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� 会長　吉野　正

平素から本支部活動に多大なるご賛同とご貢献をいただ

き、まことにありがとうございます。申し上げるまでもなく、

COVID19 のワクチン接種が開始されたところですが、未だ

予断を許さない状況にあります。7-8 月の東京オリンピック

パラリンピックについて種々議論があることをみても明らか

です。

JDIAP の取り組みのうち、「ふぁんだめんたる」をWeb 開

催することはすでに決定しておりました。私どもは 11 月開

催の第12回アジア太平洋病理学会（APIAP）と教育セミナー・

スライドセミナーについて意見交換等しておりました。結果

として両者とも on demand を主体とするWeb 開催を選択す

ることとなり、2月の第一回理事会にて承認いただいたとこ

ろです。

APIAP は日本で初開催でもあり、病理学会秋期特別総会

と同会場で開催し、国際化に寄与したいと切望しておりまし

たが、APIAP 諸国の現状は非常に差があり、COVID19 を制

圧している国から現状の情報すらよくわからないところもあ

り、on site での開催が困難であると判断するに至りました。

現在 14 のセッションを予定していますが、それらを 11 月 1

日から 14 日に on demand で配信することといたしました。

機構の許諾が得られれば、病理学会の領域講習の単位とする

ことを企図しています。また、非常に特別なセッションとし

てWHO、AJCC、ICCR の co-joint meeting による病理診断

の近未来について示していただく機会を得ました。参加費も

1万円に抑えるようにいたします。更に on site に近い臨場感

を体験していただくという観点から 11 月 11 日と 12 日に

LIVE での「Q＆Aセッション」を行います。以上の

APIAP は事前登録制となります。その日程は決定次第ホー

ムページに掲載いたします（ 9月初めから 10 月 20 日を現在

考慮中です。また、それを逃した方も 2次登録をできるよう

にできるよう検討します）。積極的なご参加をお願いいたし

ます。

教育セミナー・スライドセミナーは JDIAP の最大の事業

であり、コロナ以前は病理学会秋期特別総会の翌日に開催し

ておりました。しかし、今回これもWeb 開催することとい

たしました。理由は二つあります。コロナの感染状況が不透

明で、ワクチンによりかなり沈静化している可能性が高いと

予想しますが、接種のスケジュールが未だ不透明であり、on 

siteをWebに急遽変更することは混乱を生じること必定です。

また、昨年清川先生の強力な指導力のもとWeb 開催が大成

功を収めたことを示すアンケート結果がございます。すなわ

ち、回答いただいた方の76％がWeb開催を支持されています。

このような結果から、わたくしは JDIAP の会長としてWeb

開催を決断し承認いただいたところです。現在のところ、

APIAP との重複を避けるように 11 月 16 日からの日程で on 

demand が検討されています。Web 開催とすることは決定し

ておりますので、病理診断能力を高めるという観点から積極

的なご参加いただけますようお願いいたします。もちろん、

わたくしも勉強させていただく所存です。

最後に、ご承知のように 2026 年福岡で、IAP世界大会が

開催されることが決定いたしました。小田会長、清川副会長

です。コロナから解き放たれた学会となります。face-to-face

の学会を楽しむこと、今から期待を膨らませて参りましょう。

� 松原　修、小田義直、長村義之

USCAPが virtual 開催となりましたが、その期間中に IAP 

central の Financia l Committee Meet ing, Educat ion 

Committee Meeting, Executive Committee Meeting と

International Organizing Committee Meeting が Zoom会議

で開催されました。各委員会は長村先生が President として

始動されたものでした。各々が 2時間程度ですが、London

が朝の 6時で、日本は午後 3時、Vancouver が夜の 10 時で、

アメリカ東海岸の方は誰も出席されませんでした。かいつま

んで討論内容をお知らせします。

1．IAP central の website を更新して、activity を world 

map で表現、便利になったとの報告。International 

Pathology の Bulletin も website から download して見る

ようになった。

2．COVID-19 pandemic で、face-to-face のmeeting が難しく、

virtual meeting ばかりとなっているが、こういう時だか

らこそ international communication を発展させなければ

いけないと。

3．President elect に Martin J Hale（ 南 ア フ リ カ ）、

Education Committee Chair に Ghazi Zaatari （レバノン）

が就任したとの報告。

4．IAP は、54 active Divisions に計約 20,000 人の会員を擁

