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｜巻頭言 Foreword｜　 JDIAP会長  吉 野    正

To celebrate the 60th anniversary of the Japanese 
Division of IAP

 Tadashi Yoshino, MD, PhD
 President, JDIAP

We would like to congratulate our members on the 60th anniversary and 
thank all the colleagues of our members and non-members who have 
continuously supported and developed our Division. The officer list was 
surveyed by Dr. Matsubara, but it looks to take a lot of effort. I would like to 
write about recent special matters from the standpoint of being in charge of 
the current president. 
First of all, there is a dramatic increase in the number of our members. I 
remember that Dr. Kato took the lead and explained the merit of becoming a 
member, and as a result, the number of members exceeded 1,100. And that 
became the driving force for bidding the International Congress of IAP under 
Dr. Oda in Fukuoka in 2026. It is also very important that Dr. Osamura 
becomes the president of IAP central. Dr. Matsubara was also awarded the 
gold medal for his achievements. 
Currently, the CORONA-19 has had an impact that will change the world, but 
this year （2021）, the 12th Asia-Pacific IAP Congress was held for the first 
time in Japan, but it was unfortunately forced to be held on the Web. The 
status will be described in our News Bulletin No. 4 of 2021. We would like to 
take this opportunity to thank you for your cooperation. 
The increased number of our members make our work heavier, but the 
volunteer activities of each chairperson and committee member are really 
active, and various clear progresses are being made. In particular, Dr. Kiyokawa 
is a really heavy worker and has prepared a great deal for educational 
seminars. For the past two years, COVID-19 has forced us to hold a web site, 
but there must be merit and demerit, and I feel that it is time to think about 
what we should do in the future. 
Although we are celebrating our 60th anniversary, the goals and mission of 
our Division for education and internationalization have not changed at all, 
and we hope to continue to make further progress in the future. It has been 
decided that Dr. Oda and Dr. Tsuzuki will be the next and next presidents. At 
the time of the 2026 Fukuoka IAP World Congress, Adversely affects by 
COVID-19 will end. I am hoping and confident. 
Last but not least, I hope the continued development of our society and 
members.
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ Dr. Steven G. Silverberg （JDIAP Top Adviser, Honorary Member）

My Sincere Greetings and Congratulations to the Japanese Division of the International Academy of Pathology 
（JDIAP） on the Occasion of its Sixtieth Anniversary!
When I first came to Japan in 1966 and began to attend JDIAP meetings, both JDIAP and I were in our professional 
infancy: JDIAP was five years old, and I was four years out of medical school and only a few weeks past finishing 
my Anatomic Pathology Fellowship at Memorial Sloan-Kettering （which was then known as Memorial Center for 
Cancer and Allied Diseases）.  Professor Tomizo Yoshida had been JDIAP President since 1961, and remained in 
that office until 1972: He has been followed in that office by sixteen other eminent Japanese pathologists, all of 
whom I have had the pleasure and honor to know, up to and including current President Tadashi Yoshino.  From a 
membership of forty pathologists in the 1960s, JDIAP has grown to currently over one thousand regular members, 
and I am proud to be among the seventeen current （and nine deceased） Honorary Members, who represent Korea, 
Australia, and the United States as well as Japan.
JDIAP has represented leadership in Pathology not only in Japan, but also throughout Asia and worldwide.  I 
enjoyed the opportunity to participate in this leadership by organizing and hosting the Shonan Seminars for ten 
years, which were attended not only by Japanese pathologists but many from other Asian countries as well.  JDIAP 
has also sponsored many other educational symposia and slide seminars in Japan and its members have 
contributed to similar programs abroad, and JDIAP played a major role in the establishment of the Assembly of 
Asia Pacific International Academy of Pathology （AAPIAP） in 1995.  In addition, JDIAP has hosted the IAP 
International Congress in Nagoya in 2000, and has supplied two recent IAP Presidents and one Vice-President 

（Drs. Ushigome, Osamura, and Matsubara, respectively）.
An old American joke concerns the person who is boasting about all he has done for a friend, when the friend 
replies “Maybe so, but what have you done for me lately?”.  JDIAP can be proud that it has a good answer to this 
question, with its hosting of the 12th meeting of AAPIAP （by web from Okayama in 2021） and the 36th IAP 
International Congress in Fukuoka （we all hope not by web） in 2026, with Dr. Yoshinao Oda as President-Elect.
I am confident that JDIAP will continue this laudable record not only in the next few years, but also in its next sixty 
years, and again extend my sincere congratulations on your first （but  far from last） sixty years.

Sincerely,
Steven G. Silverberg

Japan Night in 
USCAP  2012

IAP海外・本部関係者より 
From IAP central, headquarters officials and oversea division officials 
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１．IAP海外・本部関係者より

１．From IAP central, headquarters officials and oversea

Dr. and Mrs. Kiyoe Silverberg 

❖  Dr. Robin Cooke （Emeritus Editor of the IAP News Bulletin, Honorary
Member）

I am honoured to have been asked to contribute an article to the commemoration of 60 years since the formation 
of the Japanese Division of IAP.I would like to take you for a tour down memory lane since I first contacted the 
JDIAP. It was a dynamic organisation with dedicated leaders. At this time, I met the retiring leaders and the 
incoming leaders. The leadership has changed a few times since then and there is now a new leadership team. I will 
illustrate with photographs I published in editions of the News Bulletin of the IAP, of which I was editor, the 
highlights of the activities of the JDISP in that time. IAP News Bulletin 02-2000International Congress of the IAP 
was held in Nagoya October 2000. This was the first Congress to be held in Japan. There is stiff competition 
between Divisions for the privilege of hosting an International Congress. A great deal of work would have been 
done by both the Old Guard and the New Guard to win the bid for this Congress, the first to be hosted by JDIAP. 

（The second one was a virtual one held in 2020.） IAP News Bulletin 02-2000. 

This photograph was taken on a 
visit to Japan with a view to 
obtaining information for 
advertising the Congress in 
the News Bulletin. Shinichiro 
Ushigome, Makio Kawakami, 

Robin Cooke,  Minoru Suzuki, 
Keiso Takaki, Eisei Ishikawa. IAP 
News Bulletin 02-2000
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

The old guard seated - Shinichiro Ushigome 
（President of the JDIAP）, Rikuo Machinami 
（President of the Congress）, Minoru Suzuki （Past 
President of JDIAP） The new guard standing - 
Osamu Matsubara （Secretary -Treasurer of JDIAP）, 
Robert Osamura （President elect JDIAP）

a  Shigeo Mori  （Chairman of the Scient if ic 
Committee）  
b  Atsuhiko Sakamoto （Secretary General of the 

Congress）  
c Junichi Hata （Treasurer of the Congress）  
d  Tomoyuki Shirai （Chairman of the Nagoya 

Committee）

Prince Hitachi and Princess Hanako, Robin Cooke, 
Shinichiro Ushigome. It was most unusual for a member 
of Royal Family to attend such meetings, but Ushigome 
asked him, and he agreed. Usually the press and visitors 
are kept at a respectful distance, but to the amazement 
of the Japanese, and the delight of all the delegates, the 
Royal couple mixed with the delegates and posed to 
have photographs taken. IAP News Bulletin 04-2004
International Congress of the IAP, Brisbane, 2004.
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１．IAP海外・本部関係者より

１．From IAP central, headquarters officials and oversea

Shinichiro Ushigome （President of IAP） Bob 
Eckstein （President of Scientific Committee） 
Warick Delprado （President of Australasian 
Division of IAP） Robin Cooke （President of the 
Congress） Prof. Ushigome was the first Japanese 
President of the IAP, and he delivered the opening 
welcome to the delegates to the Congress.
IAP News Bulletin 02-2017
USCAP Annual meeting in San Diego

Osamu Matsubara received a gold medal of the IAP for 
long and distinguished service to the JDIAP and the 
International IAP. This was the last of the gold medals 
made of real gold that Prof. David Hardwick, Uni. of British 
Columbia, Vancouver, Canada donated to a small number 
of deserving people. 

At the biannual meeting of the Council 
of the Asia Pacific Association of the 
IAP （APIAP） held in Bali, Indonesia in 
2017. The Japanese delegates can be 
seen. The JDIAP was one of the 
founding Divisions of this Association, 
and they have been active members 
since its inauguration.
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

At the annual meetings of the USCAP, 
the JDIAP have a dinner for their 
members attending the meeting, 
overseas members of JDIAP, and 
friends of the Division. This is a good 
way of keeping in touch with the 
Japanese diaspora. Congratulations on 
what you have achieved in the past 60 
years. Keep up the good work.

Robin Cooke
Emeritus Editor of the IAP News Bulletin. 

 ❖  Dr. Jane Dahlstrom OAM （IAP Past Chair, Educational Committee, 
Former President, Australasian Division）

Congratulations to the Japanese Division of the International Academy of Pathology 
（IAP） for its unending dedication to the mission of Pathology advancement through 
continued active contributions and educational exchanges for 60 years. Few Divisions 
have had so much impact domestically, in the Asia-Pacific Region and Internationally as 
you. As the immediate past Chair of the Education Committee of the IAP, and President 
of the Australasian Division of the IAP, I have seen firsthand the active participation of 
your Division in delivering education programs to underserved regions of the world 
including Fiji and Vietnam. The Division is going from strength to strength through the 
enthusiasm of its membership （young and older） and activities. Attesting to this, the 

Japanese Division is hosting the 12th Asia Pacific （AP） IAP Congress this year as a virtual meeting and will be 
hosting the 2026 World Congress of the IAP （with Yoshinao Oda as Congress President）. 
I would particularly like to acknowledge the sustained contributions of Robert Osamura （Current President of IAP 
Central）, Osamu Matsubara （Current representative for Asia-Pacific on the IAP Central Education Committee） and 
Shinichiro Ushigome （Past president of IAP Central）. I wish Tadashi Yoshino （Congress President） and Takako 
Kiyokawa （Congress Vice-President） the very best for the APIAP meeting this November. May the celebrations of 
the 60th Anniversary of your Division go well- it is certainly an achievement to be proud of. 

Jane Dahlstrom OAM
Australasian Division of IAP
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１．IAP海外・本部関係者より

１．From IAP central, headquarters officials and oversea

 ❖ Dr. David Kaminsky （USCAP Executive Vice President）

The United States and Canadian Academy of Pathology 
congratulates President Tadashi Yoshino and the 
members of the Japanese Division of the International 
Academy of Pathology on the occasion of its 60th 
Anniversary, and thanks your division for its sustained 
support of IAP objectives and collaboration with USCAP 
in global education, communication, and publications.

--- Respectfully, David B. Kaminsky, MD, FIAC, Executive 
Vice President, USCAP

Education Committee, Jordan 2018

Meeting at USCAP 2019

Kurashiki 2021 （with Dr. Matsubara）

Education Committee, Cologne 2016
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

In  LAX 2020 （w i th  Drs . 
Osamura and Matsubara）

 ❖ Dr. George Kontogeorgos （IAP Past President）

In LAX 2020 （with Dr. Cooke） 
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１．IAP海外・本部関係者より

１．From IAP central, headquarters officials and oversea
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ Dr. Dietmar Schmidt （IAP Past President）

12 国際病理病理アカデミー日本支部 60周年記念誌



１．IAP海外・本部関係者より

１．From IAP central, headquarters officials and oversea

Tokyo 2018 

 ❖  Dr. Ray McMahoon, Allison Booth and Charles Ramey （IAP central 
Secretary） 

Dear friends and colleagues in the Japanese Division

It is a great pleasure to send our congratulations and best wishes to you in Japan on the occasion of your 60th 
anniversary. You have been a very active division throughout the years providing tremendous education within 
your home country but also within the Asia Pacific region in your role as vital members of the Asia Pacific 
Assembly. You have been very active in the affairs of the IAP, and it is a wonderful coincidence that Dr Robert 
Osamura is the current President of the IAP, coming from the Japanese Division in Tokyo. In addition you have 
provided the venue for our Biennial Congress, held very successfully in 2000 in the city of Nagoya, and you are 
currently busy preparing to host the meeting in Fukuoka in 2026.

The activities that you have fostered have contributed greatly to the strong state of pathology in the Asia Pacific 
region and I wish you all the best for your continuing fruitful activities going forward. 

With best wishes 
Charles Ramey, Alison Booth and Ray McMahon 

Professor Ray McMahon
Secretary, International Academy of Pathology
Consultant Gastrointestinal Pathologist, Department of Histopathology
Manchester Royal Infirmary, Oxford Road
Manchester M13 9WL, UK
+44 161 276 8815; Fax +44 161 276 6348
ray.mcmahon@iapcentral.org
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖  Dr. Ho-Keung Ng （IAP Former Chair, Educational Committee, Hong 
Kong Division）

I sincerely congratulate the Japanese Division of the International Academy of Pathology on its 60th birthday.  
Very few IAP divisions can exceed the Japanese division for the years of existence and even fewer divisions can 
match them for the enormous contributions they have made towards pathology education in the world and in Asia 
Pacific.  I have great memory of the International Congress at Nagoya held in 2000 and in the interim years, they 
not only regularly contributed speakers, lectures and courses to the APIAP congresses or local Asia Pacific 
divisional meetings, many of their members like Professors Bob Osamura or Osamu Matsubara provided role 
models and inspiration to all young pathologists in the region. I can see the division under the leadership of 
Professor Takashi Yoshino has prepared an amazing program for the upcoming APIAP Congress.   I look forward to 
meeting many of my old friends again, albeit online. 

Ho-Keung Ng
Chinese University of Hong Kong”

Allison and Charles  Ray （with Dr. Matsubara）   Ray and Charles
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１．IAP海外・本部関係者より

１．From IAP central, headquarters officials and oversea

Executive Committee Meeting 2016

 ❖ Dr. Francisco Couto （IAP VP, President, Indian Division）

MESSAGE

I am very happy to hear that the Japanese Division of the International Academy of 
Pathology is celebrating its 60th anniversary and bringing out this Commemorative 
Magazine on this happy occasion. 
The JDIAP is one of the most active and vibrant Divisions of the IAP and has done much to 
forward the cause of the IAP and its goal of worldwide Pathology Education as well as 

advancement of Pathology as a discipline internationally. It currently boasts more than one thousand active 
members and has done very well in its activities over the years. 
The JDIAP has also contributed several officers, who have served with distinction, to the IAP including Presidents 
currently Dr. Robert Osamura and previously Dr. S. Ushigome and Vice Presidents Dr. Osamu Matsubara and earlier 
Dr. Osamura and Dr. Ushigome. The JPIAP have successfully organised International Congresses of the IAP in 
Kyoto （1966）, Nagoya （2000） and is organising the forthcoming Congress in Fukuoka （2026） and also the 
AAPIAP Congress in Okayama later this year. 
I congratulate the JDIAP and its members on this memorable occasion and wish all the best for your future 
endeavors. 

（Dr. Francisco Couto）

 ❖ Dr. Gary Tse （IAP VP, President, Hong Kong Division）

Congratulatory message to JDIAP 60th Anniversary

I would like to extend my heartiest congratulations to the Japanese Division of International Academy of Pathology 
（JDIAP） on their 60th Anniversary. 
Being one of the large divisions in the Asia Pacific region, the JDIAP has longed play a key role within the country 
in pathology education and as an advocacy of pathology training for the past 60 years. In addition, the Division has 
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

played a key leadership role in pathology education within the region and globally. The numerous meetings that 
were well organized with stellar international and local speakers and comprehensive programs. The Division has 
shown indefatigable efforts in promoting pathology education and spreading knowledge, with many eminent 
members of the Division lecturing and co-organizing various meetings in other divisions, and these efforts are all 
deeply appreciated by the neighboring divisions. During the long history of the Division, it has also organized many 
key IAP international meetings, and we are all full of expectation to the upcoming Asia Pacific IAP meeting and the 
IAP International Congress. This is a solid testament to the Division’s outstanding ability and commitment to 
further the cause of IAP in education.
The Japanese Division has also played an important role in the IAP organization. Members of the Division has 
served the IAP as President, long standing members of Vice President of Asia, convener of the Assembly of Asia 
Pacific IAP, as well as other key roles. The Division has contributed significantly to the inception and formation of 
the Assembly of Asia Pacific IAP, a novel entity at its time of establishment, and the first Assembly in the history of 
IAP. This concept has now evolved and matured and is highly successful in coordinating regional activities, and 
catering to the special needs of underserved divisions in their respective regions. 
In the coming years I am certain the Division will continue to flourish and to lead the regional in facing all the 
challenges in the future. Happy anniversary to JDIAP!

