

新型コロナウイルス感染症蔓延に伴い、私ども川崎医科大

は衝立が新設）で、病理学総論を、録画、配信のため、語り
ました。時に、「着てはもらえぬセーターを寒さこらえて編」

学でも、様々な対応がなされました。学校法人川崎学園にコ

むがごとくに、ネタを挿入しつつ語るアヤシイ人は自分です。

ロナ対策会議が設立され、その推奨に従って行動しています。

実習では、静止画で代表的組織像を提示し、
「へモシデリン、

教育（授業、実習）、研究については、それぞれ 3 段階のレ

胆汁の鑑別点はなにか」といった課題を与えて、レポート提

ベル設定を行い、定められたレベルに従って活動することに

出させています。6 月から学生は登校開始となりましたが、

なりました。本学でも卒業式、入学式は中止しましたが、私

担当学年では、解剖実習と病理総論が並行して行われており、

物を取りに来た卒業生に対し、学長がそれぞれ証書を手渡す

学生は解剖実習（さすがにオンラインは無理）にかかりきり

という、とても素晴らしい対応をされました。
授業については全て事前に録画し、可能な学生は自宅等の

で、病理は相変わらずの無人授業継続中です。

ネット環境を用いて聴講しています。体制が整えられない学

カリキュラム長（基礎病理学講座・教授）からの指示で、
他大学に病理の授業の様子を聞き取り調査しました。病理の

生については登校し、入り口の事務室で手続き（体調報告含

授業が前期か、後期かで、事情は異なるようです。いずれに

め）し、入館証を持ってマルチメディア教室（視聴覚室）で

しろ早々の事態終息が切望されます。

聴講しています。全国で非常事態宣言が出ていた期間はその
他の用事での登校は不許可で、毎日の体調チェックと外出先

他施設の先生方と、また学会などでお目にかかれる日を楽

の記載も各学生に求めました。病院実習も中断しましたが、

しみにしています。先生方、どうぞご自愛ください。

単位を取得しなければならないことから、5 月 15 日に再開し
ました。しかし、しばらくは病院に入らずに実習を行うこと

新型コロナウイルス感染症の問題に対する
東海大学伊勢原キャンパスの対応
東海大学医学部基盤診療学系病理診断学

が条件で、病理部の実習は全て web で実施しました（写真）
。
病理部の動画（14 分）を手作りし試聴させ、課題は手書きで

中村直哉

レポートを書き写メで教員に送付、
指導は Microsoft teams
（学

神奈川県は医療崩壊を防ぐための現場起点の医療体制「神

生と教職員個人にアカウントがあるため）で実施しました。

奈川モデル・ハイブリッド版」を整備し、重症患者を受け入

その後、6 月 15 日には病院でも可能な範囲で行うレベルに変

れる「高度医療機関」、中等症患者を受け入れる「重点医療

更されました。毎朝のカンファレンス（写真）にも学生が参

機関」を指定している。東海大学医学部付属病院は高度医療

加するようになり、なるべく密を避けた席で行っています。

機関に、東海大学大磯病院は重点医療機関になり、早期から

また、病理部に滞在する時間も少なくするよう配慮していま

患者さんを受け入れている。大磯病院で重症化した場合に付

す。問題は低学年の病理実習（春は 3-4 年生の、臓器別の科

属病院に移送することなど、私立大学によくある本院と分院

目の一部）で、本学ではマルチメディア教室でバーチャルス

の協力体制、連携がそのまま活用出来ていたように思われる。

ライド を用いて実施していますが、当然できませんので、夏

なお、東海大学医学部および付属病院は、神奈川県西部の伊
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までは全ての実習を授業に切り替え、なるべく詳しく病理画