している（Report of the Secretary ）。

5．経理状態は順調である旨のことTreasurer の Henry 

Tazelaar（米国）からあった。

6．David Hardwick Gold MedalがDietmar Schmidt（ドイツ、

Past President ） と Claude Cuvel ier （ ベ ル ギ ー、

European Assembly の Convener ）の二人に贈られた。

7．Social media を使った教育、Digital pathology に力を入れ

ないといけないことが論議された。

8．International Congress について、

 IAP central の各種委員会の報告

 国際病理アカデミー日本支部（ JDIAP ）
2021 年の活動予定（第 12 回アジア太平洋病理学会を含む）
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1 ）Glasgow 2020 UK： 116 か 国 か ら 4760 名 参 加、

Reg i s t ra t i on f ee は 100 Euro = 119 USD、Inv i ted 

speaker の registration free は 50% off、Roche Ventana, 

3D Histechの大スポンサーがついた、Capitation （人頭税：

IAP本部への上納金）は確か 6USD。

2 ）Sydney 2022 Australia：おそらく完全 virtual 開催にな

りそう。数ヶ月以内に開催形式を決定する予定。

3）Cancun 2024 Mexico：現地開催だが、virtual platform 

も準備するとのこと。2種類準備するのはコストが掛かり

すぎるとの意見もあり。

4）Fukuoka 2026 Japan：Fukuoka への Site Visit は 2022 の

USCAP前後になりそう（ 2021 年中にはない）。Sydney, 

Cancun ともに Professional Congress Organizer （ PCO）

は決まっているので、我々も Site Visit 前後、遅くとも

2022 Sydney Congress の前までには PCOを決めておく

必要がある。

� 教育委員会　清川貴子、松原　修

昨年はCOVID-19 のためにDay 1 の部は中止せざるをえま

せんでした。Day 2 の部は on site の顕微鏡実習は取りやめ

て郵送で行いました。今年は、外科病理診断講習会の部（以

前のDay 1 の部）はWeb オンデマンド配信の形式で開催し

ます。病理解剖診断講習会の部（以前のDay 2 の部）は去年

と同様に、発送対応およびEmail の形式で開催します。

詳細については、

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

から見てください。

●参加申し込み
参加申込期間：2021 年 5 月 6 日（木）10：00～

　　　　　　　　　　 6 月 15 日（火）23：59 まで

IAP 日本支部HPにて　支払はクレジット決済のみとしま

す。

●外科病理診断講習会の部
Web 視聴期間：2021 年 6 月 3 日（木）10：00～

　　　　　　　　　　  6 月 16 日（水）23：59 まで

受講料：20,000 円　※会員非会員問わず

　　　　　　　　　 ※受講料は税込です。

講師およびコース：

●病理解剖診断講習会の部
資料とガラス標本の発送：6月 1日（火）～順次

解答提出期間：6月 16 日（水）までにEmail にて提出

講評および模範解答の返送：7月上旬目安です。

参加費：15,000 円　※会員非会員問わず

　　　　　　　　　 ※参加費は税込です

定　員：40 名、先着順。

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

～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

を発送しますので、病理解剖報告書を作成、回答、報告書を

Email にて提出していただきます。後日、講師陣が添削をし

てEmail にて講評と模範解答を返答します。

●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

 2021 年第 5 回「ふぁんだめんたる」
病理診断講習会について

婦人科病理：
内膜組織診の基本 清川貴子　東京慈恵会医科大学

呼吸器病理：
生検診断の基本 松原　修　平塚共済病院／がん研

消化管病理：
胃生検診断の基本 九嶋亮治　滋賀医科大学

肝臓病理：
肝生検の要点と免疫組織
化学の基本

羽賀博典　京都大学

乳腺病理：
良悪性鑑別の要点 森谷卓也　川崎医科大学

骨軟部腫瘍病理：
遭遇頻度の高いもの 小田義直　九州大学

泌尿器病理：腎細胞癌：
肉眼から組織像の基本所
見

都築豊徳　愛知医科大学

ハンドアウトはWeb 視聴期間にデータ版を提供します。
本講習会は病理専門医資格更新単位の付与はありません。
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� 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（オンデマンド）形式で