Gary Tse
President, Hong Kong division of International Academy of Pathology 
Vice President of Asia, International Academy of Pathology

Indonesia 2018 （with Dr. Handjari）

 ❖ Dr. Angela Chong （Past President, Singapore Division）

Congratulations to the Japanese Division of the International Academy of Pathology on their 60th Anniversary.
We from the Singapore Division would like to take this opportunity to wish the Japanese Division all the best in the 
coming years.  The JDIAP has been a leader in the Asian concourse of the IAP and has always been very gracious in 
providing leadership and advice to the newer and smaller Divisions like ourselves. 
So thank you to all members of the JDIAP, and may you continue to be successful in all that you do.
With wishes for good health and happiness.
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１．IAP海外・本部関係者より

１．From IAP central, headquarters officials and oversea

Angela Chong  Singapore Division, IAP.  2021

Taiwan 2018 （with Dr. Lai and Mrs. Kwon）

 ❖ Dr. Puay Hoon Tan （APIAP Assembly Convenor）

I am delighted to write this message on the momentous occasion of the 60th 
Anniversary of the Japanese Division of the International Academy of Pathology 

（JDIAP） which was established in 1961.  Since its inception with 40 pathologists, 
the JDIAP has gone from strength to strength and now has a membership exceeding 
600 pathologists. Its rich history includes successfully hosting the International 
Congress of the IAP in Nagoya in 2000, and organising the Congress of the Asia-
Pacific IAP in Okayama as a virtual on-demand Conference this year that 
incorporates an exciting scientific program relevant to evolving pathology practice.  

The JDIAP sets a fine example of collaboration with collegiality.  As the current Convenor of the Assembly of the 
Asia Pacific IAP （AAPIAP）, I am grateful to the support and contributions of the JDIAP to the AAPIAP which 
comprises multiple IAP Divisions in this geographical part of the world, united by a common goal of enhancing 
pathology practice for patient care.  Despite the onslaught of Covid19 since 2020 that has prevented physical 
meetings, the pathology community has risen above this difficulty and organised many educational webinars that 
have allowed virtual interactions.  The 12th APIAP Congress hosted by the JDIAP this year is a great illustration of 
how emerging and novel scientific knowledge can be effectively disseminated through an online platform that has 
an even wider reach than conventional physical conferences.

Congratulations to Dr Robert Osamura, President of the central IAP and an esteemed JDIAP stalwart, Dr Osamu 
Matsubara, Vice President of the central IAP, Dr Tadashi Yoshino, President of the JDIAP, Officers and all members 
of JDIAP, for the dual events of the 12th APIAP Congress and the 60th Anniversary of the JDIAP in 2021.  May the 
JDIAP continue to scale new heights in pathology education and partnership.

Wishing the JDIAP a wonderful 60th Anniversary!

Dr Puay Hoon Tan
Convenor, Assembly of the Asia Pacific International Academies of Pathology
Chairman and Senior Consultant
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

Division of Pathology
Singapore General Hospital
Singapore

 ❖  Dr. Pongsak Wannakrairot （APIAP Assembly Secretary, Former 
President, Thailand Division）

Message to commemorate the 60th Anniversary of the Japanese Division IAP

I would like to express my sincere congratulations to 60th Anniversary of the establishment of the Japanese 
Division IAP.

It reminds me the first time I visited Japan about 40 years ago to study immunofluorescence in renal diseases in 
the Department of Immunology, Institute of Nephrology, Niigata University School of Medicine with Professor Fujio 
Shimizu and Professor Takashi Oite. It began my friendship with Japan Pathology. Since then, I had many chances 
to visit Japan for academic activities and leisure.

Japan and Thailand have close friendship and collaborations for long time in the history in many aspects, especially 
in pathology. The Japanese Division IAP and IAP Thailand Division have established at the same time （1959-
1960）. Since then, both divisions have had regular activities together with pathologists from both divisions. One of 
the distinct examples is the major contributions of the Japanese Division IAP to the success of the third Asia Pacific 
IAP Conference in 2003 held in Bangkok with the great support from the key persons at that time such as 
Professor Shinichiro Ushigome, Professor Robert Osamura and Professor Osamu Matsubara and many that cannot 
be named all. 

Ten years pass by quickly and I still remember the event that I, as the President of the Royal College of Pathologists 
of Thailand and the President elect of the IAP Thailand Division, attended, and gave a speech to commemorate the 
50th Japanese Division IAP Anniversary Ceremony on 18th November 2011 in Japan. I have seen the rapid growth 
and development of Japanese Division IAP and its great contributions to the World IAP and Asia-Pacific IAP. I am 
confident that the Japanese Division IAP will move forward for the benefit of the academic progress and human 
healthiness. 

Pongsak Wannakrairot, M.D.
Professor in Pathology
Department of Pathology, Faculty of Medicine
Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand

18 国際病理病理アカデミー日本支部 60周年記念誌



１．IAP海外・本部関係者より

１．From IAP central, headquarters officials and oversea

 ❖ Dr. Tseng-tong Kuo （Former President, Taiwan Division）

It is my great pleasure to congratulate the 60th Anniversary of the Japanese Division of the International Academy 
of Pathology. Your Division has been playing a major role in promoting the advancement of pathology in Asia. The 
Taiwan Division of the IAP was established in 2005. Our two Divisions started the Biennial Taiwan- Japan Conjoint 
Microscopic Conference in the following year with great success. Unfortunately, the Conference has been 
interrupted by the Covid-19 pandemic. We hope that we could resume the Conjoint Microscopic Conference soon 
to continue our friendship and exchange of new ideas. I would also like to take this opportunity to thank Japanese 
people for donating Covid-19 vaccines to Taiwan.  Congratulations !

Tseng-tong Kuo, MD, PhD from Taiwan.  July 27, 2021 

Hiroshima 2018 （with Dr. Hashimoto）

 ❖ Dr. Shih-Ming Jung （Former President, Taiwan Division）

Dear colleagues in JPIAP,

Congratulations on 60th Anniversary of the Japanese Division of IAP!
I thank very much the Japanese Division of IAP and professor Osamu Matsubara for inviting me and Professor 
Tseng-tong Kuo to attend the 50th Anniversary Ceremony of the Japanese Division of IAP on November 18, 2011, 
at Japan Education Center, Tokyo. 10 years have passed since then. However, the friendship between the Japanese 
division and Taiwan division is greatly strengthened, despite the epidemics of COVID-19.
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「大業並舉　一元二立　天高地濶；事事砥礪　磐堅如山 功成大業萬古心。」
　　　“Grand Achievement Lifted One, 
　　　gives birth to two, 
　　　As heaven and earth stretch far and wide.
　　　Worked to grueling perfection, 
　　　Steady as the mountain,
　　　Grand achievement runs deep.”

With best wishes for your Diamond Jubilee Celebration!

Shih-Ming Jung, MD
Past President, Taiwan Division of IAP
Past President, Taiwan Society of Pathology
Past President, Asia-Pacific Society for Molecular and Immunohistology
Past Congress president, The 7th Asia Pacific IAP Congress 

2018 （with Dr. Matsubara） 

 ❖ Dr. Chiung-Ru Lai （President, Taiwan Division）

Congratulations on your 60th anniversary and best wishes for the next 60 years and more.
On behalf of the Taiwan Division of the International Academy of Pathology （TWIAP） and Taiwan Society of 
Pathology （TSP）, I would like to convey my warmest congratulations to Japanese Division of the International 
Academy of Pathology （JDIAP） on your 60th anniversary. 
As I learned from your history, in 1958, the President of IAP, Dr. Chapman H. Binford visited Japan. Dr. Yoshida 
Tomizo accompanied with other pathology professors proposed to set up the Japanese division of IAP. After 3 
years of hard work as well as the cognition of The Japanese Society of Pathology （JSP）, the JDIAP was finally 
established by 40 pathologists （councilors of JSP） in 1961. 
In these 60 years, your endeavor to devote yourselves to the activities of IAP worldwide, not only limited in Asia-
Pacific, and promote the collaborations with other country divisions are well appreciated. You certainly could be 
very proud of your division. You have reached your goal in achieving excellent results of your society’s objectives, 
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which comprise conducting operations of the International Academy of Pathology （President: Dr. Shinichiro 
Ushigome （2003-2004）; Dr. Robert Osamura （2020-2022）; Vise President: Dr. Osamu Matsubara （2014-2022）; 
host of the 23rd International Congress （2000 in Nagoya）; host of the 12th Asia Pacific International Academy of 
Pathology Congress （APIAP 2021 in Okayama）; bidding for the 36th International Congress （2026 in Fukuoka）, 
communicating with the International Academy of Pathology, central, and other country divisions （regular Joint 
Slide Conferences with Korean and Taiwan divisions）, developing the pathology activities, and promoting the 
pathology education. 
Congratulations to each and every one of JDIAP on the occasion of your 60th anniversary. May you continue your 
efforts in providing more activities and collaborations and fulfill your mission for a better worldwide pathology 
community. We look forward to more and more collaborations with you. 

Chiung-Ru Lai, MD
President
Taiwan Division of the International Academy of Pathology
Taiwan Society of Pathology

2018 AAPPS

Nagoya  2016
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 ❖ Dr. Insun Kim （Former President, Korean Division）

Ten years ago in 2011, I was invited to address a congratulatory message for the fiftieth 
anniversary of founding the Japanese Division of IAP in Tokyo. Again, it is my great 
honour and privilege to be invited to deliver a congratulatory message on the occasion of 
the sixtieth anniversary of the Japanese Division of IAP.

Since I first met the late eminent professor Munetomo Enjoji at IAP held in Vienna in 
1986, I have met numerous Japanese pathologists through various academic meetings 
such as IAP, APIAP and Japan-Korea Joint Meeting. In my view, pathology studies in Japan 

are profoundly deep and highly advanced. In other words, there have been many noted Japanese pathologists 
throughout the world. I do know that professor Shinichiro Ushigome once served IAP as president and professor 
Robert Osamura is currently serving IAP as president. They are global leaders in the international society of 
pathology.

To me, biennial Japan-Korea Joint Meeting has contributed enormously to the development of pathology in various 
fields since it started in 1989. I believe that only a close collaborative work and academic exchanges between the 
two countries will make a long stride in the pathology as IAP and APIAP do.

Despite COVID-19 pandemic, I wish the twelfth APIAP conference will be successfully held in Japan this year. I also 
wish IAP scheduled to be held in Japan in 2026 will run like clockwork.

Once again, I send my heartfelt congratulations on the sixtieth anniversary of founding the Japanese Division of 
IAP.

Kim, Insun, MD, PhD
Emerita Professor of Pathology, Korea University
Head of Pathology Department in Jinju Korea Hospital
Former President of the Korean Society of Pathologists and the Korean Division of IAP （2011）

 ❖ Dr. Kun-Young Kwon （Former President, Korean Division）

Congratulatory Message
I would like to convey my congratulation on the 60th anniversary of the establishment of the Japanese Division of 
International Academy of Pathology （IAP） in this year. The Japanese Division of IAP was established with the great 
role of professor Tomizo Yoshida （then general affairs secretary of the Japanese Society of Pathology）, Dr. 
Egashira, Dr. Binford （then Chairman of the IAP）, and participation of 40 members of the Japanese Pathology 
Society （from the name of the councilor of the Japan Pathology Society） in 1961. 
The Japanese Division of IAP has achieved many developments through regular educational seminars, symposiums, 
new bulletin and archives publication, membership expansion, and active international academic activities since its 
establishment in 1961. The Japanese Division of IAP has made a great contribution to the development of 
international pathology through hosting or active participation of international academic meetings including IAP, 
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Asia Pacific International Academy of Pathology （APIAP） and other numerous academic conferences over the past 
60 years.
I would like to express my warm congratulation on the 60th year anniversary to the committee members and 
members of the Japanese Division of IAP and expect their continued activities in the future. I would also like to 
send Congratulatory Message on monumental compilation of the 60th Anniversary Commemorative Magazine. 

Kun-Young Kwon, M.D., PhD.
Former President
Korean Division of IAP and The Korean Society of Pathologists 

2018

 ❖ Dr. Shahid Pervez （President, Pakistan Division）

It is my proud privilege to congratulate ‘Japanese Division of IAP （JDIAP）’ on auspicious occasion of its 60th 
foundation anniversary on behalf of my division. In these 60 years like Japan’s unprecedented growth and impact 
on world at large, JDIAP has also come a long way since its humble beginning in 1961 with 40 members on board. 
Today it is one of the largest divisions of IAP with about 1100 members. Incidentally JDIAP is also holding 12th 
Asia Pacific Congress of IAP （APIAP） as virtual event in November this year while a mega event of World IAP 
congress is awaited in Fukuoka, Japan in 2026 after a successful bid by JDIAP last year. IAP-Pakistan Division 
which was founded about a decade ago not only enjoys a close working relationship with JDIAP but also benefited 
by its generosity on several occasions including a travel bursary for one of our young pathologists to present her 
work. We are certain to have a mutually beneficial close relationship between the two divisions in coming years. 
Finally heartiest congratulations and very best wishes to JDIAP as an icon at the forefront in Pathology education 
and as one of the global leaders in the progress of our speciality which is at the heart of modern medicine.

Prof. Shahid Pervez
President, IAP-Pakistan Division
https://www.hcsp-iap.pk/
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Jordan 2018

 ❖ Dr. Norain Karim （VP, Malaysian Division）

60th Anniversary of the establishment of the Japanese Division of IAP

It was still fresh in my memory of my first encounter with the Japanese division of 
IAP （JDIAP）, when I was invited as a guest from Malaysia in 2007 to attend the 
Surgical Pathology Update conference in Japan. The conference was so interesting, I 
still remember the invited speakers were the eminent Dr Steven G. Silverberg and Dr 
Henry Appleman. It is also well known that the JDIAP is not only promoting 
education to their members but also pathologists from other countries, regionally, 
particularly the Asia-Pacific, as well as globally. 

Congratulations to JDIAP on the great 60-year history.  The change you have driven, the effectiveness of your 
mission is truly impressive.  Congratulations to everyone at JDIAP for their leadership especially Dr Robert 
Osamura and Dr Osamu Matsubara whom I have known for a very long time as friends and mentors, and all the 
dedicated council members who are very committed to the mission of IAP which is the advancement of pathology 
through educational exchanges and for all the insights that you provide.

I wish JDIAP a continued success as we move forward, as impactful as the past 60 years and we look forward to 
our collaboration in the next coming years. I wish you all the best.

PROFESSOR  DATO’ DR NORAIN KARIM
MBBS （UM）, MPath （UM）, FRCPath （UK）, FRCPA （Aus）, FAMM
Professor （Pathology）
Faculty of Medicine 
Universiti Kuala Lumpur, Royal College of Medicine Perak, Malaysia
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Vice President of IAP Malaysia Division.

Surgical Pathology Update 2007 in Hayama, Kanagawa

25Records of the Japanese Division of the IAP : In Cerebration of its 60th Anniversary



｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ Dr. Nor Hayati Othman （President, Malaysian Division）
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The IAP meeting in Cape town in 2012

Prof. Wong Kum Tong, Dr. Norain Karim, and Prof. 
Nor Hayati Othman in Cape town  

The meeting at USM Kubang Kerian 
campus to set up IAPMD

27Records of the Japanese Division of the IAP : In Cerebration of its 60th Anniversary



｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ Dr. Diah Rini Handjari （President, Indonesian Division）

Dear JDIAP,
I take this moment to express my happiness and gratitude. Let us to congratulate you on your milestone and wish 
you a happy 60th anniversary!
Words are not enough to thank you for the support, knowledge shared, events held, and the opportunities you 
have given us to keep being updated about the newest issues in pathology. We appreciate the precious partnership 
we have build so far and looking forward to more future collaborations!
Best regards

Diah Rini Handjari
President INA-IAP 

Jordan 2018 
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 ❖  Dr. Robert Y. Osamura （IAP President, Former President, JDIAP, 
Honorary Member）

Congratulations on your Sixtieth Anniversary of JDIAP! 

President Tadashi Yoshino and members of Japanese Division of IAP （JDIAP）
First of all, on behalf of all members of IAP, I would like to congratulate you all on 
your great Sixtieth Anniversary and on hosting the 12th AAPIAP Congress in 
Okayama.
In order to pursue the goal of IAP, which is “advancement of pathology through 
educational exchanges worldwide”, for many years in Japan JDIAP has been giving 
Educational Symposia and half-day “slide seminars” on various topics in Surgical 

Pathology.  I also would like to bring up the annual “Shonan Seminar on Surgical Pathology” sponsored by JDIAP 
and directed by Prof. Steven G. Silverberg.  This seminar lasted for ten years, was very well accepted, and 
encouraged many members of JDIAP.  This also was a very good opportunity for young Japanese pathologists to 
meet the invited well known US pathologists in person every year.