応募方法

像を説明することにしました。その成果は、試験の結果で評

他薦、自薦ともに可とするが、他薦を原則とする。

価し、秋以降につなげていく予定です。9 月からは 2 学年の「病

申請時に必要なもの：

因と病態」がはじまり、顕微鏡実習もありますので、なんと

1．応募者の履歴書（JIS 版）

かスケッチをさせたいと、方策を検討中です。なお、7 月の

2．推 薦書（推薦人がある場合）ないし、応募理由書（推

各学年の試験は、広い部屋で学年ごとに時間をずらして実施

薦人がいない場合）A4 用紙 2 枚以内。書式は問わない。

する予定です。PCC-OSCE、解剖実習など心配の多い毎日で

3．論 文の別刷 7 部（1 部はオリジナル、他はコピー可）。

す（6 月末、記）
。

PDF の場合はカラーコピー 7 部（PDF ファイルでなく、
書類を提出）
応募の締切：2020 年 8 月 31 日（当日の消印有効）
宛

先：〒 480-1195

愛知県長久手市岩作雁又 1 番地 1

…

愛知医科大学病院病理診断科気付 …
IAP 日本支部名古屋事務局

…

「IAP 日本支部・病理診断学術奨励賞」選考委員会
宛
Microsoft teamsを用いた病理実習

選考方法・発表
IAP 日本支部が指名する「IAP 日本支部・病理診断学術奨
励賞」選考委員会（日本病理学会、日本臨床細胞学会からの
外部委員も参加）において選考する。なお、受賞者の表彰は
賞状と副賞（トロフィー）の発送をもってかえさせていただ
く。また、受賞者を IAP 日本支部の News Bulletin 紙上で公
表する。

2020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

密を避けての症例検討カンファレンス

2020 年 IAP 日本支部
病理診断学術奨励賞の公募

IAP 日本支部教育委員長

清川貴子

すべてのプログラムを Web 配信の形式で開催いたします。

下記の要領にて 2020 年 IAP 日本支部病理診断学術奨励賞

現地での開催は行いません。配信は、2020 年 11 月 14 日（土）

を公募いたします。

からを予定しています。詳細は 7 月中旬に IAP 日本支部ホー

IAP 日本支部病理診断学術奨励賞選考委員長

ムページ https://www.iapjapan.org に掲載予定です。尚、病

長尾俊孝

理診断講習会および今年から開始される 4 つのスライドセミ

記

ナー（上部消化管，乳腺，肝，膵）のハンドアウトは、受講
者が電子ファイル（pdf）をダウンロードする形式に変更し
ます。

賞の名称：IAP 日本支部病理診断学術奨励賞
応募資格：日 本の医療機関に勤務する若手（論文掲載時 40
歳未満）の病理医。IAP 日本支部の会員か否かは

参加方法：オンライン登録、クレジットカード決済のみ。病

問わないが、会員であることが望ましい。

理診断講習会、スライドセミナーともに、事前の申し込みと
受講料の支払を完了している必要があります。これ以外の申

選考対象：2019 年 1 月から 12 月の間に雑誌に公表された診

込み・支払いは一切受け付けませんのでご注意ください。

断病理分野における優れた英文論文、1 編。E-pub
は含まない。但し、留学先での仕事ではなく日本

主催・後援：IAP 日本支部主催、日本病理学会後援

での仕事のみ。筆頭著者を原則とする。
受賞者数：3 名以内
賞の内容：賞状と副賞（トロフィー）
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１．病理診断講習会
テーマ：「乳腺の病理

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（甲南医療センター 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）
＊ New! は今年から行わるコース、●は今年に続いて来年
●

最近の話題」

【緒言】
「乳癌組織分類の要点」
モデレーター

森谷卓也（川崎医科大学病理学）

【教育講演 1】
「乳腺（または乳癌）疾患鑑別の要点：免疫組織化学を含めて」

も行われるコース、# 印は今回で終了するコース。

小塚祐司（三重大学付属病院病理診断科）
【教育講演 2】

専門医資格更新単位：診断講習会では教育講演 1、2 が各 1

「乳癌の多様性：治療をふまえた分子生物学的アプローチ」

単位で合計 2 単位、スライドセミナーでは各コースが 2 単位

鹿股直樹（聖路加国際病院病理診断科）

で最大 4 単位までの取得が可能です。

概要：森谷卓也（川崎医科大学病理学）

〔受講料（1 コース）〕

乳癌の病理診断は、良悪性の診断、組織型判定を基盤とし

一般会員 ジュニア会員 シニア会員
病理診断講習会 5,000 円
3,000 円
無料
スライドセミナー
10,000 円
5,000 円
10,000 円
（1 コース）

ていた時代から、乳房温存手術の導入に伴い摘出標本全体で
の広がり診断や切除断端の評価が注目されるようになった。
また、ホルモン受容体、HER2 などのバイオマーカー検索と、

非会員
8,000 円
15,000 円

病理診断講習会はハンドアウト代，スライドセミナーはバー

内因性サブタイプの概念の発達、針生検法の導入、センチネ

チャルスライド閲覧・ハンドアウト代が含まれています。

ルリンパ節に対する癌転移の検索、術前薬物療法の治療効果
判定、さらには Ki67 labeling index 測定、腫瘍浸潤リンパ球

会員料金の適応： 2020 年 8 月 1 日時点で入会手続きが完了し

や PD-L1 の判定など、検索項目が飛躍的に増加し、病理医の

ている方。

業務はますます多様化してきている。
このような現状をふまえ、本講習会では、最初に病理診断

IAP 日本支部入会について：IAP 日本支部会員は、病理学教

の基盤となる「組織型」について、乳癌取扱い規約および

育セミナーの会員割引（上記参照）
、USCAP 雑誌の会員価格

2019 年に発刊された WHO 分類（第 5 版）それぞれの考え方

での定期購読などの特典があります。詳細およびは入会申し

や、両者の読み替えの仕方のポイントについて概説する。次

込みについては IAP 日本支部のホームページ http://www.