開催いたします。現地での開催は行いません。スライドセミ

ナーは3コースまで受講できます。尚、ハンドアウトはすべて、

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（事前の郵送物はありません）。

視聴期間：2021 年 11 月 16 日から 12 月 5 日（予定）

参加方法：オンライン登録、クレジットカード決済のみ。病

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

込み・支払いは一切受け付けませんのでご注意ください。

申込受付など詳細は 8月中に IAP日本支部 ホームページ 

https://www.iapjapan.org に掲載予定です。

１．病理診断講習会

テーマ：「骨軟部腫瘍」

コーディネーター： 小田義直（九州大学大学院医学研究院形

態機能病理学）

【緒言】

「治療とリンクした骨軟部腫瘍の病理診断」

遠藤　誠（九州大学病院整形外科）

【教育講演 1】

「軟部腫瘍病理診断における新展開」

山元英崇（九州大学病院病理診断科・病理部）

【教育講演 2】

「骨腫瘍及び小円形細胞肉腫の病理診断における新展開」

吉田朗彦（国立がん研究センター中央病院 病理診断科）

２．スライドセミナー

病理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

単位で最大 4単位までの取得が可能です（* スライドセミナー

を 3コース受講しても付与される資格更新単位は合計 4単位

です）。

〔受講料（ 1コース）〕

会員料金の適応：2021 年 8 月 1 日時点で入会手続きが完了し

ている会員。

主題「骨軟部腫瘍の病理」

企画者：九州大学大学院医学研究院形態機能病理学

� 　教授　小田義直

1．緒言
演題名：治療とリンクした骨軟部腫瘍の病理診断（仮題）

演　者：九州大学整形外科　講師　遠藤誠　先生

内　容：Ewing 肉腫や横紋筋肉腫などの小円形細胞肉腫や骨

肉腫は治療を行う上で化学療法が必須でありその病理診断は

治療法方針決定上重要である。さらに近年様々な分子標的薬

が登場してきている。L-sarcomaと呼ばれる平滑筋肉腫や脂肪

肉腫、NTRK遺伝子再構成紡錘形細胞腫瘍、トラベクテジンの

適応となる腫瘍（粘液型脂肪肉腫や染色体転座陽性肉腫）の病

理診断も臨床上重要であることについて解説していただく。

講演 1

演題名：軟部腫瘍病理診断における新展開（仮題）

演　者：九州大学病院　病理診断科・病理部

  　准教授　山元英崇 先生

内　容：2020 年WHO分類における軟部腫瘍の新規疾患概念

（異型紡錘形／多形脂肪性腫瘍、軟部血管線維腫、NTRK遺

伝子再構成紡錘形細胞腫瘍、CD34 陽性表在性線維芽細胞腫

瘍、EBV陽性平滑筋腫瘍、横紋筋肉腫の新たなバリアント等）

の紹介と共に、孤立性線維性腫瘍や脱分化型脂肪肉腫の概念

の変化についても最新の知見を加えて解説していただく。

講演 2

演題名： 骨腫瘍及び小円形細胞肉腫の病理診断における新展

開（仮題）

New! 甲状腺腫瘍（仮題）近藤哲夫（山梨大学大学院総合研究部医学域人体病理学）

New! リンパ腫　- 節外性 -（仮題）田中健大（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理学）

New! 胸膜 ,腹膜病変（仮題）鍋島一樹（福岡大学医学部病理学講座・病理部／病理診断科）

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

＊ 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）
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）
能登原憲司（倉敷中央病院病理診断科）