It should be highly acknowledged that the JDIAP has contributed not only to the members in Japan but also to the 
entire Asia-Pacific region throughout its sixty year history. Conjoint meetings with the individual Asia-Pacific 
Divisions have encouraged surgical pathology based on mutual friendship. Based on these activities, the Assembly 
of Asia Pacific International Academy of Pathology （AAPIAP） was one of the first Assemblies established in IAP.  I 
remember that the late David Hardwick was very enthusiastic about the idea of Assemblies.
AAPIAP first started in Sydney, Australia in 1995, and Japan is holding the 12th AAPIAP （web） in Okayama this 
year （2021）.  I would like to congratulate Congress President Dr. Tadashi Yoshino and members of JDIAP on 
organizing this successful web meeting in this difficult time caused by Covid-19.
Next I should thank all members of JDIAP for their outstanding contribution to the global IAP by participating in 
various Committees and educational activities.  In this respect, Osamu Matsubara should be acknowledged for his 
long-lasting dedication.  Now it is nice to see the names of many Japanese speakers at IAP meetings including IAP 
International Congress, USCAP, ESP, and more.  These activities are well reflected by various JDIAP awards in the 
history of IAP.
Last but not least, I am pleased to mention that the XXXVI  IAP International Congress will be held in Fukuoka 
Japan in 2026.  This will be the Third International Congress hosted in Japan.  The previous International Congress 
in Japan was held in Nagoya in 2000, organized by Dr. Rikuo Machinami and Dr. Shinichiro Ushigome, so already 
26 years will have passed.  I do hope that this IAP International Fukuoka Congress will be held on site and all 
attendees will meet in person and enjoy pathology and friendship.  I appreciate the best efforts of Dr. Yoshinao 
Oda, Congress President-Elect, and the organizing members of JDIAP for success in 2026.
Let me conclude by thanking all members of JDIAP with all my heart and wishing you more great accomplishments 
in the forthcoming years.
With all my sincere love and dedication to JDIAP and IAP

Robert Y. Osamura, MD
President of International Academy of Pathology （IAP）
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 ❖ Dr. Osamu Matsubara （IAP VP, Former President, JDIAP）

60 Year History of JDIAP, Expression of Gratitude

The JDIAP was established in 1961, joined by 40 Japanese pathologists, to conduct 
the operations of the IAP and to promote the objectives of the IAP in Japan.  The 
first President of JDIAP was Professor Tomizo Yoshida, succeeded by Professor 
Kunio Oota. The JDIAP has flourished under a succession of committed Presidents, 
officers and a growing membership. The full member of the JDIAP is now over one 
thousand.
The JDIAP has honor of having its Past Presidents, Dr S. Ushigome （1998-2000, 

Brisbane） and Dr R. Y. Osamura （2020-2022, Sydney） as International President. In 1966 and 2000, the JDIAP 
hosted the International Congress of the IAP in Kyoto and Nagoya and will host it in 2026 in Fukuoka. The JDIAP 
is hosting the 12th APIAP Congress in Okayama this year. The JDIAP also has been holding regular conjoint slide 
conference with Korean and Taiwan Divisions, separately for a long time.
On November 18, 2011, the 50th Anniversary Ceremony and Reception was held at the Japan Education Center, 
and a commemorative education seminar was held at the Jikei University School of Medicine. Dr. Moon-Ho Yang, 
Dr. Insum Kim of Korean Division, Dr. Shiu-Ming Jung, Dr. Tseng-tong Kuo from Taiwan Division, Dr. Robert Ekstein 
from Austrasian Division, Dr. Pongsak Wannakrairot from Thailand Division, Dr. Guenter Kloeppel from German 
Division, Dr. Giuseppe Zamboni from the USCAP. We had great honor that Dr. Steven G Silverberg, who was from 
the United States or Goshogawara in Aomori Prefecture, also joined and participated in the lecture and commentary 
on the authentic “Tsugaru Shamisen” performed at the Reception. We are always very grateful to Steve-sensei and 
Kiyoe-san for their contributions, and support for the development of JDIAP, and his appropriate advice. We also 
published a 50th anniversary magazine. This was created mainly by Drs. Ryohei Kato, Yukio Nakatani, Toshio 
Moroboshi, and myself. This commemorative magazine can be found in the Anniversary Events Chapter in News 
Bulletin & Archives on HP.
This year is 2021, which marks the 60th anniversary of 1961. Unfortunately, the corona pandemic makes it is 
difficult to hold the general ceremonies on site, and small projects commemorating of the 60th anniversary will （1） 
significantly reduce commemorative ceremonies. （2） The commemorative magazine will be published as a special 
issue of News Bulletin. （3） We will send a special prize to commemorate the 60th anniversary and thank foreign 
teachers and friends.
Currently, the number of members exceeds 1,000. I am very grateful for the achievements of successive presidents, 
standing secretaries, councilors, and auditors, as well as the day-to-day activities of the Board of Education 
including Drs. Toshitaka Nagao and Takako Kiyokawa, the Public Relations Committee including Dr. Takuya Moriya, 
and the Young Investigators Award Nomination Committee including Dr. Toshitaka Nagao. They have contributed 
to the development so far. This fall, the 13th APIAP will be held in Okayama under Professor Tadashi Yoshino. In 
2026, the 36th International Congress will be held in Fukuoka, chaired by Professor Yoshinao Oda.
We would like to express our sincere gratitude to following many our teachers and colleagues, Drs. late Jack P 
Strong, late David F Hardwick, Robin A Cooke, Dietmar Schmidt, George Kontogeorgos, Jane Dahlstrom and Ray 
McMahon, Mr. Jim Crimmins, Mr. Charles Ramey and Ms. Alison Booth from IAP central, Drs. David Kaminsky, John 
N Eble, George J Netto and Christopher DM Fletcher from USCAP, Drs. Tseng-tong Kuo, Shih-Mimg Jung, CR Lai 
and Teh-Ying Chou from Taiwan Division, Drs. late Moon-Ho Yang, Insun Kim, Kun Young Kwon from Korean 
Division, Drs. Angela Chong and Puay Hoon Tan from Singapore Division, Drs. Norain Karim, Nor Hayati Othman 
from Malaysian Division, Dr. Nelia Tan Liu from Filipino Division, Drs. H.K.Ng and Gary Tse from Hong Kong 
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Division, Dr. Jing Zhang from Chinese Division, Drs. Diah Rini Handjari and Bethy S Hernowo from Indonesian 
Division, Dr. Francisco Couto from Indian Division, Dr. Shahid Pervez from Pakistan Division, etc.
With the great support of our international friendships, we are truly pleased that we have evolved to disseminate 
information internationally and contribute to global pathology education. We want to foster and deepen the trust 
and friendship of our international colleagues. “Love and Peace with Pathology”

Osamu Matsubara, MD,
VP, IAP central, Former President, JDIAP,
Chairman, Award Committee of JDIAP, Tokyo Office of JDIAP

Disappointed party in Jordan 2018

Dr. Fletcher in Seattle 2016

Mr. Jim Crimmins （Vancouver 2018）

Late Dr. Hardwick （Vancouver 2018）
Late Dr. Jack P Strong
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 ❖ 川﨑　悦子 様・野村　佳世 様（JNTO）
JDIAP（国際病理アカデミー日本支部）60周年に寄せて
 日本政府観光局（JNTO）MICEプロモーション部
 川﨑　悦子、野村　佳世

この度は、国際病理アカデミー日本支部が設立60周年を迎えられましたことを心よりお祝い申し上げます。
振り返りますと、2016年8月から約5年間に亘り、IAPの福岡誘致をお手伝いさせていただきました。誘致チー

ムは小田先生を中心に、長村先生、松原先生、加藤先生、吉村先生、清川先生と多くの方々がサポートされており、
毎回会合のたびに、厳しい意見がビシビシと発せられ私達も背筋の伸びる思いでした。

特にハイライトは、やはり開催地決定時のプレゼンテーションに福岡観光コンベンションビューロー（FCVB）
とともに参加させていただいたことです。

日本誘致を決定することのできた最終プレゼンテーションでは、投票権のある方々がオンデマンドで視聴できる
よう、15分のビデオ制作がIAPより要求されました。コロナ禍の緊急事態宣言下にて、県をまたぐ移動ができず、
小田先生とFCVBの合野専務理事、そして清川先生とJNTOの野村が、それぞれ個別に担当部分を撮影し、指揮官で
いらした松原先生に全体統括をしていただきました。一体感がでるように、と提案書と同じ富士山と鶴という日本
らしいモチーフのバーチャル背景を制作し、あたかも4名が同じ場所からプレゼンテーションをしているよう、工
夫する等、「チーム・ジャパン」の一端を担わせていただけたことはよい思い出です。

マザー・テレサの生きざまを模して掲げられたIAP2026の「Love and Peace」というテーマも、皆さまの温かさ
と熱意が込められており、この強い絆で結ばれたチームの一員として貴重な経験の機会をいただきましたことに感
謝申し上げます。

末筆ながら、国際病理アカデミー日本支部の一層のご発展と、会員の皆様のご活躍、そして、IAP2026が福岡で
開催されますように心から祈念をいたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

福 岡Congress誘 致 勝 利 の 祝 杯
2021, JNTO, FCVBとJDIAP

JDIAP 関係者　People involved in JDIAP 
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 ❖ 有高　啓一郎 様（福岡観光CVB）
国際病理アカデミー日本支部設立60周年に寄せて
 有高　啓一郎

国際病理アカデミー日本支部設立60周年おめでとうございます。
私のIAP日本支部とのご縁が始まったのはちょうど5年前2016年8月に九州大学大学院形態機能病理学の小田義

直先生がIAP2024の福岡誘致を考えられているという情報を受けてからです。
私どもの仕事はMICE （Meeting, Incentive, Convention, Exhibition）の福岡市誘致で、IAP2024の誘致は正に私の

ミッションそのものでした。
そのミッションクリアまでの4年半。さまざまな方と出会い、話し合い、行動したことが走馬灯のように目に浮

かびます
愛宕山のホテルで最初に松原先生と清川先生とお会いしてIAP誘致に福岡市がいかに協力して行くかを話した時

間。（個人面接のようでしたが）
キーマン招へいでMcMahon事務局長が博多織元で自国アイルランドカラーのグリーンネクタイを締めた時の笑

顔。Schmidt会長夫妻の見送り時に2022年世界水泳福岡マスターズゲームでまた会いましょうと言われた時の笑顔。
Jane豪州会長が相撲部屋で力士とチャンコを囲んだ時の笑顔。

ヨルダンでのプレゼンテーションのために松原先生監修のもと九大小田先生、慈恵医大清川先生、JNTO安藤氏、
当ビューロー合野専務とでの何回も何回もの打ち合わせと練習の日々。その投票で僅差でカンクンに負けた時の驚
きの顔。

オンライン開催となったグラスゴーでのVirtual Presentation作成のため、再度Team IAP2026が結成され小田先
生、清川先生、合野専務、JNTOの新しいメンバー野村氏とでグリーンバックで慣れない録画取りでの緊張した顔。

3度目の正直で福岡開催が決定。リアルでの打ち上げが出来ない為Virtualお祝い会でMoëtを片手に乾杯した時の
みなさんの満面の笑顔。

本当に長いようで短かった4年半でした。
私としてもビューローに来てこれほど誘致に係った案件は初めてですし、本当に貴重な経験をさせていただいた

ことを心より感謝しています。
先日8月7日に8人目の孫が誕生しました。IAP Fukuoka Congressが開催される時は5才になっています。孫が大

きく成長していくようにTeam IAP2026も更に研鑚して「福岡市最高!!」と言われるよう頑張りましょう！
開催決定はゴールではなくスタートです。私もいつまで生きているか分かりませんが、IAP2026の大成功までは

Teamの一員として老体鞭打って頑張ろうと思います。
重ねてIAP日本支部の今日までのご活躍を祝い、100周年をめざして更なるご発展を心よりお祈りいたします。

Jane Dahlstrom OAM先生と有高氏
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 ❖ 牛込　新一郎 先生（元IAP本部・日本支部会長・名誉会員）

IAP日本支部60周年を祝う　−支部と本部に関わって−
 牛込　新一郎

日本支部60周年を迎え、会員が1000人を超す発展ぶりをみて、充実した教育プログラムを実行している現会長
をはじめ、各種役員のご努力の賜物と、感謝とお祝いを申し上げます。

筆者は25周年記念誌発行以降から支部と関わり、3代目の教育委員長を拝命受けた当時とは格段の発展・活躍ぶ
りで国内のみならず、APIAP、燐国や台湾との合同コンファランスをふくめ、現在の活躍ぶりは本部のregional 
activity重要視を実行している優秀支部である。

支部発足の1961年当時は国際上のお付き合いの程度との考えから、会員数も限られ、秋の病理学会の際に土曜
日午後、環境病理などのシンポジウムが唯一の活動であった。しかし、IAPの国際会議が1966年（京都）、2000年

（名古屋）成功裡に開催された。筆者が米国留学から帰国後、若輩で京都に参加、国際化の必要性を感じ、名古屋
で関わることができた。2024年には小田義直教授が会長での開催決定に感動し、成功を期待しています。筆者ら
が名古屋での開催に向けて実現できたのは、当時支部会長の鈴木実先生の見事なpresentationのお陰であった。さ
らに本部の役員をはじめ、主要な国の先輩、友人の支持が得られたからである。故Jack P. Strong先生の終始日本
支持は別格であった。まだ健在のL. Shander女史らの支持も忘れられない。ブエノスアイレス、マドリッド、
香港、ブダペスト、ニースなどで国際会議を通じて、多数の友人を得られたことが支部にとって大きい財産となっ
た。

楽しいエピ－ソードは数多いが、一つだけ許していただきたい。筆者が本部の会長時、アテネにsight visitした際、
彼女から、旅費はExecutive seat料金を受けたか否か聞いて下さった。否と答えると、直ちに掛け合ってくれた。
また、東日本大震災の時も大丈夫か否かイスラエルからいち早くメールをくださった。さらに、忘れ難いことは故
M-H Yang先生とは日韓コンファランス等の推進を機に親しい友となり、国際会議で友となったP. Allen（豪州、元
IAP本部会長）とはAPIAPを実現のきっかけを用意したなどの思い出は尽きない。支部の益々の発展とご活躍を中
心より望みます。

 ❖ 丸山　孝士 先生（元理事・名誉会員）

国際病理アカデミー日本支部設立60周年に思う
 丸山　孝士

国際病理アカデミー（IAP）は1906年設立故、日本支部（JDIAP）が設立するまでに実に半世紀を要したことに
なる。近代日本が欧州の影響下で誕生、発展してきたことを思えば、日本病理学が欧州特にドイツ病理学の流れを
汲むことは当然かもしれない。

敗戦により、占領軍の主役の米国に目を向け、彼我の差に驚いたのもまた当然と思われる。1960年代になると
国力も増し、国立多摩（らい）研究所（当時）や国立がんセンター（当時）が開設された。その頃、私は多摩研究
所在勤であった。ある日、米軍関係の病理医Dr. Charles Binfordが多摩研究所へ視察に来訪。その夜帝国ホテルで
晩餐会を開き、在京の有力病理医を招き懇談した。私は彼の友人の立場で招かれたので、出席のお歴々が米国病理
学、特にAFIPに強い関心を示して談論されたことを覚えている。これがJDIAPの初会合であったことは後で知った。
米国病理学もまた欧州病理学を母体として発展してきたのであり、外科病理学においてもResearch Mindが重視さ
れ、Academyという名が冠されたのであろうと思う。またEnvironmental PathologyがIAPの重要なMissionのひと
つである。現今、全世界が悩まされている新型コロナウイルス感染症の拡大を収束させることは人類共通の悲願。
この達成に積極的貢献をするIAPであってほしい。宿主の種族を超えて感染するがんウイルス研究に従事した一人
として、特にその感が強い。JDIAP発足60周年に当たり、草創期の一端を知る一人として、それぞれの立場で本会
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設立とその後の発展に尽力された先人に敬意を新たにし、ますます発展を続ける本会の活動を推進している方々と
60周年の慶びを共にしたいと思う。

 ❖ 赤木　忠厚 先生（元理事・名誉会員）

IAP日本支部設立60周年記念によせて
 岡山大学名誉教授
 赤木　忠厚

私のIAPとの最初の関わりは、高知県立中央病院に勤務していた1976年にワシントンDCで開催された、第11回
IAP国際会議での発表でした。（故）江頭靖之先生ご夫妻、（故）石川栄世先生、（故）西山保一先生、牛込新一郎先
生など12名のグループでツアーを組んでの参加で、IAP日本支部の重鎮の先生方、諸先輩と親しくなれたことは私
にとって貴重な経験でした。その後もIAP やUSCAPに参加することはありましたが、IAP日本支部では1998年に

「Helicobacter pyloriと胃疾患」というテーマで教育シンポジウムのモデレーターをしたことと、理事をさせていた
だいた以外には大した活動もしていません。それにも拘わらず牛込新一郎先生や松原修先生とは親しくさせていた
だき、名誉会員にも推挙され恐縮しています。岡山での日本病理学会秋季特別総会に合わせて40周年記念パー
ティーも開催させていただきました。