に、乳癌の診断を行う上で欠かせない鑑別診断（良・悪性の

iapjapan.org をご覧ください。

鑑別、癌の浸潤の有無についての鑑別、類似する組織型の鑑
別、など）について、基本的な標本観察の作法、鑑別疾患の

新規スライドセミナーの概要

挙げ方と、有用な免疫染色を含めた鑑別診断のポイントにつ
いて解説していただく。さらに、最近では病理分類の一部が

「食道胃接合部・胃・十二指腸の病理」

治療の選択やその効果予測に連動していることをふまえ、日
常診療の中で乳癌の多様性をどのように評価し、臨床に役立

がん研究会有明病院

てるべきか、最新の知見を含めて述べていただく。このセッ

臨床病理センター

ションが、明日からの病理診断に直接役立つ情報提供の場と

病理部
河内

洋

本コースでは、食道胃接合部・胃・

なれば幸いである。

十二指腸を対象とします。内視鏡生検、

２．スライドセミナー

河内

食道胃接合部・胃・十二指腸の病理
＊New! 河内 洋（がん研究会有明病院 臨床病理センター 病理

洋先生

ESD といった内視鏡治療検体、手術検
体など、病理診断に供される検体のな

かで消化管は最も頻度が高い領域のひとつであり，病理診断

部）

医にとっては馴染みの深い臓器と言えますが、ピットフォー

乳腺の病理
森谷 鈴子（滋賀医科大学附属病院 病理部）
肝の病理（非腫瘍および腫瘍）
＊New!
原田 憲一（金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理）
膵の病理（非腫瘍および腫瘍）
＊New!
能登原 憲司（倉敷中央病院病理診断科）
＊New!

ルも存在します。また近年の内視鏡診断・治療技術の進歩や H.
pylori 感染率の低下に伴い、従来経験しなかった病変に遭遇す
る機会も増えています。そのような状況を踏まえ、本コース
では生検診断を中心に、今日の日常診断に結びつくような症
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例を提示し解説いたします。具体的には、腫瘍性と反応性変

肝病理診断：肝病態の多様性と
オーバーラップ

化との鑑別に迷う生検検体（逆流性食道炎・バレット食道、
薬剤性胃炎、横這型癌、過誤腫）
、異型度の低い腫瘍性病変（腺

金沢大学人体病理

窩上皮型腫瘍、胃底腺型腫瘍）
、近年再び注目されている病

原田憲一

近年の肝病理診断、特に肝生検の対

変（EBV 関連胃癌、自己免疫性胃炎）
、稀ながらも知ってお

象疾患が大きく様変わりし、あまり診

きたい疾患（遺伝性胃癌）を選びました。反省例や、診断が

断に苦慮しなかったウイルス性肝炎は

難しく臨床医との連携が重要であった例も含まれています。

激減し、生検数は少ないものの診断に

どのように診断するか、どのように臨床医と対話すべきか、
等の実際的なことも含めてお話しする予定です。症例と経験

原田憲一先生

を共有することにより、本セミナーが皆さんの日常病理診断

苦慮する症例が多くなった。それらの
主たる疾患は自己免疫性や生活習慣病

に関連した非ウイルス性炎症性肝胆道系疾患であり、経時的

のお役に立つことを願っております。

変化を含む詳細な臨床データに沿った炎症像の病理学的解釈
が要求される。また、臨床的に見逃されやすい薬物性の関与
が示唆される症例や原因不明の肝障害症例、さらに病態が