＃ 子宮腫瘍
三上芳喜（熊本大学病院病理診断科）

＊は今年に続いて来年も行われる予定のコース、＃印は
今回で終了するコース。

 2021 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

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

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
チャルスライド閲覧・ハンドアウト代が含まれています。

 国際病理アカデミー日本支部
教育セミナー　病理診断講習会
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演　者：国立がんセンター中央病院　病理診断科

  　医員　吉田朗彦　先生

内　容：2020 年WHO 分類における骨腫瘍病理診断における

変更点、新たな疾患概念について解説していただくとともに、

巨細胞の出現する骨腫瘍の疾患概念の変化についても解説し

ていただく。さらに新たなカテゴリーとして設けられた骨軟

部組織発生未分化小円形細胞肉腫の中に包括されるEwing

肉腫、CIC 遺伝子再構成肉腫、BCOR遺伝子異常肉腫等の分

子病理学的診断についても解説していただく。

� 東京事務局　松原　修

JDIAP 事務局機能について移管作業を行っていますので、

ご報告いたします。20 年近くHome page, My page, News 

Bulletin の発行、会員管理（会費、入会、退会）などの業務

をお願いしていました IPEC（廣田社長）さんから、業務遂

行が困難になったとのお話があり、継続してくださる業者を

去年の 12 月から探しました。（株）国際文献社さんが、多く

の学会（180 学会とか）から学会事務局を任せられている実績、

HPを含めて ITの方もしっかりしている様子、大勢の社員が

いること、3月 12 日と 18 日の 2回の JDIAP 執行部・理事・

役員との Zoom会議での面談の結果などから、事務局機能の

業務委託を行おうと考えます。

300 人から 500 人の会員数の時と違い、今は 1,000 人を超

す会員数となり、こぢんまりとした事務局ではなかなかこな

せないほどとなりました。法人化してはという話もあります

が、1,000 人程度では、メリットの方が少ないようです。

今回の事務局機能の移管、委託での大まかなことは、以下

の 6項目となります。

 1 ．基本的な事務局業務　⇒　国際文献社

 2 ．ホームページ関係　⇒　国際文献社

 3 ．会計実務　⇒国際文献社

 4 ．会計指導、消費税　⇒

　　香川公認会計事務所（以前の業務に若干の追加）

 5 ．会計監査　⇒

　　JDIAP 監事（従来通り、現在は岩下明徳先生）

 6 ．IAP, USCAP との交渉、外国送金など　⇒

　　従来通り東京・名古屋事務局

国際文献社さんを紹介しますと、会員担当は平尾みゆき様

になります。

TEL：03-6824-9374　FAX:03-5227-8631

　E-mail:jdiap-post@bunken.co.jp

IPECさんから国際文献社さんへの業務委託の移行は 3− 5

月を考えています。なるべく早くとは望みますが、スムーズ

にいかない時の混乱を防ぎたいと考えています。委託業務の

内容の細かいところは現在も相談しています。また、これを

機会に JDIAP 内の業務の合理化、省エネを行っていくのが

よいのではと考えております。

国際文献社さんからのmail は「 JDIAP 事務局」として届

きますから承知をお願いします。

IAP 日本支部　2021 年理事・役員名簿
会長  吉野　正
  岡山大学大学院病理学
前会長  加藤　良平
  伊藤病院病理診断科
副会長  清川　貴子
  東京慈恵会医科大学病理学講座
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 
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
理事  九嶋　亮治
  滋賀医科大学臨床検査医学講座
理事  長嶋　洋治
  東京女子医科大学病理診断科
理事  原田　憲一
  金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学
理事  近藤　哲夫
  山梨大学医学部人体病理学
会計監事  岩下　明德
  AII 病理画像研究所、 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  長嶋　洋治 
委員  原田　憲一 
委員  近藤　哲夫 