昔はIAP日本支部会員は限られていましたが昨今は会員数も増し、診断病理学に関する各種講習会や講演会、韓
国・台湾とのスライドカンファレンスなどの対外的活動も活発に行われていることは喜ばしいことです。アジア・
太平洋IAPも吉野正先生会長のもとに岡山で開催されることになり喜んでいます。最後にIAP日本支部が60周年を
期に更に発展されることを祈念します。

 ❖ 町並　陸生 先生（元理事・名誉会員）

国際病理アカデミー（IAP）日本支部の活動と国際会議
 河北総合病院　
 町並　陸生

IAP日本支部の第一の目的は、会員がIAP国際会議に参加して国際的に十分に活動出来るようにお世話すること
であると思われる。この様な考えから我が身を振り返ってみると、国際会議は2年ごとに開催されており、日本支
部設立60周年となる間に、国際会議は30回あったと思われるが、私が参加したIAP国際会議は、パリ（1980年）、
シドニー（1982年）、ウイーン（1986年）、ダブリン（1988年）、香港（1994年）、ブダペスト（1996年）、ニー
ス（1998年）、名古屋（2000年）の8回で意外に少ないと感じられる。これらの国際会議には夫々に貴重な経験が
沢山詰まっているが、字数に制限があるため、最初に参加したパリと最後となった名古屋について触れてみたい。

パリには当時、神戸大学教授の浦野順文教授が計画されたグループ旅行に恩師、太田邦夫先生のお供で参加した。
浦野教授は国際会議会長Nezelof教授のパリのNecker小児病院に留学されたため、このような計画をされたものと
思われるが、後に熊本大学教授をお勤めになった高橋　潔教授が参加され、計4名の小さなグループであった。
1972年から1974年にかけてロンドンのChester Beatty 癌研究所に留学した私にとっては留学後7年経ってからの
初めての海外旅行で、ロンドンの癌研に里帰りが出来る喜びもあり、飛行機は恩師のお隣の席で旅行が出来る幸せ
を噛み締めていた。パリの会議には島峰徹郎先生も参加されたが、浦野教授のグループ旅行には参加されなかった。

第23回国際病理アカデミー国際会議及び第14回世界環境病理会議（IAP総会、名古屋）は平成12年（2000年）
10月15日から20日にかけて名古屋国際会議場において常陸宮正仁親王殿下御臨席のもとに、日本学術会議、日本
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

病理学会および国際病理アカデミー日本支部の共同主催で開催され、世界72ヵ国から、1403名の病理医・病理学
者が参加した。諸般の事情で不肖、私が会長の任に当たったが、大きな事故は起こらず、何とか無事に会議を済ま
せ、2002年アムステルダムの国際会議会長、ユトレヒト大学、ファン・デン・トウイール教授にバトンタッチす
ることが出来た。

平成11年（1999年）3月に東大を60歳で定年退職し、同年4月より東京、阿佐ヶ谷の河北総合病院で常勤の病
理医を務める様になって今年で22年目になった。相変わらず、恩師、太田邦夫先生の大学院生だった頃と同じ気
持ちで、病理医・病理学者として精進出来ることの幸せを感じている。

 ❖ 橋本　洋 先生（元会長・名誉会員）

IAP日本支部設立60周年に寄せて
 産業医科大学名誉教授　　
 日本支部会長2007～2009
 橋本　洋

IAP日本支部に関しては多くの思い出がありますが、特に印象に残っている日本・台湾合同スライドコンファレ
ンス発足を取り上げたいと思います。当時、台湾病理学会の代表の一人として活躍されていた郭承統 Tseng-tong 
Kuo先生と2000年のニューオリンズで開催された米国・カナダ病理アカデミーで再会し、日本と台湾の病理医の
交流の可能性について話し合いました。その後IAP台湾支部初代会長に就任されたKuo先生、長村義之先生、松原
修先生と私の4名で2004年に会合し、2006年に台北での第1回日台合同スライドコンファレンスが実現しました。
まず感服したのは韓国と同様に台湾の外科病理学のレベルが高いことでした。これは外科病理学の領域で活躍して
いる先生方の多くが米国でトレーニングを受けられたことによると思います。コンファレンスを終えると観光と食
事を大いに堪能したことも思い出に残っております。その後も日韓合同スライドコンファレンスと交互に隔年で文
化的行事を含めて活発に交流が続けられています。将来は日本、韓国、台湾の3か国での合同スライドコンファレ
ンスの開催の実現を期待しております。

私は、産業医科大学を定年退職して、現在は検査センターである臨床病態医学研究所に常勤で勤務しております
が、残念ながら、興味ある症例に遭遇する機会は極めてまれであり、合同コンファレンスなどでのはっとするよう
な症例に出会うのは昔のことになりました。

IAP日本支部では若手病理医育成のため、常にさまざまなプログラムを考案・実行されており日頃から感心して
おりますが、今後益々のご発展を期待しております。

 ❖ 黒田　誠 先生（元理事）

　IAP日本支部での活動を振り返って
 藤田医科大学岡崎医療センター病理診断科
 黒田　誠

私が本格的にIAP日本支部の活動に関与することになったのは、2000年10月に第23回国際会議が名古屋で開催
されることになり、地元ならではのフットワークの良い協力ができたことによります。

完全な黒子として参加者の皆様に満足していただけるように努力をさせていただきました。その後はこの影響も
あり、国際会議にはほとんど出席させていただき多くの良い思い出ができました。

更に2009年11月には名古屋で第11回日韓スライドカンファランスのお世話をする機会を与えていただきまし
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た。名古屋ならではのおもてなしをさせていただ
きこの会の運営が私自身を大きく飛躍させてくれ
ました。国際会議、日韓、日台と多くの会に出席
して多くの仲間ができたことを大変嬉しく思って
います。2017年にはIAP日本支部功労賞を授与さ
せていただき大変光栄に存じました。

私は2018年3月末に医学部の教授を定年となり
ましたが、学園の強い要請により岡崎医療センター
の開設メンバーに加えていただき2020年4月に開
院をして現在まで病院特命教授として病理診断を
継続して担当させていただいております。

今後もIAPを通して多くを学んでいきたいと考えています。これまでIAP日本支部でお世話になった皆様に重ね
てお礼を申し上げる次第でございます。

 ❖ 中谷　行雄 先生（元会長・理事指名委員会副委員長）

IAPと私
 横須賀共済病院
 中谷　行雄

IAP日本支部設立60周年を心よりお慶び申し上げます。
50周年記念誌の編集長を仰せつかり、皆で仲良く（笑）編集作業に勤しんだ日々

を懐かしく思い出しております。
次期会長であられた佐野壽昭教授が急逝されたのは2011年初春でした。そのた

め、急遽、私が2013年から会長を務めさせて頂きました。会長時代の唯一の業績（？）
と言えば年会費の引き上げ位でしたが、その後の加藤会長、吉野会長、また皆さま

のご尽力による今日のIAP日本支部活動の発展の財政的基盤に貢献したとすれば、ささやかでも胸を張りたいと思
います。

私自身、1980年の病理医1年目にIAPスライドセミナーで下里幸雄先生の「肺腫瘍」を受講以来、毎年のように
本セミナーで様々な分野の診断病理学を学んできました。またUSCAPや日韓IAP、日台IAPなど国際的なIAP活動に
参加することで、病理診断学の視野を広げ、多くの良き友人を得ることができました。IAPとの関わりのお陰で私
の病理医としての人生は実に豊かなものになったという感謝の思いで一杯です。今、診断病理学を学び始めたばか
りの方々も是非、IAP活動に様々な形で関わりをもって下さり、病理医として豊かな人生を送って頂ければと願っ
ています。
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ 加藤　良平　先生（前会長）

国際病理アカデミー日本支部60周年によせて
 加藤　良平　Ryohei Katoh

この度、IAP日本支部創設60周年を迎えましたことを、心からお慶び申し上げます。
この拙文では、IAP日本支部の50周年と60周年の間に起こった出来事について、思い
出しながらつらつらと書かせていただきます。

国際病理アカデミー（IAP：International Academy of Pathology）は、世界40ヶ国
以上の国々に支部がある最も大きな病理学の国際的団体です。IAP日本支部はこれま
で、国内では病理学教育セミナー、ふぁんだめんたる教育セミナーなどの教育活動を

行い、さらに台湾、韓国などとの合同カンファレンス、アジア諸国での教育啓蒙活動、米国、ヨーロッパ諸国との
学際的交流などを活発に行なってきました。そして、この10年の間にIAP日本支部の会員数は1000名を超えるま
でに成長しました。日本病理学会と別団体である日本の事情を考慮すれば、先進国の支部の中でも比較的多いもの
ではないかと推察できます。

60周年を迎えるにあたり、私の記憶に残る嬉しい出来事としては、2017年に松原修先生がIAP本部からゴール
ドメダルを受賞されたこと、長村義之先生がIAP本部の会長（2021～2022年）に就任されたことです。この2つは
IAP日本支部としても誇らしくもあります。さらに嬉しいことには、第12回アジア太平洋IAP会議（2021年）を日
本が担当し（岡山：吉野　正会長）、IAP国際会議の開催が2026年に福岡（小田義直会長）で行われることが決定
しています。とくにIAP国際会議の誘致活動では、2回連続に失敗しており、これが福岡に決まった時は本当に感
激しました。

最後に、今後もIAP日本支部は教育活動と国際交流においての一層の発展を祈念するとともに、日本から多くの
国際的視野を持って活躍できる病理医（国際病理医 International Pathologist）が輩出されることを願って止みま
せん。

日韓IAP　別府　2013の内分泌セッション
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 ❖ 石川　雄一 先生（元常任幹事）

IAP日本支部に関わって
 国際医療福祉大学医学部病理学 　　
 （公財）がん研究会がん研究所病理部
 石川　雄一

2021年でIAP支部は設立60周年になるとのこと、おめでとうございます。とは言っても、コロナ禍による殆ど
すべての学会、集会がwebでしか行われない中での60周年であり、「めでたさも中くらいなりおらが秋」というと
ころでしょうか。

がん研は、2005年2月に、戦前から住みなれた西池袋（大塚）から江東区の有明に移転したのですが、私は
2005年1月から病理部の部長をやっていました。がん研病理の苦手な剖検例や炎症性疾患について、防衛医大の松
原修先生に非常勤の研究員として、ご指導をお願いしていました。ある日松原先生から、がん研の人ももう少し
IAPに関わって欲しいと言われ、それもそうだと思い、2007年10月に済州島で開かれた第10回IAP日韓合同
conferenceにALK肺癌の症例報告をさせてもらいました。その頃は、7月にALK肺癌発見の第1報（Soda, Nature 
2007）が出たばかりで、病理の世界ではあまり知られておらず、組織像だけではちょっと無理な症例だったかな
と反省しましたが、ALK肺癌が組織学的に特徴のある腫瘍であることは、その後論文になりました（Inamura, J 
Thorac Oncol 2008）。

それから、2012年～15年まで理事や常任幹事をやらせて頂き、17年までは学術奨励賞選考に関与させて頂きま
した。会長だった中谷行雄先生と、「会員を1000人にしよう！」を合い言葉に頑張ったことが思い出されます。そ
の後、常任幹事は岡山大学の吉野正先生に引き継ぎ、吉野先生は現在、会長をしておられます。

私はもう退職して、国際医療福祉大や土浦協同病院でのんびり病理診断を楽しんでいるところですが、IAPでの
活動がきっかけになって多くの病理の先生と知り合うことができ、知見も広がりました。IAP日本支部の更なるご
発展を祈念いたしております。

Indonesia 2019
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ 吉野　正（会長）

IAP日本支部60周年を迎えるにあたって
 会長　吉野　正

60周年を会員みなさまと祝すとともに、今まで当会を支えその発展に尽くされた
諸先生方に心から御礼申し上げます。役員名簿は松原先生が作成されましたが、大
変な労力を費やされました。わたくしは、現在会を預かっている立場で最近の特記
すべき事柄をお書きします。まずは会員数の劇的増加があります。加藤先生が主導
されご相談にも乗った覚えがありますが、会員になることのメリットを重くし、そ
の結果会員数が1100名を突破しました。そして、そのことは2026年福岡で小田先
生の元で世界大会を開催する原動力ともなりました。また、長村先生がIAP central

のpresidentとなられ、世界を牽引されることも非常に重要なことです。松原先生もそのご功績によりゴールドメ
ダルを受賞されました。現在コロナにより世界が変わるほどの影響が出ていますが、本年（2021年）アジア太平
洋IAP学会を12回目にして初めて本邦で開催することになりましたが、Web開催を余儀なくされました。その状態
については、2021年のNewsブレチン4号に記載しております。みなさまのご協力にこの場を借りて御礼申し上げ
ます。会員数の増加により各委員会の担当する仕事は確実に増加していますが、各委員長、委員の先生方のボラン
ティア活動は実に活発で、いろいろと明らかに前進しています。特に、清川先生により、教育セミナー等が大変整
備されました。ここ2年間COVID19によりWeb開催を余儀なくされていますが、それにはmeritもdemeritもあるは
ずで、今後の有り方を考える時期に来ているように感じます。ここに60周年を迎えましたが、教育と国際化とい
う本会の目標、使命は全く変わっておらず、今後ともより一層の前進を望んでいるところです。小田先生、都築先
生が次期、次次期の会長となることが決定していますが、2026年の福岡のIAP世界大会が開催されその時には
COVID19は普通の（？）感染症になっていることを望み且つ確信しているところです。

末筆ながら、会員の皆様の今後とものご発展を祈念申し上げます。

APIAP Okayama 2021
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２．JDIAP関係者

２．People involved in JDIAP

 ❖ 小田　義直（次期会長）

JDIAPとの出会いと2026年 Fukuoka IAP Congress
 九州大学大学院医学研究院形態機能病理学
 小田　義直

この度はJDAIP設立60周年、いわば還暦にあたりまことにおめでたいことと思います。
私とJDIAPの関わりは1991年、大学院生時代にソウルで開催された第2回日韓IAP合同

スライドカンファレンスに当時の恒吉教授と一緒に参加させていただいたのが始まりで
すが当時は会員ではありませんでした（写真）。2000年のIAP Congress名古屋総会直前
に演題発表のために正式に入会させていただき、2002年には第1回目のJDIAP病理診断
学奨励賞に応募したところ運良く受賞させていただきました。九大の教授に就任直後の

2010年に理事に選出していただき、教育担当、常任幹事を経て現在次期会長を務めさせていただいています。5年
後の2026年にはIAP Congressを福岡でお世話させていただく予定です。2016年ケルン、2018年ヨルダン・死海
での開催誘致の投票でそれぞれシドニー、カンクンに破れ機会を逃しましたが足かけ4年を越える誘致活動を経て
3度目の正直ということで2020年ロンドンでのオンライン誘致投票で2026年福岡での開催を勝ち取りました。日
本では1966年に第6回IAP Congressが京都で、2000年に第23回IAP Congressが名古屋で開催され、2026年に四半
世紀ぶりに福岡での開催ということになります。現在コロナ渦の中でハイブリッド形式など学会の開催方式が変化
してきており、コロナ終息後の学会のあり方どのようになっているのか想像できませんが、時代に即した最も皆様
に支持され満足していただけるような学会を目指しておりますので、会員の皆様のご協力とご支援をどうぞ宜しく
お願い申し上げます。

1991年5月 第2回 日 韓IAP合 同
スライドカンファレンス：ソウ
ル市内にて記念撮影　右2番目
から小田、恒吉先生、遠城寺先
生、福田先生

Cologne 2016（誘致チーム）
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ 清川　貴子（副会長、教育委員長）

IAP 日本支部（JDIAP）設立60周年を迎えて
 東京慈恵会医科大学　病理学講座・同附属病院病理部
 清川　貴子

2015年にJDIAPの理事に就任し、2019年からは教育委員会を担当、2021年には副
会長を仰せつかりました。すなわち私は、設立50周年後の10年間のうち半分以上を
JDIAPに関わってきたわけですが、この間のJDIAPの変化は、会員数の急増、国際学
会の開催決定（第12回APIAP［2021年、岡山］、第36回 IAP Congress ［2026年、福岡］）、
教育プログラムの拡大（従来の教育セミナーに加えて、「ふぁんだめんたる診断講習会」