乳腺の病理

オーバーラップする症例も稀ではない。一方、肝腫瘍は腫瘍
病理部

発生学的分類に加え分子生物学的分類が進み、従来からの疾

森谷鈴子

患概念とのすり合わせと共に分類の整理がされつつある。特

昨年乳腺腫瘍の WHO 分類が 7 年ぶ

に、肝細胞腺腫、胆管癌（細胆管癌）、混合型肝癌の取り扱い

りに改訂され、第 4 版（2012）以降に

が問題となる症例があり、特に腫瘍針生検による診断時には

蓄積された臨床病理学的、分子病理学

腫瘍サイズに加え、肝血流動態・機能イメージによる評価も

的研究成果を基に組織型分類の改変が

正確な診断に重要である。また、画像では腫瘤として認識で

行われました。本セミナーでは WHO

きるが、腫瘍針生検では病変の認識が困難な病変もある。本

分類第 5 版（2019）に準拠し、日常の病理組織診断業務にお

セミナーでは日常よく目にする臨床診断の肝病理所見につい

いて病理医が比較的よく遭遇する疾患の基本的な見方や考え

て概説し、病態の多様性とオーバーラップについてご紹介し

方、および頻度は高くないが、鑑別診断上知っておくべき重

たい。

滋賀医科大学附属病院

森谷鈴子先生

要な疾患について症例を供覧、解説したいと思います。具体
的には、管内増殖性病変と浸潤癌の基本的な見方・考え方、

膵の病理（非腫瘍および腫瘍）

近年遭遇することが増加した良悪境界領域病変・リスク病変
としての上皮内腫瘍の形態学的診断とその臨床病理学的意義、

倉敷中央病院

良悪鑑別の悩ましい増殖性病変や良性疾患と関連ないしは複

病理診断科
能登原憲司

雑に混在する悪性病変、乳頭状病変の基本的な見方・考え方、

膵疾患の病理診断は切除材料を中心

線維上皮性腫瘍、その他、名前はよく聞くが実際に経験する

に行われてきましたが、超音波内視鏡

ことが少ない疾患あるいは、知名度が低いが鑑別診断上重要

下 穿 刺 吸 引 術（EUS-FNA） の 普 及 に

で、その存在を知っておくべき疾患、について取り上げる予
定です。これらの疾患について、組織学的診断のポイントに

能登原憲司先生

加えて診断に役立つ免疫染色の使い方とそのピットフォール、

より細胞診およびセルブロック法によ
る診断が求められ、さらに最近では、

組織採取を目的とする生検針の普及とともに生検組織診断に

臨床医とのやり取りの上で重要と思われる事項について適宜

シフトしつつあります。生検組織ならではの診断の難しさ、

紹介したいと思います。また、従来日本と海外で用語の使い

ピットフォールを理解し、この変化に対応していくことが病

方や考え方が異なっていた概念についてはその相互関係につ

理医に求められています。また、膵癌の頻度は増加しており、

いてもふれるようにします。

切除材料を検索する機会も多いですが、特に膵頭十二指腸切
除検体の検索は難しく、取扱い規約にある神経叢浸潤など、
病理医にとって理解しにくい内容が含まれます。このスライ
ドセミナーでは、膵の病理診断に従事されている方々が直面
している問題を取り上げ、実務に役立つ情報を提供します。
具体的には、1）生検診断における良悪性の鑑別点とピット
フォール、2）1 型および 2 型自己免疫性膵炎の組織学的特徴
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10．第 4 回ふぁんだめんたる病理診断講習会…Day-1 は中止、

と診断上の問題点、生検診断のポイント、3）膵癌切除検体

Day-2 は資料送付とメール対応の形式で実施する

における断端評価（特に迅速診断）と神経叢浸潤、4）充実

11．病 理学教育セミナー…受講料の会員料金適用について、

性髄様腫瘍の診断の秘訣と生検検体における鑑別の方法、な
どを紹介します。膵病理の基本を一通り勉強されている方に

入会手続き完了の期日を審議し承認された。また現地開

役立つレベルにしたいと考えていますが、専攻医にも理解で

催が中止となった場合の代替案を審議
12．第 8 回日台合同スライドカンファレンス…10 月開催の可

きるような解説を心掛けたいと思います。

否を審議
13．APIAP 2021 について…プログラム案が提示された

2020 年第 2 回理事会

14．2026 年 IAP Congress 立候補について…誘致へ向けての
最近の活動が提示された
15．その他

新型コロナウイルス感染症の影響により、本理事会は現地
開催を中止しメール審議にて行われた。

Upcoming meeting

審議開始日：2020 年 4 月 15 日（水）
審議完了日：2020 年 4 月 21 日（火）
参加者：岩下、長村、小田、加藤、清川、九嶋、都築、中谷、

第 33 回 IAP Congress（XXXIII International
Congress of the International Academy of Pathology）

中村、長尾、長嶋、羽賀、久岡、松原、森谷、吉野、
大谷（東京事務局）
、鈴木（名古屋事務局）

日時： 2020 年 12 月 5 日（土）－ 9 日（水）
場所：Scottish Event Campus, Glasgow, G3 8YW Scotland,