教育委員会  
委員長  清川　貴子 
副委員長  中村　直哉
  東海大学医学部基盤診療学系病理診断学
委員  三上　芳喜
  熊本大学医学部付属病院病理診断科（病理部）
委員  久岡　正典 
委員  原田　憲一 
委員  近藤　哲夫 

 JDIAP 事務局機能の移管と
合理化について

 2021 年 IAP 日本支部
新理事・役員一覧
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委員  九嶋　亮治 
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  相島　慎一
  佐賀大学医学部病因病態科学診断病理学講座
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
委員  長嶋　洋治 
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
  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
  埼玉医科大学病理学・中央病理診断科
委員  田中　健大
  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）
委員  渡辺　みか
  東北公済病院病理診断科

米国交流委員会  
委員長  Mari Mino-Kenudson
  Massachusetts General Hospital, Boston
委員  木田　正俊
  University of Vermont College of Medicine
委員  大島　喜世子
  Johns Hopkins Bayview Medical Center
委員  原田　秀子
  The University of Alabama at Birmingham
IAP 本部  
President  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

日　時：2021 年 2 月 16 日（火）16：00～ 17：00、Web 会議

出席者： 岩下、長村、小田、加藤、清川、九嶋、近藤、都築、

長尾、中谷、羽賀、原田、久岡、松原、森谷、吉野、

大谷（東京事務局）、鈴木（名古屋事務局）

欠席者：長嶋

確認と審議事項
1．2021 年の理事改選役員…新理事 2名（原田憲一先生、近

藤哲夫先生）が紹介された。

2． 会計 2021 年予算に関すること…第 12 回 APIAP 岡山（吉

野会長）への 200 万円支出を再確認し、2026 年 IAP 

Congress 福岡（小田会長）に準備金として 100 万円を支

出することが追加予算として承認された。

3．2021 年の事業に関すること

　・ 第 110 回 USCAP Annual Meeting…3 月 13 − 18 日、

Web 開催

　・ 2021 年第 5回ふぁんだめんたる病理診断講習会…中止と

なった第 4回 Day-1 で依頼していた講師に再依頼し、5

月にWeb 開催で実施。

　・ 第 61 回 IAP 病理学教育セミナー…11 月にWeb 開催と

することが承認された。また病理診断講習会およびスラ

イドセミナー新規 3コースの講師を審議し、承認された。

　・ 第 12 回 APIAP Congress 岡山…APIAP は病理学会秋期

特別総会と同時に開催され、病理学会は基本的に on site

開催を目指すが、状況によってはWeb 開催との hybrid

で行うことが示された。APIAP はWeb のみの開催で行

うことが承認された。APIAP のWeb 開催準備の進捗状

況についても説明がなされた。

　・ 第 17 回日韓合同スライドカンファレンス…中止

　・ 病理学会秋期特別総会における IPS…中止

　・ JDIAP 60 周年記念事業…News Bulletin の 60 周年記念

特集号を発行し、会長、理事役員、名誉会員などからの

 2021 年第 1 回理事会
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寄稿、また 50 周年記念誌以降の役員名簿、教育セミナー、