および日本病理学会総会時のコンパニオンミーティングの開催）や方法など大きく変化しました。教育セミナーの
ハンドアウトのデジタル化については、教育委員長在任中に実現したいとの思いがありましたが、コロナ禍によっ
て背中を押されたといえます。2021年の教育セミナーからは、事前の郵送物を廃止しました。このこととWEB開
催（オンデマンド形式）によって、視聴期間最終日の前日まで受講申し込みが可能になりました。かつて私がスラ
イドセミナーの講師を務めた時分（2003年から2005年、子宮の腺系病変：診断のpitfall）には、受講者に事前に
ガラス標本が送付されていましたので、隔世の感があります。よき伝統は保持し、変更すべき点は時代に合わせて
柔軟に改善し、この先の10年、20年、さらに未来永劫JDIAPが発展し続けることを祈念しています。

Japan Night in USCAP 2019
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２．JDIAP関係者

２．People involved in JDIAP

 ❖ 森谷　卓也（広報委員長）

JDIAP News Bulletinの変遷
 川崎医科大学　病理学
 森谷　卓也

この度は60周年誠におめでとうございます。JDIAPのNews Bulletinは、現在毎年4
回発行されています。これまでの冊子はホームページで見ることができます。もと
もとは事務局（1998年から松原　修先生、2008年から根本則道先生、2010年から
加藤良平先生）が作成しておられましたが、2013年からは広報委員会が担当するこ
とになり、清水道生委員長のもと、新しい編集体制になりました。2015年の第2号
からは私が委員長になり、現在に至っています。編集委員の先生方のご尽力とともに、

役員の先生方からも多大なご指導を仰ぎながら進んでまいりました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。6年
の間には、2017年からロゴマークの更新があり、2021年にはペーパーレス化も実現しました。また、冊子製作の
会社も変更になりました。これからも、会員への適切な情報提供と、活動のアーカイブとしての役割が果たせるよ
う、一層努力いたします。多数のご寄稿をお待ち申し上げるとともに、ご意見・アイデアも是非お寄せください。

2015年 ／2017年 ／2021年
のBulletinタイトルの変化
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ 都築　豊徳（常任幹事、名古屋事務局）

IAP日本支部設立60周年を迎えて
 愛知医科大学病院　病理診断科
 都築　豊徳

IAP日本支部が設立より60年を迎えたことに、まずはこの歴史を支えてこられた
先陣の先生方に感謝を申し上げたいと思います。私が病理医として出発した四半世
紀前頃には（その頃は“病理医”という名称自体に市民権が無かったような気がしま
す）、外科病理に関する診断のノウハウを伝授する講習会は少なく、IAP日本支部の
診断講習会並びにスライドセミナーが唯一と言ってもよい状況でした。今考えると
傍若無人極まりない私の質問に対して真摯に答えて頂いた講師の先生方には感謝の

言葉も無いです。また、病理医教育を明確に打ち出していたのはIAP日本支部だけであったと思います。同時に、
病理診断に対する責任の取り方（病理医が診断の最終責任を負う）も教えて頂いたと思います。

そのような恩義あるIAP日本支部ですが、会の活動自体には全く無頓着な期間が多かったのが正直なところです。
実際に理事や常任幹事に就任し、会の運営に携わることとなりました。諸先輩方の御苦労がよく分かるようになっ
た一方、情報過多気味である現在の状況においてはIAP日本支部の運営を従来とは異なる方法で行っていく必要性
も考える今日この頃です。技術の進歩により、診断技術や教育方法自体も変革期を迎えているかと思います。分子
生物学や人工知能の発達による影響は病理医のあり方に大きな影響を与えることは間違いないと思います。北米放
射線学会の基調講演にて、Mayo clinicの放射線科の主任教授が、人間はもはやAIによる放射線診断を凌駕できない
と発言し、レジデントの受け入れを完全に中止したことは大きな驚愕を与えました。しかし、その数年後にこの発
言は完全撤回されました。この撤回理由は定かではありませんが、私の考えではAIでは放射線診断の最終責任が取
れないことが大きな理由の一つではないかと考えています。時代は変わり、世界の状況が変わろうとも、患者さん
に責任を持った病理診断を行うことが病理医の責務ではないかと思います。今後、我々が着目すべき点であると思
います。

人生で言えば60周年は還暦で、新たな出発の時であると思います。IAP日本支部の全ての会員の先生方に新しい
情報を提供するとともに、責任を持った病理診断を社会に提供できるようなシステムを先生方と構築していきたい
と私は考えております。この目的を実現するために会員の先生方の御協力をお願いしたいと思います。そして、先
生方のお役に立てるように、我々 IAP日本支部執行部一同、努力をしていきたいと思います。

 ❖ 九嶋　亮治（理事）

高木会館に行く楽しみ
 滋賀医科大学医学部病理学講座
 九嶋　亮治

学生時代に読んだ「病理医覚え書」（金子仁著）をきっかけに私はこの道に進みま
したが、卒後しばらくは実験重視の教室で悶々と過ごしました。当時は診断病理の
講習会も少なく、慈恵医大の高木会館で行われていたIAPスライドセミナーに出席
するのを楽しみにしていました。私にとってIAPといえば新橋駅からてくてく歩い
て行った高木会館なのです。田舎の基礎教室で教室プローベ程度しかみたことのな
かった若造にとって、美麗なスライドグラスを予め入手し、都心の伝統ある施設で

教科書でしか知らない先生方から受ける講義は、予備校でカリスマ講師の授業を受けたのと同じ気分でした。紆余
曲折を経てスライドセミナー（2015～2017）に引き続いて病理診断講習会やふぁんだめんたる病理診断講習会を
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２．JDIAP関係者

２．People involved in JDIAP

担当する立場になってしまいました。大御所の先生方がオーラを放ちつつスライドセミナーや講習会に一受講生と
して参加されているのを発見して緊張するという“IAPあるある”も経験しました。2020年IAP日本支部理事に任命
されると同時にコロナ禍に見舞われてしまいました。今後は私も一受講生として、てくてく歩いてオンサイトの
IAP講習会に参加できる日常が戻ることを期待しています。

 ❖ 長嶋　洋治（理事）

Surgical Pathology Update1999-2008で得た宝物
 東京女子医科大学
 長嶋　洋治

1999年から2008年までの10年間、Surgical Pathology Updateが開催された。本セミナーは神奈川県葉山町国際
村を会場に2泊3日で行われた。Silverberg先生、長村先生、松原先生がプログラムを監修され、毎年、各分野の泰
山北斗である海外の先生方が招聘された。昼間はlecture、夜は病理や、病理でないことを語り合った。私は全10
回出席し、多くのものを得た。

①　国内外の偉大な先生方と接することができた。
②　全国、あらゆる年代にわたる友人知己を得た。
③ 　体系的な鑑別を学んだこと：どんな時でも未分化癌、神経内分泌癌、リンパ腫、メラノーマを鑑別から外さ

ない。
④　英語でのプレゼンテーションのやり方：原稿を読み上げるのではなく、投影された所見を語ること。
⑤ 　プレゼンテーションでは国際的なコネタを挟むとうけること。：Silverberg先生いわく「私の名前は“銀山”で

す」、「cribriform pattern is like a RENKON （蓮根）」など。
これらは私の病理医人生の宝物である。企画いただいた先生方に感謝し、いただいたものは後進にしっかりと手

渡していきたいと思っている。

 ❖ 三上　芳喜（教育委員会委員・元理事）

素晴らしいコミュニティーに感謝−JDIAP設立60周年に寄せて
 熊本大学病院病理診断科
 三上　芳喜

1990年に医学部を卒業してから病理医を志して研修を受け、専門医を取得以後も実
務をこなしながら経験を積み、後進を育成しながら31年余りが経過しました。その間
専門とする婦人科病理学の領域では国際的な人的交流を通して、様々な共同研究や執
筆活動に参画することができました。今振り返りますと、私のこうした歩みは常に国
際病理アカデミー（IAP）および国際病理アカデミー日本支部（JDIAP）とともにあっ
たと自信をもって言うことができます。病理医を志した当時、診断病理学に関するセ

ミナーは現在と比較して非常に少なかった中で、JDIAPが主催する教育セミナーは内容が濃密かつ実践的で、日本
に居ながら世界の風を感じることができたことから、私にとっては貴重な学びの機会となっていました。1995年
にUSCAPのAnnual Meeting（トロント）に初めて参加し、1998年（ボストン）以降はほぼ毎年出席してまいりま
した。USCAPでは学問的交流もさることながら、国内外の多くの病理医の先生方と知り合うことができました。そ
うしたご縁が今の私の宝となっています。ここにJDIAP設立60周年をお祝いし、今後の発展を祈念するとともに、
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

その一員として今後もお手伝いさせていただく所存です。

ニューオリンズのパブにて、長村先生、松原
先生、富田先生とともに（2000年）

 ❖ 原田　憲一（理事）
 金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学
 原田　憲一

国際病理アカデミー日本支部（JDIAP）設立60周年を迎えられたことを心よりお
祝い申し上げます。長年にわたり、病理形態学の発展に主軸を置きつつ、本邦にお
ける病理学の国際化に寄与し、またUSCAP Congress開催地でのJapan Nightでは美
酒を交わしながらの国際交流など貴重な機会を提供していただいております。また、
本邦での26年ぶりのIAP Congress開催（2026年、福岡、小田大会長）も決定して
おり、開催誘致にご努力されてこられた先生方に拝謝申し上げます。私がJDIAPの
運営に関わらせていただいたのは、2016年　病理診断講習会“金沢で究める！　最
新の病理診断学”が始まりで、当時　第62回日本病理学会秋期特別総会会長の野島

孝之先生からお話しをいただきました。その後、教育委員会、病理学教育セミナーを担当させていただき、本年か
らは理事（広報、教育担当）を拝命いたしました。今後も微力ながらJDIAPの運営に携わらせていただき、会員の
先生方に少しでもお役にたてるよう尽力して参ります。未筆ながら、JDIAPの一層のご発展と会員の先生方のご活
躍を祈念致しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

 ❖ 相島　慎一（病理診断学学術奨励賞選考委員会副委員長）

IAP日本支部60周年を迎えて　
 佐賀大学医学部病因病態科学
 相島　慎一

IAP日本支部60周年を心よりお祝い申し上げます。私が生まれる前から多くの先輩方が道を切り開かれ活動され
てきたということで、本当に頭が下がる思いがいたします。日本国内で例年開催されるIAP日本支部病理診断講習
会、スライドセミナーの内容はともに質が高く、聞きたいテーマが被ってしまい困ることがありますが、いろいろ
な学会や研究会がある中で、IAPで企画される内容は日常病理診断に役に立つものであると思います。

私は2015年に、インドネシアのジョクジャカルタで開催のIAP国際学会で発表する機会をいただきました。私の
発表は大したものではありませんでしたが、きらびやかな宴会が非常に印象的でした。暑い日差しの街では、熱気
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２．JDIAP関係者

２．People involved in JDIAP

とバイクと車が溢れかえり、一つのバイクに家族4人が乗車（父が運転し、母が子供2人を抱きかかえながら後部
座席に乗る）した状態で、渋滞する景色に驚きました。このインドネシアでは、松原修先生と羽賀博典先生に素晴
らしい旅にお連れいただき、忘れられない一生の思い出になりました。

一日でも早く、以前のような国際学会が開催可能な安心安全な世の中になってほしいと願わずにはいられません。

 ❖ 近藤　哲夫（理事）

IAP will expand your network!
 山梨大学　　　
 近藤　哲夫

ネットワークとは網（net）のように作られたもの（work）であり、人とのつな
がりもまたネットワークである。私のネットワークはIAPによって築かれたものが
多い。留学のきっかけとなったのはUSCAPへの初参加であった。ポスターの前で憧
れの病理医を引き留め、発表を聞いてもらった。これが縁となって後に留学先となっ
た。別のUSCAPに参加したときの話し。エキスパートが私の横にドンと座り、話し

かけてきた、“Hello, tell me about yourself”。意図がわからず“My name is....”と答えたが、ジョブインタビューの質
問と後にわかった。もし“I‘d like to work with you”と答えていたら人生は変わったかもしれない。USCAPだけでは
ない、IAP国際会議、アジア太平洋IAP国際会議、日本支部企画としてのJapan night of USCAP、日韓、日台のIAP
スライドカンファレンスなど様々な活動がある。こうした活動に幾度も参加したが専門分野、世代、地域・国境を
越えたネットワークを国内外で広げたことが私の大きな財産となっている。人間関係の希薄化がすすんでいる今だ
からこそ、人とのつながり（network of personal connections）は貴重である。HE染色とパパニコロウ染色さえあ
れば壁を越えて理解し合えるのが病理医だ。IAP日本支部の活動がそれぞれのネットワークを広げるきっかけ、転
機のチャンスになることを望んでいます。
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

 ❖ 南口　早智子（合同会議実行委員会委員）

IAP日本支部設立60周年に寄せて
 京都大学医学部附属病院　病理診断科
 南口　早智子

IAP日本支部60年の間の私は、多分27年お世話になっている。最初はIAPスライ
ドセミナーである。師匠の山邉博彦先生に受講とIAP入会を勧めて頂き、1年目か2
年目くらいから入会した。IAPのスライドセミナーは、当時はあまり多くなかった
病理診断講習会の中でも、前もって標本を予習し、講演を聞くという、本当に勉強
になる機会で、最初は全くわからなかったのが、経験を重ねる毎にわかるようになっ
てきたのが自分にもわかり、嬉しかった。

また、もう一つ忘れられないのが、湘南国際村で開催されていた泊まり込み合宿のような2泊3日のSurgical 
Pathology UPDATEである。Dr. Silverbergと著明な米国の先生方の講演で勉強できるだけでなく、この時に他施設
の多くの病理の先生と、ベテランから自分と同じような若手の先生まで年齢関係なく、勉強の後は食事をしたり飲
みながら親しくなった。色々相談したり、楽しいおしゃべりをしまくり、今も忘れられない楽しい思い出である。
また、夫の米国留学が決まった時にDr. Silverbergにこの会で相談し、夫と同じサウスカロライナ医科大学の病理に
Visiting fellowとして留学できた。感謝してもしきれない、今の病理医としての自分を作る重要な要素が、IAPだっ
た。そして、2017年から2019年までIAPのスライドセミナーで胎盤の講師をさせて頂いた。

自分の病理医としてのあゆみにIAPは大きく関わっている。また当科の若い先生方も良質の講習会に参加し、勉
強させて頂いている。IAPの今まで役員をされた先生方には感謝しかない。今後も自分自身の勉強と共に活動に参
加し、恩返しをしたいと考えている。

 ❖ 松原　修（元会長　Award Committee Chair　東京事務局）

JDIAP設立60周年記念を迎えるに当たって感謝感謝です
 元会長、Award Committee Chair、東京事務局
 松原　修

50周年記念式典とReceptionを2011年11月18日に日本教育会館で、記念教育セミ
ナーを慈恵医大講堂で開催しました。韓国からMoon-Ho Yang先生、Insum Kim先生、
台 湾 か らShiu-Ming Jung先 生、Tseng-tong Kuo先 生、 オ ー ス ト ラ リ ア か らRobert 
Ekstein先生、タイからPongsak Wannakrairot先生、ドイツからGuenter Kloeppel先生、
米国からGiuseppe Zamboni先生たちの参加していただきました。当時は米国からだっ

たか、青森県の五所川原からだったかSteven G Silverberg先生と奥様にもご参加いただき、Receptionで演奏された
本場「津軽三味線」の解説、講義をしていただきました。この時50周年記念誌も発行しました。これは加藤良平、
中谷行雄、諸星利男先生方の諸兄と、松原が中心となって作成しました。この記念誌はHPのNews Bulletin & 
Archivesの中のAnniversary Eventsの中に掲載されています。今年は2021年で、設立された1961年から60周年と
なります。あいにくのコロナ禍の中で、総会もon siteでの開催が難しく、60周年の記念事業は、①記念式典は大
幅に縮小する、②記念誌はNews Bulletinの特集号として発行する、③お世話になった外国の先生方への60周年記
念特別表彰を行うことを考えました。

現在の会員数は1,000人を超えました。ここまでの発展には歴代の会長、常任幹事、理事、会計監事の先生方の
功績はもとより、長尾俊孝先生、清川貴子達による教育委員会、森谷卓也先生をはじめとする広報委員会、長尾俊
孝先生をはじめとする病理診断学術奨励賞選考委員会の日頃の活動があったればこそと大変感謝しています。
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２．JDIAP関係者

２．People involved in JDIAP

今年の秋には岡山で吉野先生が会長のもと第13回APIAPが開催されます。2026年には福岡で小田先生の会長の
もと第36回International Congressが開催されます。国際的にも情報発信を行い、worldwideレベルでのPathology 
Educationに貢献できるまでに発展できたことは本当に嬉しいことです。