報告事項

United Kingdom

1．2020 年 USCAP 2/29-3/5, LA, USA 報告

参照 URL：https://www.esp-congress.org/

2．委員会報告

オンライン開催に変更されました。詳細はホームページをご

3．国際ポスターセッション（IPS）招聘

確認ください。

4．庶務報告
5．その他

2020 年 IAP 日本支部病理学教育セミナー
・第 60 回 IAP 日本支部総会

審議事項

すべてのプログラムを Web 配信の形式で開催いたします。

6．2019 年会計報告…承認された
7．会計監査報告…承認された

現地での開催は行いません。配信は、2020 年 11 月 14 日（土）

8．IPS 招聘国の選定、制度改革および日台交流事業について

から 1 週間程度を予定しています。詳細は 7 月中旬に IAP 日
本支部 ホームページ https://www.iapjapan.org に掲載予定

…

です。

（1）招聘国選定の見直し案が下記の通り承認された

詳細：https://www.iapjapan.org/annoucement/1.html

a）韓 国、タイ、インドネシア、マレーシアの 4 か国は
毎年、Junior 1 名を IPS へ招聘する
b）3 か国（フィリピン、モンゴル、ベトナム）をひとつ

2021年 USCAP Annual Meeting（UNITED STATES
& CANADIAN ACADEMY OF PATHOLOGY）

のグループにして、組み合わせで各国 2 回ずつ招聘
する。3 年間行うと、組み合わせで各国 2 回ずつ招聘

日時：2021 年 3 月 13 － 18 日

することとなる

場所：オンライン開催

c）3 年後にまた協議して見直しを行う

詳細：https://www.uscap.org/uscap-annual-meeting/

（2）日台交流事業の見直し案が下記の通り承認された
a）Senior の招聘は中止する

第 12 回 Asia Pacific IAP
（APIAP）
Congress

b）Junior については継続し、IPS に 3 人招聘する。招

日時：2021 年 11 月 3 － 6 日

聘費用は従来通り JDIAP が負担する

場所：岡山コンベンションセンター（岡山市）

c）この見直し案を台湾側と協議する

大会長：吉野

9．第 109 回日本病理学会総会における Asian Forum…中止

正（岡山大学大学院病理学）

公式ホームページ：https://kwcs.jp/APIAP2021/

する
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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

第 34 回 IAP Congress（XXX Ⅳ International
Congress of the International Academy of Pathology）
日

時：2022 年 10 月 14 － 19 日

場

所：Sydney, Australia

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

・第 8 回日台合同スライドカンファレンス（2020 年 10 月 3

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

入会金
年会費

日（土）－ 4 日（日）予定）は新型コロナウイルス感染症

受講料

のため、中止となりました。

病理診断講習会

スライドセミナー

事務局よりお知らせ

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

* 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

・病理学教育セミナーの参加は Web（オンライン）申し込み

■シニア（終身）会員

となります。会員の方は会員情報を事前にご確認ください。

申請できる方：65 歳以上で会員歴 20 年以上の現会員

・会員情報に変更がある方は、マイページにて変更手続きを
お願いします。マイページの ID やパスワードが不明な方、

終身会費

50,000 円，以降は会費納入を免除

Email アドレスが未登録の方は東京事務局までご連絡下さ

スライドセミナー受講料は一般会員に準じる

い。

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

東京事務局

申請できる方：病理専門医資格

TEL：050-5274-8683

未保持者

Email：tokyo.office@iapjapan.org
名古屋事務局

* 会費、受講料の改定は 2016 年 1 月 1 日から適用します

TEL：090-5876-9014

* 申請方法：HP の Membership ページ（日本語）にて様式を

Email：nagoya.office@iapjapan.org

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

JDIAP 賛助会員

IAP 日本支部会員になろう！

現在、賛助会員として下記の 8 社にお世話になっておりま
す。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

IAP 日本支部会員になるメリットは

員の皆様、当学会の活動に賛同いただける、その他の企業・

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

団体様をご紹介いただけると幸いです。

…

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

㈱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

1 コースあたり会員 10,000 円／非会員 15,000 円 …

株式会社

フィリップス ジャパン

→病理診断講習会＋スライドセミナー 2 コースを受講す

株式会社

臨床病態医学研究所

る場合

サクラファインテックジャパン株式会社

会員

…
入会金・年会費 7,000 円 + 受講料 25,000 円

…

フィンガルリンク株式会社

= 計 32,000 円 …
非会員

受講料＝ 38,000 円

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

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 …

広報委員会

- Modern Pathology, Laboratory Investigation- …

委 員 長

森谷卓也

1 冊の年間購読料 約 $99 ～、年により変動あり

副委員長

久岡正典

委

長嶋洋治

4．IAP 日本支部・IAP 本部の会報

News Bulletin
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