Awards などの記録を掲載する。可能であれば、式典、

Party を行う。

　・ 2026 年 IAP Int’l Congress 福岡…IAP本部からの site 

visit、事務体制、PCOの選定、病理学会との兼ね合いな

どを審議した。

4． 事務局機能の問題…IPEC から別の業者への新たな業務委

託を審議した。基本的な事務局業務並びにHP関係は新た

な業者へ委託、会計実務と会計監査は香川公認会計事務

所へ委託、IAP, USCAP 本部への対応は従来通り JDIAP

事務局担当とすることがそれぞれ承認された。

5．従来業務の合理化策について…以下が承認された。

　・ Paperless に努めること

　・ 教育セミナー、ふぁんだめんたる病理診断講習会の事業

の外部委託

　・ News Bulletin を PDF file によるmail 配信のみとする

　・ 学術奨励賞への応募提出書類を電子化のみとする（応募、

論文提出も PDF file で）

　・ 各種委員会のWeb 会議の推奨、理事会だけは face-to-

face をできる限り追求する

　・ 事務局の電話対応を無くしmail 対応だけにすることが提

案され、継続審議となった

6． 名誉会員の選考基準について…名誉会員の条件をより明

確にすることを審議した。

報告事項
1．長村先生の IAP本部 President 就任について

2．2026 年 IAP Int’l Congress 福岡開催誘致成功について

3．庶務報告および会員関係について

日　時：2021 年 11 月 16 日（火）− 12 月 5 日（日）（予定）

場　所：Web（オンデマンド）開催

参照URL：https://www.iapjapan.org/annoucement/

日　時：2022 年 3 月 19 日（土）− 24 日（木）

場　所： Los Angeles Convention Center and JW Marriot 

LA Live, Los Angeles, CA

参照 URL：https://www.uscap.org/uscap-annual-meeting/

なお、本年のUSCAPについては、USCAP 会員登録されて

いる方は、5月 14 日まですべてのプログラムをオンデマンド

で視聴できます。

Future USCAP Annual Meetings

March 19 – 24, 2022

Los Angeles Convention Center and JW Marriott LA Live – 

Los Angeles, CA

March 11 – 16, 2023

New Orleans Convention Center and Marriott New Orleans 

Downtown – New

Orleans, LA

March 23 – 28, 2024

Baltimore Convention Center – Baltimore, MD

March 22 – 27, 2025   Boston, MA

March 21 – 26, 2026   San Antonio, TX

March 13 – 18, 2027   Vancouver, Canada

日　時：2022 年 10 月 9 日（日）− 14 日（金）

場　所： International Convention Centre, Sydney, Australia

参照 URL：https://iap-aus.org.au/events/iap2022/

日　時：2024 年 10 月 26 日（土）− 31 日（木）

場　所：Cancun, Mexico

日　時：2026 年

場　所：福岡市

大会長：小田　義直（九州大学大学院形態機能病理学）

日　時：2021 年 6 月 3 日（木）− 16 日（水）

場　所：Web（オンデマンド）開催

日　時：2021 年 11 月 1 日（月）− 14 日（日）オンデマンド

　　　　同 11 月 11 日 12 日 LIVE「 Q＆Aセッション」

大会長：吉野　正（岡山大学大学院病理学）

参照URL：https://kwcs.jp/APIAP2021/

参加費 1万円（事前登録制）

 Upcoming meeting

第 5 回「ふぁんだめんたる」病理診断講習会

第 111 回 USCAP Annual Meeting

第 12 回 Asia Pacific IAP （ APIAP ） 
Congress

2021 年度 IAP 日本支部病理学教育セミナー
& 第 61 回 IAP 日本支部総会

第 34 回 IAP Congress

第 35 回 IAP Congress

第 36 回 IAP Congress
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・ 2021 年の会費請求書を昨年末にお送りしています。まだ支

払いの済んでいない方は手続きをお願いします。なお名誉

会員、シニア会員の方は会費免除のため請求はありません。

・ 会員情報に変更のある方は、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、PWが不明な方、Email

アドレスを未登録の方は東京事務局までご連絡ください。

東京事務局

TEL：050-5274-8683

Email：tokyo.office@iapjapan.org

名古屋事務局

TEL：090-5876-9014

Email：nagoya.office@iapjapan.org

＊�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 歳以上で会員歴 20 
年以上の現会員。
　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。
＊会費、受講料の改定は 2016 年 1 月 1 日から適用します。
＊ 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。

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　長嶋洋治

　　　　　近藤哲夫

　　　　　原田憲一

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．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

 事務局よりお知らせ

 IAP 日本支部会員になろう !

一般会員 シニア
会員

ジュニア
会員 非会員

入会金  1,000 円 − 1,000 円 −

年会費  6,000 円 50,000 円
（終身会費） 4,000 円 −

病理診断講習会
受講料  5,000 円 無料 3,000 円  8,000 円

スライドセミナー
受講料 10,000 円 10,000 円 5,000 円 15,000 円

JDIAP 賛助会員
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