この10年で私にとっての一番のことは、Fukuoka Congress誘致の活動でした。最初はドイツのCologne （Koern）
での敗北、暑い暑い8月の1か月でbid bookを作成したこと。第2回目はJordanのDead Seaでの挑戦でした。Team 
Japanで挑んだ、勝利を確信したpresentationでしたが、疑惑の残る開票結果で敗北しました。第3回目はGlasgow
での投票のはずでしたが、コロナ禍のせいで、virtual presentation （VP）となり、勝利を掴むことができました。
これも土壇場になってのIAP本部執行部の意地悪、ゴタゴタ（Bidの期限が過ぎているのに特定の欧州の支部のbid
を待つ、シュートが来てゴールを動かすという振る舞い）があり、正義も道理もないものかとびっくりしました。
それで、“やっとの勝利”のお祝いのwine partyもTeam Japanがvirtualで行いました。日本政府観光局（JNTO）の川
﨑さん、野村さん、安藤さん（Jordanまでもお付き合いくださった、現在はANA）、福岡コンベンションビューロー
の合野さん、有高さんには本当にお世話になりました。VPの出演は会長予定の小田先生、副会長予定の清川先生、
野村さんと合野さんの4人でした。

もう一つは、小田先生が常任幹事を2016年から引き受けて下さり、自分は九州だからと東京事務局を頼まれた
ことです。以来、大谷（大塚）茉子さんという大変優れて、英語にも堪能、まことによく働いてくださる方と一緒
に事務局を働かせていただきました。彼女のお陰で事務局をしっかりと維持できたのではと彼女には大変感謝して
います。また、会報、Handoutなどの印刷、HPの維持ではIPECの廣田社長さんと大川さんに長い間、大変、お世
話になりました。会員数の増加に伴い事務作業も手仕事では間に合わないようになり、今年の春からJDIAP事務局
を「国際文献社（平尾）」さんという専門の業者さんへお願いすることとなりました。従来の事務局機能、HPを含
めたICT関連もお任せすることになりました。また、教育セミナー、ふぁんだめんたる病理診断講習会をWeb（オ
ンデマンド）開催をするに当たって、清川先生の紹介、指導の下に「MAコンベンションコンサルティング（MACC）

（堤さん、榎本さん）」という業者さんへお願いすることになりました。申し込み、登録、講演の配信など、一手に
引き受けていただき、受講者も主催者も相当、便利で楽になったと感じています。国際文献社さん、MACCさんと
いうとてもいい会社の皆様とお付き合いできることを喜んでいます。加えて、以前から会計、税務のことは加藤先
生から紹介して頂いた「香川公認会計士事務所」の香川誉夫先生と鵜沢さんにお世話になっています。JDIAPの経
理状態をしっかりとチェックして頂いているので大変安心できます。理事・役員、各種委員会の委員の先生方は記
録に残りやすいのですが、私がここに書いておきたいのはJDIAPの事務的なことを、わがままな先生方を陰で支え
て下さった方々です。2010～2012年の河野嘉代子さん（山梨大）、2013～2014年の高野有紀さん（がん研）、
2016～2018年の魚返有理さん、2019～2021年の鈴木友子さん（名古屋）です。彼女たちには本当に感謝してい
ます。ちなみに50周年記念誌には遠藤さん（昭和大）、園上さん（順天堂大）、伊藤さん（東海大）、滝本さん（慈
恵医大）、佐々木さん（防衛医大）が写真で紹介されています。河野さんは特別に大写しで紹介されています。い
つまでも感謝しています。

JDIAP賛助会員の方々には、大した企業としてのメリットもないのではと思いますが、長年に亘り我々の活動を
支援してくださり、本当に有難うございます。我々の学会が利益を求めるものでなく、若い病理医の教育、国際的
なスタンダードに基づく病理診断レベルの向上といったことを目的としているにも拘わらず、深い理解を下さり感
謝しています。中でもサクラファインテックジャパン社長の石塚　悟様には、我々に分からない世情のこともろも
ろについて相談に乗っていただき、適切なアドバイスを頂き、有難いと思っています。

事務局を支えて下さった大谷（大塚）さん、魚返さん、鈴木さんのお写真を、感謝の気持ちを一緒に、ここに掲
載させていただきます。

JDIAPが若い病理医の先生方の病理学教育、研鑽の道標であるべく、また日本の病理が国際的にも視野を広げ、
活躍できるよう、JDIAPの益々の発展を願うものです。
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｜祝辞と寄稿　Congratulations and contributions｜

東京事務局　大塚茉子さん、
福岡事務局　魚返有里さん　2016年

東京事務局　大塚茉子さん、
名古屋事務局　鈴木友子さん　2019年

 ❖ 久岡　正典（理事、広報副委員長）

IAP日本支部設立60周年にあたり
 産業医科大学医学部第1病理学
 久岡　正典

現役員（理事）の一人として心よりお慶び申し上げます。私のIAPデビューは1996
年のブダベストで開催された国際会議であったと記憶しております。初めての国際学
会への参加でしたが、学術的なことよりも観光が中心となってしまい、それ以来IAP
と聞けばついエンターテーメントな内容を連想してしまうようになりました。実際、
IAP関連の学会ではエクスカーションが充実しており、振り返ってみても楽しい思い

出ばかりのような気がします。しかし、その楽しみの裏には並々ならぬ運営側の献身的な苦労と尽力があり、
2008年に第2回日台合同スライドカンファレンスを福岡で開催した時には裏方（事務局長）を経験してその大変さ
を痛感しました。縁あって2016年から日本支部の理事を2期務めさせていただき、現在広報委員会と教育委員会で
微力ながらお世話をさせていただいておりますが、それらの活動を通して様々な苦労を身をもって体験していると
ころです。その苦労が会員への学術的支援に多少ともつながり、日本支部の益々の発展に寄与できればと願うと共
に、この度この60周年の記念誌作成事業にも関わらせていただくことができたことをとても幸せに感じている次
第です。
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２．JDIAP関係者

２．People involved in JDIAP

Nagoya  2016
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

IAP日本支部教育委員長
清川　貴子

2012年以降の教育セミナーの概要は以下のとおりである。新型コロナウィルス禍にあって、2020年および
2021年は全プログラムをWEB開催（オンデマンド形式）で行った。この2回は、スライドセミナーを3項目まで受
講できるようにした（ただし、3項目受講しても専門医資格更新単位は2項目分までしか付与されない）。さらに、
従来は印刷したハンドアウトを事前に受講者に送付していたが、2020年からは病理診断講習会およびスライドセ
ミナーの一部の項目についてハンドアウトを視聴画面から受講者が自らダウンロードする形式に変更し、2020年
からはすべてこの形式に変更した。受講証や領収書も同様であり、2021年には事前の印刷物の送付を撤廃した。
質問は、 mailで送られた質問に対するQ&A集を講師が作成し、当該セッション受講者全員に事務局からmailで送付
するという方法を採用した。

教育セミナーの記録　Educational seminar record

2021年11月16日～12月5日　　　WEB開催
骨軟部腫瘍　　　モデレーター：小田　義直

遠藤　誠 九州大学病院　整形外科 緒言　治療とリンクした骨軟部腫瘍の病理診断
山元　英崇 九州大学病院　病理診断科 教育講演1　軟部腫瘍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
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

2020年11月14日～11月23日　　　WEB開催
乳癌組織分類の要点　　　モデレーター：森谷　卓也

森谷　卓也 川崎医科大学　病理学 緒言　乳癌組織分類の要点
小塚　祐司 三重大学付属病院　病理診断科 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
鹿股　直樹 聖路加国際病院　病理診断科 教育講演2　乳癌の多様性：治療をふまえた分子生

物学的アプローチ
2019年11月9日　　　日本教育会館（東京都千代田区）
胃・大腸腫瘍の病理診断をめぐる最近の話題　　　座長：河内　洋

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－

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1　胃の腫瘍（新WHO分類とH. pylori陰性
腫瘍を含めて）

関根　茂樹 国立がん研究センター中央病院　病理
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

2018年11月24日　　　広島国際会議場（広島市）
特別講演　　　座長：橋本　洋

Tseng-tong Kuo Chang Gung Memorial Hospital , 
Taipei, Taiwan

Reflection on My Forty Two Years of “Skin Game” 
with a Special Report on Cutaneous Malignant 
Lymphoma in Northern Taiwan

教育講演：節外性リンパ腫　　　座長：加藤　良平／小田　義直
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）
節外性リンパ腫（1）　イントロダクションと消化
管B細胞リンパ腫

中村　直哉 東海大学医学部　基盤診療系病理診断
学

節外性リンパ腫（2）　他臓器及びT/NK細胞リンパ
腫

◎ IAP日本支部　病理診断講習会（旧：教育講演・教育シンポジウム）開催記録
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１．教育セミナーの記録

１．Educational seminar record

2017年11月4日　　　日本教育会館（東京都千代田区）
内分泌腫瘍の病理（WHO2017のトピックス）　　　モデレーター：長村　義之／加藤　良平

長村　義之 日本鋼管病院　病理診断科 ミニレクチャー　内分泌腫瘍WHO2017の改訂の要
点

加藤　良平 山梨大学医学部　人体病理学 内分泌腫瘍1　甲状腺腫瘍（NIFTPの提唱を含めて）
覚道　健一 近畿大学医学部　奈良病院 指定発言
長村　義之 日本鋼管病院　病理診断科 内分泌腫瘍2　膵神経内分泌腫瘍PanNEN
石川　雄一 がん研究会がん研究所 指定発言

2016年11月12日　　　金沢大学（金沢市）
肝胆道系疾患の新潮流　　　モデレーター：原田　憲一

原田　憲一 金沢大学医薬保健研究域医学系　人体
病理学

肝胆道系疾患の多様性

全　陽 神戸大学大学院医学部附属病院　病理
診断科

肝胆道炎症性疾患：診断のcluesとpitfalls

相島　慎一 佐賀大学医学部病因病態科学　診断病
理学分野

肝胆道腫瘍の鑑別診断とpitfalls

2015年11月7日　　　TKPガーデンシティ御茶ノ水（東京都文京区）
婦人科腫瘍におけるパラダイムシフト　’－新WHO（2014）分類を読み解く－
　　モデレーター：三上　芳喜／清川　貴子

清川　貴子 東京慈恵会医科大学　病理学講座 卵巣腫瘍－分類の概要と漿液性腺癌
三上　芳喜 熊本大学医学部附属病院　病理診断科 子宮頸部腫瘍
柳井　広之 岡山大学病院　病理診断科 子宮体部腫瘍
森谷　鈴子 滋賀医科大学附属病院　病理診断科 卵巣腫瘍seromucinous tumor

2014年11月22日　　　 沖縄県看護研修センター・沖縄県医師会館・沖縄県小児保健センター（沖縄県島尻郡南
風原町）

骨軟部腫瘍の新WHO分類　　　モデレーター：久岡　正典／小田　義直
小田　義直 九州大学大学院医学研究院　形態機能

病理
骨腫瘍における新WHO分類の変更点

久岡　正典 産業医科大学医学部　第1病理学 軟部腫瘍における新WHO分類の変更点
野島　孝之 金沢医科大学臨床病理学 骨形成性腫瘍のトピックス
小西　英一　 京都府立医科大学　人体病理学教室 軟骨形成性腫瘍のトピックス
廣瀬　隆則 神戸大学大学院医学研究科・医学部 神経原性腫瘍とその新たな疾患概念
松山　篤二 産業医科大学病院　病理診断科／産業

医科大学医学部第1病理
軟部腫瘍の新たな疾患概念

2013年11月23日　　　山梨大学（甲府市）
乳腺病理　最近の動向　Current topics of breast pathology　　　モデレーター：津田　均／森谷　卓也

Sunil R Lakhani University of Queensland Centre, 
Australia

Diagnostic Breast Pathology, the new WHO 
Classification.

堀井　理絵 がん研究会有明病院　病理部 乳管内増殖性病変の病理診断
長谷部　孝裕 埼玉医科大学国際医療センター　病理

診断科
浸潤性乳管癌の正確な悪性度評価に有用な病理組織
因子

坂谷　貴司 自治医科大学　病理学講座・病理診断
部

乳癌Ki-67の評価　－最近の知見と動向－

大井　恭代 博愛会相良病院　病理診断科 センチネルリンパ節生検の臨床的運用と病理学的評
価
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2012年11月24日　　　名古屋大学（名古屋市）
悪性リンパ腫診断　update 2012　　　モデレーター：吉野　正／中村　栄男

松野　吉宏 北海道大学病院　病理部 低悪性度B細胞リンパ腫
中村　直哉 東海大学医学部　基盤診療系病理診断

学
高悪性度B細胞リンパ腫

中村　栄男 名古屋大学大学院医学系研究科　臓器
病態診断学

TN細胞リンパ腫

田丸　淳一 埼玉医科大学総合医療センター　病理
部

ホジキンリンパ腫

稲垣　宏 名古屋市立大学医学部　臨床病態病理
学

リンパ腫の分子病態

◎ IAP日本支部　スライドセミナー開催記録
2021年11月16日～12月5日　　　WEB開催

甲状腺腫瘍 近藤　哲夫 山梨大学大学院　総合研究部医学域　
人体病理学

リンパ腫　－節外性－ 田中　健大 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　
病理学

胸膜、腹膜病変 鍋島　一樹 福岡大学医学部　病理学講座・病理部
／病理診断科

上部消化管：食道胃接合部から十二指腸の病変 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
肝の非腫瘍性および腫瘍性疾患 原田　憲一 金沢大学医薬保健研究域医学系　人体

病理
膵の非腫瘍性および腫瘍性疾患 能登原　憲司 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機

構倉敷中央病院　病理診断科
子宮腫瘍 三上　芳喜 熊本大学医学部附属病院　病理診断科

2020年11月14日～11月23日　　　WEB開催
上部消化管：食道胃接合部から十二指腸の病変 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
肝の非腫瘍性および腫瘍性疾患 原田　憲一 金沢大学医薬保健研究域医学系　人体

病理
膵の非腫瘍性および腫瘍性疾患 能登原　憲司 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機

構倉敷中央病院　病理診断科
腎腫瘍 黒田　直人 高知赤十字病院　病理診断科
子宮腫瘍 三上　芳喜 熊本大学医学部附属病院　病理診断科
皮膚の腫瘍性疾患…上から下まで所見をとりながら
のアプローチと鑑別診断

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
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１．教育セミナーの記録

１．Educational seminar record

2019年11月9日　　　日本教育会館（東京都千代田区）
腎腫瘍 黒田　直人 高知赤十字病院　病理診断科
子宮腫瘍 三上　芳喜 熊本大学医学部附属病院　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
皮膚の腫瘍性疾患…上から下まで所見をとりながら
のアプローチと鑑別診断

新井　栄一 埼玉医科大学国際医療センター　病理
診断科

非腫瘍性腸疾患（腫瘍様病変も含む） 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

リンパ腫 竹内　賢吾 公益財団法人がん研究会がん研究所　
分子標的病理プロジェクト・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
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

2018年11月24日　　　広島国際会議場（広島市）
頭頸部腫瘍の病理（鼻副鼻腔中心） 湊　宏 石川県立中央病院　病理診断科
小児腫瘍 田中　祐吉 神奈川県立こども医療センター　病理

診断科
非腫瘍性腸疾患（腫瘍様病変も含む） 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
リンパ腫 竹内　賢吾 公益財団法人がん研究会がん研究所　

分子標的病理プロジェクト・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
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
皮膚の腫瘍性疾患…上から下まで所見をとりながら
のアプローチと鑑別診断

新井　栄一 埼玉医科大学国際医療センター　病理
診断科

2017年11月4日　　　日本教育会館（東京都千代田区）
頭頸部腫瘍の病理（鼻副鼻腔中心） 湊　宏 石川県立中央病院　病理診断科
小児腫瘍 田中　祐吉 神奈川県立こども医療センター　病理

診断科
胃の腫瘍と腫瘍様病変 九嶋　亮治 滋賀医科大学医学部附属病院　病理診

断科
免疫染色診断学の基礎と応用 伊藤　智雄 神戸大学医学部附属病院　病理部　病

理診断科
非腫瘍性腸疾患（腫瘍様病変も含む） 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
リンパ腫 竹内　賢吾 公益財団法人がん研究会がん研究所　

分子標的病理プロジェクト・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
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

55Records of the Japanese Division of the IAP : In Cerebration of its 60th Anniversary



｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

2016年11月12日　　　金沢大学（金沢市）
頭頸部腫瘍の病理（鼻副鼻腔中心） 湊　宏 金沢医科大学　臨床病理学
小児腫瘍 田中　祐吉 神奈川県立こども医療センター　病理

診断科
新WHO分類にもとづく乳腺腫瘍の病理診断 市原　周 国立病院機構名古屋医療センター　病

理診断科
悪性リンパ腫の病理 中村　直哉 東海大学医学部　基盤診療学系病理診

断学
臨床に役立つ泌尿器（腎・尿路）の病理 都築　豊徳 愛知医科大学病院　病理診断科
肺癌の病理 野口　雅之 筑波大学医学医療系　診断病理学

石川　雄一 （公財）がん研究会がん研究所　病理
部

胃の腫瘍と腫瘍様病変 九嶋　亮治 滋賀医科大学医学部附属病院　病理診
断科

免疫染色診断学の基礎と応用 伊藤　智雄 神戸大学医学部附属病院　病理部病理
診断科

2015年11月7日　　　TKPガーデンシティ御茶ノ水（東京都文京区）
口腔病理 小川　郁子 広島大学病院　口腔検査センター
軟部腫瘍の病理－新WHO組織分類をふまえて－ 久岡　正典 産業医科大学医学部　第1病理学
新WHO分類にもとづく乳腺腫瘍の病理診断 市原　周 国立病院機構名古屋医療センター　病

理診断科
悪性リンパ腫の病理 中村　直哉 東海大学医学部　基盤診療学系病理診

断学
臨床に役立つ泌尿器（腎・尿路）の病理 都築　豊徳 名古屋第二赤十字病院　病理診断科
肺癌の病理 野口　雅之 筑波大学医学医療系　診断病理学

石川　雄一 （公財）がん研究会がん研究所　病理
部

胃の腫瘍と腫瘍様病変 九嶋　亮治 滋賀医科大学医学部附属病院　病理診
断科

免疫染色診断学の基礎と応用 伊藤　智雄 神戸大学医学部附属病院　病理部病理
診断科

2014年11月22日　　　 沖縄県看護研修センター・沖縄県医師会館・沖縄県小児保健センター（沖縄県島尻郡南
風原町）

腎生検の病理 上田　善彦 獨協医科大学越谷病院　病理部
肝生検の病理診断（非腫瘍性疾患） 全　陽 神戸大学医学部附属病院　病理診断科
口腔病理 高田　隆 広島大学医歯薬保健学研究院　口腔顎

顔面病理病態学研究室
軟部腫瘍の病理－新WHO　組織分類をふまえて－ 久岡　正典 産業医科大学医学部　第1病理学
新WHO分類にもとづく乳腺腫瘍の病理診断 市原　周 国立病院機構名古屋医療センター　病

理診断科
悪性リンパ腫の病理 中村　直哉 東海大学医学部　基盤診療学系病理診

断学
臨床に役立つ泌尿器（腎・尿路）の病理 都築　豊徳 名古屋第二赤十字病院　病理診断科
肺癌の病理 野口　雅之 筑波大学医学医療系　診断病理学

石川　雄一 （公財）がん研究会がん研究所　病理
部
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１．教育セミナーの記録

１．Educational seminar record

2013年11月23日　　　山梨大学（甲府市）
肝生検の病理診断（非腫瘍性疾患） 全　陽 Institute of Liver Studies, King’s 

College Hospital, UK
皮膚色素性病変の病理診断 泉　美貴 東京医科大学　医学教育学講座
骨腫瘍の病理 小田　義直 九州大学大学院医学研究院　形態機能

病理学
口腔病理 高田　隆 広島大学医歯薬保健学総合研究院　口

腔顎顔面病理病態学研究室
腎生検の病理 上田　善彦 獨協医科大学越谷病院病理部
前立腺癌　－良悪性の鑑別を中心に 鷹橋　浩幸 東京慈恵会医科大学病理学講座
卵巣腫瘍の病理 安田　政実 埼玉医科大学国際医療センター　病理

診断科
軟部腫瘍の病理 久岡　正典 産業医科大学医学部　第一病理学講座

2012年11月24日　　　名古屋大学（名古屋市）
肝生検の病理診断（非腫瘍性疾患） 全　陽 Institute of Liver Studies, King’s 

College Hospital, UK
皮膚色素性病変の病理診断 泉　美貴 東京医科大学　医学教育学講座
骨腫瘍の病理 小田　義直 九州大学大学院医学研究院　形態機能

病理学
乳腺針生検の病理診断 森谷　卓也 川崎医科大学　病理学2
腎生検の病理 上田　善彦 獨協医科大学越谷病院　病理部
前立腺癌　－良悪性の鑑別を中心に－ 鷹橋　浩幸 東京慈恵会医科大学　病理学講座
卵巣腫瘍の病理 安田　政実 埼玉医科大学国際医療センター　病理

診断科
大腸ポリープの病理診断 岩下　明徳 福岡大学筑紫病院　病理部

2016年スライドセミナー
（於金沢大学）
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

松原　修

秋の教育セミナーがより専門性の高い診断講習会とスライドセミナーであるのに対して、「ふぁんだめんたる」
病理診断講習会は、若手病理医が直面する外科病理診断と病理解剖診断の基礎的な問題を分かりやすく解説するこ
とを目的とした春の教育プログラムを考えました。都築、清川、松原がUSCAPの会場で話し合ったのが事の起こり
です。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、ジュニア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ましたし、また、割と取つきにくいと思われる病理診断の領域を揃えました。先ずは5
回をめどに始め、その記録を残したいと思います。

第1回（2017年）   

●Day-1： 外科病理診断講習会の部は2017年6月3日（土曜日）に、東京慈恵医科大学　大学1号館3階講堂で、登
録料2万円（ハンドアウト込み）で行われた。講演内容は、リンパ腫病理　中村直哉（東海大学）、唾液
腺腫瘍病理　長尾俊孝（東京医科大学）、婦人科病理　清川貴子（東京慈恵医科大学）、脳腫瘍病理　廣
瀬隆則（兵庫県立がんセンター）、骨軟部腫瘍　小田義直（九州大学）、乳腺腫瘍病理　森谷卓也（川崎
医科大学）、泌尿器病理　都築豊徳（愛知医科大学）。

●Day-2： 病理解剖診断講習会の部は2017年6月4日に、東京慈恵会医科大学　顕微鏡実習室（で、参加費：1万円
（資料とガラス標本込み）で行われた。出題は、松原　修（平塚共済病院／がん研究会がん研究所）、添
削は加藤良平（山梨大学）、吉野　正（岡山大学）、松原　修。定員は30名以内で先着順であった。症例は、
1．間質性肺炎の急性増悪、2．心筋梗塞、3．侵襲性aspergillus症と敗血症。

第2回（2018年）   

●Day-1： 外科病理診断講習会の部は2018年5月19日、東京慈恵会医科大学の講堂で開催された。参加者は125名
（ジュニア会員50名、一般会員9名、シニア会員1名、非会員65名）であった。婦人科病理：清川貴子（東
京慈恵会医大）、呼吸器病理：　松原修（平塚共済病院／がん研究会がん研究所））、甲状腺病理　加藤
良平（山梨大学）、消化管病理（1）論総；胃・大腸の上皮性腫瘍の生検診断の基本　岩下明徳（福岡大学）、
消化管病理（2）小腸・大腸の潰瘍性病変の病理診断の基本　岩下明徳、リンパ腫：リンパ腫のキーポ
イント；濾胞性リンパ腫；粘膜関連　吉野正（岡山大学）。

●Day-2： 病理解剖診断講習会の部は2018年5月20日、実習形式で行われ、参加者は40名（ジュニア会員23名、
一般会員2名、非会員15名）であった。出題は、松原　修（平塚共済病院／がん研究会がん研究所）、添
削は加藤良平（山梨大学）、吉野　正（岡山大学）、小田義直（九州大学）、松原　修の4名が担当した。
症例は全身性amyloidosis。

ふぁんだめんたる病理診断講習会の記録（第1回から第5回）
Record of fundamental Pathology Workshop
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２．ふぁんだめんたる病理講習会の記録

２．Record of fundamental Pathology Workshop

第3回（2019年）   

●Day-1： 外科病理診断講習会の部は2019年5月25日（土曜日）に東京慈恵会医科大学1号館講堂で、会員18,000円、
非会員23,000円。スケジュールは、婦人科病理　清川貴子（東京慈恵医科大学）、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）、乳腺腫瘍（良悪性の鑑別法）森谷卓也
　川崎医科大学、骨軟部腫瘍病理（頻度の高い軟部肉腫）小田義直（九州大学）、消化管病理（下部消
化管）岩下明徳（福岡大学）、肝臓病理（非腫瘍性疾患を中心に）羽賀博典（京都大学）、泌尿器腫瘍（前
立腺病理）都築豊徳（愛知医科大学）。定員：150名。

●Day-2： 病理解剖診断講習会の部は2019年5月26日（日曜日）、場所は東京慈恵会医科大学顕微鏡実習室、参加費：
会員　10,000円、非会員　15,000円。出題は、松原　修（平塚共済病院／がん研究会がん研究所）、添
削は加藤良平（山梨大学）、吉野　正（岡山大学）、松原　修。定員：40名、先着順の受付。症例は、1．
腹膜中皮腫、2．石綿肺、3．汎発性化膿性腹膜炎。

第4回（2020年）   

●Day-1：外科病理診断講習会の部を予定していたが、コロナ禍のために中止となった。
●Day-2：  病理解剖診断講習会の部もonsite開催を計画していたが、mailでの開催となった。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mailまた郵送で送り、病理解
剖報告書を作成、解答、報告書をmailにて提出していただき、講師陣が添削をして返送するという形を
取りました。出題は、松原　修（平塚共済病院／がん研究会がん研究所）、添削は加藤良平（山梨大学）、
吉野　正（岡山大学）、松原　修。症例は膠原病に伴う間質性肺炎。

第5回（2021年）   

●Day-1： 外科病理診断講習会の部のWeb視聴期間：2021年6月3日（木）から6月16日（水）で受講料：20,000円。
参加人数は144名。講師およびコースは、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）。

●Day-2： 病理解剖診断講習会の部の参加費：15,000円、定員：40名。出題は、松原　修（平塚共済病院／がん
研究会がん研究所）、添削は加藤良平（山梨大学）、吉野　正（岡山大学）、松原　修。症例は、1．肺扁
平上皮癌、2．肝内胆管癌（胆管細胞癌）、3．アスベスト症、4．肝硬変（HCV抗体陽性）。
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

◎ IAP Gold Medal

◎ IAP日本支部功労賞

◎ IAP日本支部発足60周年記念特別賞

◎ Silverberg病理診断教育賞

受賞年 受賞者（敬称略）

2017年 松原　　修

受賞年 受賞者（敬称略）

2013年 諸星　利男、橋本　　洋

2017年 黒田　　誠

2021年 加藤　良平、中谷　行雄

受賞年 組織・国・地域 受賞者（敬称略）

2021年

IAP本部 USCAP
Dietmar Schmidt, George Kontogeorgos, Jane Dahlstrom, 

Robin Cooke, Ray McMahoon, Allison Booth, Charles 
Ramey, Jim Crimmins David Kaminsky

日本 Steven G. Silverberg

台湾 Tseng-tong Kuo, Shih-Mimg Jung, Teh-Ying Chou, CR Lai

韓国 Insun Kim, Kun Young Kwon

シンガポール Puay Hoon Tan, Angela Chong

マレーシア Norain Karim, Nor Hayati Othman

香港 H.K. Ng, Gary Tse

中国 Jing Zhang

インドネシア Diah Rini Handjari, Bethy S Hernowo

インド Francisco Couto

パキスタン Shahid Pervez

タイ Pongsak Wannakrairot

受賞年 受賞者（敬称略）

2013年 岩崎　　宏、真鍋　俊明、向井　　清

2017年 白石　泰三

2021年 岩下　明徳

受賞者一覧　List of winners of award
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３．受賞者一覧

３．List of winners of award

◎ 病理診断学術奨励賞

年 受賞者 所属 受賞論文

2012

浅野　直子 名古屋大学医学部附属病院
検査部

Cytotoxic molecule-posit ive classical  Hodgkin‘s 
lymphoma: a clinicopathological comparison with 
cytotoxic molecule-positive peripheral T-cell lymphoma 
of not otherwise specified type.
Haematologica, 96:1636-1643, 2011

大迫　　智 がん研究会がん研究所
病理部

Intraoperative molecular assay for sentinel lymph node 
metastases in early stage breast cancer: a comparative 
analysis between one-step nucleic acid amplification 
whole node assay and routine frozen section histology.
Cancer, 2011 Oct 1; 117 （19） : 4365-74. Epub 2011 
Mar 22.

前田　大地 都立駒込病院病理科 β-catenin （CTNNB1） S33C mutation in ovarian 
microcystic stromal tumors.
American Journal of Surgical Pathology, 35: 1429-
1440,2011

2013

菅野　宏美 北海道大学病院病理部 Prognostic implication of histological oligodendroglial 
tumor component: clinicopathological analysis of 111 
cases of malignant gliomas.
PLoS One, 2012; 7 （7） : e41669. Epub 2012 Jul 24.

吉田　朗彦 国立がん研究センター
中央病院病理科

NKX2.2 is a useful immunohistochemical marker for 
Ewing sarcoma.
American Journal of Surgical Pathology, 2012 Jul; 36 （7） 
: 993-9.

2014

林　　詠子 国立病院機構岩国医療セン
ター臨床検査科・岡山大学
病理

Distinct morphologic, phenotypic, and clinical-course 
characteristics of indolent peripheral T-cell lymphoma.
Human Pathology, 2013 Sep; 44 （9） : 1927-36. Epub 
2013 May 22.

松原亜季子 防衛医科大学校
病態病理学講座

Frequent GNAS and KRAS mutations in pyloric gland 
adenoma of the stomach and duodenum.
Journal of Pathology, 2013 Mar; 229 （4） : 579-87. Epub 
2013 Feb 4.

松原　大祐 東京大学医科学研究所
癌・細胞増殖部門
人癌病因遺伝子分野

Lung cancer with loss of BRG1/ BRM, shows epithelial 
mesenchymal transition phenotype and distinct histologic 
and genetic features.
Cancer Science, 2013 Feb; 104 （2） : 266-73. Epub 2013 
Jan 4.

2015

高橋　友香 岡山赤十字病院病理診断科 Clinicopathological analysis of 17 primary cutaneous 
T-cell lymphoma of the γδ phenotype from Japan.
Cancer Science, 2014 Jul; 105 （7） : 912-23. Epub 2014 
Jun 18.

山田　裕一 九州大学大学院医学研究院
形態機能病理

Activation of the Akt-mTOR pathway and receptor 
tyrosine kinase in patients with solitary fibrous tumors.
Cancer, 2014 Mar 15; 120 （6） : 864-76. Epub 2013 Dec 
18.
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

年 受賞者 所属 受賞論文

2016

佐藤　　啓 愛知医科大学 病院病理部 Epstein-Barr virus （EBV）-positive sporadic burkitt 
lymphoma: an age-related lymphoproliferative disorder?
American Journal of Surgical Pathology, 2015 Feb; 39 

（2） : 227-35.

谷口　恒平 広島市立広島市民病院
病理診断科

Frequent MYD88 L265P and CD79B Mutations in 
Primary Breast Diffuse Large B-Cell Lymphoma.
American Journal of Surgical Pathology, 2016 Mar; 40 

（3） : 324-34.

冨田さくら 東海大学基盤診療学系病理
診断学

Genomic and immunohistochemical  prof i les  of 
enteropathy-associated T-cell lymphoma in Japan.
Modern Pathology, 2015 Oct; 28 （10） : 1286-96.

2017

浦辺　雅之 東京大学医学部付属病院 
病理部

Pathologic Response of HER2-positive Gastric Cancer to 
Trastuzumab-based Chemotherapy.
American Journal of Surgical Pathology, 2016 Oct; 40 

（10） : 1326-33.

藤倉　航平 神戸大学医学部付属病院 
病理診断科

BSEP and MDR3: Useful Immunohistochemical Markers 
to Discriminate Hepatocellular Carcinomas From 
Intrahepatic Cholangiocarcinomas and Hepatoid 
Carcinomas.
American Journal of Surgical Pathology, 2016 May; 40 

（5） :689-96.

湯澤　明夏 旭川医科大学病院病理部 Clinical impact of targeted amplicon sequencing for 
meningioma as a practical clinical-sequencing system.
Modern Pathology, 2016 Jul; 29 （7） : 708-16. Epub 
2016 Apr 22.

2018

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

Molecular alterations of coexisting thyroid papillary 
carcinoma and anaplastic carcinoma: identification of 
TERT mutation as an independent risk factor for 
transformation.
Modern Pathology, 2017 Nov; 30 （11） : 1527-1537. 
Epub 2017 Jul 21.

木原　　淳 自治医科大学医学部病理学
講座統合病理学部門

Clinicopathologic Association and Prognostic Value of 
Microcystic, Elongated, and Fragmented （MELF） Pattern 
in Endometrial Endometrioid Carcinoma.
American Journal of Surgical Pathology, 2017 Jul; 41 （7） 
: 896-905.

津山　直子 がん研究会がん研究所
病理部

B C L 2  e x p r e s s i o n  i n  D L B C L :  r e a p p r a i s a l  o f 
immunohistochemistry with new criteria for therapeutic 
biomarker evaluation.
Blood, 2017 Jul 27; 130 （4） : 489-500. Epub 2017 May 
18.

2019

坂本　佳奈 公益財団法人がん研究会が
ん研究所
分子標的病理プロジェクト

Recurrent 8q24 rearrangement in blastic plasmacytoid 
dendritic cell neoplasm: association with immunoblastoid 
cytomorphology, MYC expression, and drug response.
Leukemia, 2018 Dec; 32 （12） : 2590-2603. Epub 2018 
May 23.
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３．受賞者一覧

３．List of winners of award

年 受賞者 所属 受賞論文

2019

橋本　大輝 国立がん研究センター
中央病院　病理科

RHOA mutations and CLDN18-ARHGAP fusions in 
intestinal-type adenocarcinoma with anastomosing glands 
of the stomach.
Modern Pathology, 2019 Apr; 32 （4） : 568-575. Epub 
2018 Nov 13.

六反　啓文 東京大学医学部附属病院
病理部

Initial and crucial genetic events in intestinal-type gastric 
intramucosal neoplasia.
Journal of Pathology, 2019 Apr; 247 （4） : 494-504.

2020

高松　　学 公益財団法人がん研究会
がん研究所病理部

Immunohistochemical evaluation of tumor budding for 
stratifying T1 colorectal cancer: optimal cut-off value and 
a novel computer-assisted semiautomatic method.
Modern Pathology, 2019 May; 32 （5） : 675-683

田中麻理子 東京大学医学部附属病院
病理部

Tumor Budding in Intrahepatic Cholangiocarcinoma: A 
Predictor of Postsurgery Outcomes.
American Journal of Surgical Pathology, 2019 Sep; 43 

（9） : 1180-1190
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

◎ IAP本部

Vice President Asia（2002～2014） 長村　義之

Vice President Asia（2015～） 松原　　修

President-elect（2019～2020年） 長村　義之

President（2021年～） 長村　義之

◎ 会長

松原　　修
（2010～2012）

中谷　行雄
（2013～2015）

加藤　良平
（2016～2018）

吉野　　正
（2019～2021）

◎ 副会長

清川　貴子
（2020～）

◎ 会計監事

岩崎　　宏
（2007～2015）

岩下　明徳
（2016～）

◎ 常任幹事

加藤　良平
（2010～2012）

石川　雄一
（2013～2015）

小田　義直
（2016～2018）

都築　豊徳
（2019～2021）

◎ 理事

吉野　　正（2007～2009）（2010～2012） 清川　貴子（2015～2017）（2018～2020）

黒田　　誠（2009～2011）（2012～2014） 久岡　正典（2016～2018）（2019～2021）

岩下　明徳（2010～2012）（2013～2015） 羽賀　博典（2016～2018）（2019～2021）

森谷　卓也（2011～2013）（2014～2016） 三上　芳喜（2017～2019）

小田　義直（2011～2013） 中村　直哉（2018～2020）

石川　雄一（2012～2014） 九嶋　亮治（2020～）

長尾　俊孝（2013～2015） 長嶋　洋治（2020～）

都築　豊徳（2014～2016）（2017～2019） 原田　憲一（2021～）

廣瀬　隆則（2015～2017） 近藤　哲夫（2021～）

役員・各種委員会−覧　committee members
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４．役員・委員一覧

４．List of officers and committees

◎ IAP日本支部各種委員会　理事指名委員会

2012年 2013年～2015年 2016年～2018年 2019年～

橋本　　洋
（委員長）

松原　　修
（委員長）

中谷　行雄
（委員長）

加藤　良平
（委員長）

諸星　利男 橋本　　洋 松原　　修 中谷　行雄

根本　則道 岩崎　　宏 白石　泰三 松原　　修

岩崎　　宏 吉野　　正 岩下　明徳 長村　義之

白石　泰三 白石　泰三 森谷　卓也 小田　義直

羽賀　博典 都築　豊徳

◎ 病理診断学術奨励賞選考委員会

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

吉野　　正
（委員長）

吉野　　正
（委員長）

吉野　　正
（委員長）

吉野　　正
（委員長）

石川　雄一
（委員長）

岩下　明徳 清水　道生 清水　道生 都築　豊徳 都築　豊徳

内藤　善哉 岩下　明徳 岩下　明徳 岩下　明徳 吉野　　正

小田　義直 森谷　卓也 小田　義直 小田　義直 廣瀬　隆則

石川　雄一 小田　義直 都築　豊徳 黒田　　誠 内藤　善哉

中山　　淳
（日本病理学会から）

野口　雅之
（日本病理学会から）

片岡　寛章
（日本病理学会から）

宇於崎　宏
（日本病理学会から）

清川　悦子
（日本病理学会から）

紀川　純三
（日本臨床細胞学会から）

紀川　純三
（日本臨床細胞学会から）

紀川　純三
（日本臨床細胞学会から）

内藤　善哉
（日本臨床細胞学会から）

中村　直哉
（日本臨床細胞学会から）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

石川　雄一
（委員長）

石川　雄一
（委員長）

長尾　俊孝
（委員長）

長尾　俊孝
（委員長）

長尾　俊孝
（委員長）

都築　豊徳 都築　豊徳 三上　芳喜 相島　慎一 相島　慎一

吉野　　正 吉野　　正 相島　慎一 佐藤　康晴 佐藤　康晴

廣瀬　隆則 廣瀬　隆則 佐藤　康晴 牛久　哲男 牛久　哲男

内藤　善哉 内藤　善哉 牛久　哲男 長嶋　洋治 長嶋　洋治

橋本　優子
（日本病理学会から）

金井　弥栄
（日本病理学会から）

中澤　温子
（日本病理学会から）

渡邊　麗子
（日本病理学会から）

石井源一郎
（日本病理学会から）

中村　直哉
（日本臨床細胞学会から）

白石　泰三
（日本臨床細胞学会から）

前田　一郎
（日本臨床細胞学会から）

小塚　祐司
（日本臨床細胞学会から）

山口　　倫
（日本臨床細胞学会から）
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

◎ Award（賞）選考委員会（学術奨励賞以外）

2010年～2011年 2012年～2013年 2014年～2015年 2016年～2018年 2019年～

山邉　博彦
（委員長）

長村　義之
（委員長）

長村　義之
（委員長）

松原　　修
（委員長）

松原　　修
（委員長）

長村　義之 加藤　　洋 岩崎　　宏 長村　義之 長村　義之

牛込新一郎 山邉　博彦 諸星　利男 岩崎　　宏 岩崎　　宏

加藤　　洋 牛込新一郎 橋本　　洋 橋本　　洋 橋本　　洋

松原　　修 松原　　修 松原　　修 清川　貴子

諸星　利男

◎ 広報委員会

2013年～2014年 2015年 2016年 2017年～2018年

清水　道生
（委員長）

清水　道生
（委員長）

森谷　卓也
（委員長）

森谷　卓也
（委員長）

森谷　卓也 森谷　卓也 清川　貴子 清川　貴子

加藤　良平 清川　貴子 久岡　正典 久岡　正典

根本　則道 加藤　良平 三上　芳喜

根本　則道

2019年 2020年 2021年

森谷　卓也
（委員長）

森谷　卓也
（委員長）

森谷　卓也
（委員長）

久岡　正典 久岡　正典 久岡　正典

三上　芳喜 長嶋　洋治 長嶋　洋治

渡辺　みか 原田　憲一

近藤　哲夫
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４．役員・委員一覧

４．List of officers and committees

◎ 教育委員会

2013年～2014年 2015年 2016年～2017年 2018年 2019年～

小田　義直
（委員長）

小田　義直
（委員長）

長尾　俊孝
（委員長）

長尾　俊孝
（委員長）

清川　貴子
（委員長）

黒田　　誠 長尾　俊孝 久岡　正典 久岡　正典 中村　直哉

長尾　俊孝 廣瀬　隆則 羽賀　博典 羽賀　博典 三上　芳喜

内藤　善哉 内藤　善哉 廣瀬　隆則 廣瀬　隆則 久岡　正典

清川　貴子 清川　貴子 原田　憲一

都築　豊徳 近藤　哲夫

中村　直哉 九嶋　亮治

松原　　修
（ふぁんだめんたる担当）

◎ 合同会議実行委員会

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年～

都築　豊徳
（委員長）

伊藤　智雄
（委員長）

羽賀　博典
（委員長）

羽賀　博典
（委員長）

羽賀　博典
（委員長）

伊藤　智雄 都築　豊徳 伊藤　智雄 南口早智子 南口早智子

近藤　哲夫 近藤　哲夫 都築　豊徳 山元　英崇 渡辺　みか

山元　英崇 山元　英崇 近藤　哲夫 山口　　浩 山元　英崇

山口　　浩 山口　　浩 山元　英崇 田中　健大 山口　　浩

南口早智子 南口早智子 山口　　浩 田中　健大

南口早智子

◎ 米国交流委員会

2016年 2017年～

Mari Mino-Kenudson
（委員長）

Mari Mino-Kenudson
（委員長）

木田　正俊

大島喜世子

原田　秀子
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

◎ 役員

2012年 2013年 2014年 2015年

会長 松原　　修 会長 中谷　行雄 会長 中谷　行雄 会長 中谷　行雄

前会長 橋本　　洋 前会長 松原　　修 前会長 松原　　修 前会長 松原　　修

次期会長 中谷　行雄 次期会長 加藤　良平 次期会長 加藤　良平 次期会長 加藤　良平

常任幹事 加藤　良平 常任幹事 石川　雄一 常任幹事 石川　雄一 常任幹事 石川　雄一

教育担当 清水　道生 広報担当 清水　道生 広報担当 清水　道生 広報担当 清水　道生
森谷　卓也

理事 吉野　　正 教育担当 小田　義直 教育担当 小田　義直 教育担当 小田　義直

理事 岩下　明徳 理事 小田　義直 理事 黒田　　誠 理事 岩下　明徳

理事 森谷　卓也 理事 森谷　卓也 理事 石川　雄一 理事 長尾　俊孝

理事 小田　義直 理事 黒田　　誠 理事 岩下　明徳 理事 森谷　卓也

理事 黒田　　誠 理事 石川　雄一 理事 長尾　俊孝 理事 都築　豊徳

理事 石川　雄一 理事 岩下　明徳 理事 森谷　卓也 理事 廣瀬　隆則

会計監事 岩崎　　宏 理事 長尾　俊孝 理事 都築　豊徳 理事 清川　貴子

会計監事 岩崎　　宏 会計監事 岩崎　　宏 会計監事 岩崎　　宏

2016年 2017年 2018年 2019年

会長 加藤　良平 会長 加藤　良平 会長 加藤　良平 会長 吉野　　正

前会長 中谷　行雄 前会長 中谷　行雄 前会長 中谷　行雄 前会長 加藤　良平

次期会長 吉野　　正 次期会長 吉野　　正 次期会長 吉野　　正 次期会長 小田　義直

常任幹事 小田　義直 常任幹事 小田　義直 常任幹事 小田　義直 常任幹事 都築　豊徳

広報担当 森谷　卓也 広報担当 森谷　卓也 広報担当 森谷　卓也 広報担当 森谷　卓也

教育担当 長尾　俊孝 教育担当 長尾　俊孝 教育担当 長尾　俊孝 教育担当 清川　貴子

理事 森谷　卓也 理事 廣瀬　隆則 理事 久岡　正典 理事 都築　豊徳

理事 都築　豊徳 理事 清川　貴子 理事 羽賀　博典 理事 三上　芳喜

理事 廣瀬　隆則 理事 久岡　正典 理事 都築　豊徳 理事 清川　貴子

理事 清川　貴子 理事 羽賀　博典 理事 三上　芳喜 理事 中村　直哉

理事 久岡　正典 理事 都築　豊徳 理事 清川　貴子 理事 羽賀　博典

理事 羽賀　博典 理事 三上　芳喜 理事 中村　直哉 理事 久岡　正典

会計監事 岩下　明徳 会計監事 岩下　明徳 会計監事 岩下　明徳 会計監事 岩下　明徳
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４．役員・委員一覧

４．List of officers and committees

2020年 2021年

会長 吉野　　正 会長 吉野　　正

前会長 加藤　良平 前会長 加藤　良平

次期会長 小田　義直 副会長 清川　貴子

常任幹事 都築　豊徳 次期会長 小田　義直

広報担当 森谷　卓也 常任幹事 都築　豊徳

教育担当 清川　貴子 広報担当 森谷　卓也

理事 清川　貴子 教育担当 清川　貴子

理事 中村　直哉 理事 羽賀　博典

理事 羽賀　博典 理事 久岡　正典

理事 久岡　正典 理事 九嶋　亮治

理事 九嶋　亮治 理事 長嶋　洋治

理事 長嶋　洋治 理事 原田　憲一

会計監事 岩下　明徳 理事 近藤　哲夫

会計監事 岩下　明徳

2017年理事会 2018年理事会
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

◆ 第29回　IAP Congress

会期：2012年9月30日～10月5日

場所：Cape Town International Convention Centre, Republic of South Africa　

会長： Martin Hale 

◆ 第30回　IAP Congress 

会期：2014年10月5日～10日

場所：Bangkok Convention Centre at Centralworld, Bangkok, Thailand

会長：Pongsak Wannakrairot 

◆ 第31回　IAP Congress

会期：2016年9月25～29日

場所：Congress-Centrum Ost Kölnmesse, Cologne, Germany

会長：Dietmar Schmidt （Germany）, Pierre Bedossa （France）

◆ 第32回　IAP Congress

会期：2018年10月14～19日 

場所：King Hussein Bin Talal Convention Centre, Dead Sea nr, Amman, Jordan

会長：George Kontogeorgos

◆ 第33回　IAP Congress

会期：2020年12月6日～8日

場所：Scottish Event Campus, Glasgow, G3 8YW Scotland, United Kingdom（バーチャル開催）

会長：Dietmar Schmidt

IAP関連の国際学会の記録　
Records of IAP-related international conferences

70 国際病理病理アカデミー日本支部 60周年記念誌



５．IAP関連の国際学会の記録

５．Records of IAP-related international conferences

Asia Pacific International Academy of Pathology 　

◆ 第8回　Asia Pacific IAP Congress

会期：2013年9月5日～8日

場所：Busan Exhibition & Convention Center, Busan（釜山）, Republic of Korea（韓国）

会長：Shin Kwang Khang

◆ 第9回　Asia Pacific IAP Congress

会期：2015年6月4日～7日

場所：Brisbane Convention & Exhibition Centre, Brisbane, Queensland, Australia

会長：C Soon Lee

◆ 第10回　Asia Pacific IAP Congress

会期：2017年4月24～27日

場所：Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Indonesia

会長：Diah Rini Handjari 

◆ 第11回　Asia Pacific IAP Congress

会期：2019年10月11日～14日

場所：Fengda International Hotel Hefei, Hefei（合肥市）, China（中国）

会長：Xiu-Wu Bian

◆ 第12回　Asia Pacific IAP Congress

日時：2021年

場所：岡山コンベンションセンター（岡山市），日本（バーチャル開催）

会長：吉野　正

2013年第8回APIAP（韓国釜山）
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

USCAP Annual Meeting 　

◆ 第101回　USCAP 2012 Annual Meeting

会期：2012年3月17日～23日

場所： Vancouver Convention Center, Vancouver, BC, Canada

会長：Gregory N. Fuller

Japan Night年3月20日

◆ 第102回　USCAP 2013 Annual Meeting

会期：2013年3月2日～8日

場所：Baltimore Convention Center, Baltimore, MD, USA

会長：Linda D. Ferrell

Japan Night　3月5日開催

◆ 第103回　USCAP 2014 Annual Meeting

会期：2014年3月1日～7日

場所：San Diego Convention Center, San Diego, CA, USA

会長：Jeffrey L. Myers

Japan Night　3月4日開催

◆ 第104回　USCAP 2015 Annual Meeting

日時：2015年3月21日～27日

会場：Hynes Convention Center, Boston, MA, USA

会長：Celeste N. Powers

Japan Night　3月24日開催

◆ 第105回　USCAP 2016 Annual Meeting

日時：2016年3月12～18日

場所：Sheraton Seattle Hotel, Seattle, WA, USA

会長：John R. Goldblum

Japan Night　3月15日開催
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５．IAP関連の国際学会の記録

５．Records of IAP-related international conferences

◆ 第106回　USCAP 2017 Annual Meeting

日時：2017年3月4～10日

場所：Henry B. Gonzalez Convention Center, San Antonio, TX, USA

会長：N. Volkan Adsay

Japan Night　3月7日開催

◆ 第107回　USCAP 2018 Annual Meeting

日時：2018年3月17～23日

場所：Vancouver, British Columbia, Canada

会長：Christopher D.M. Fletcher

Japan Night　3月20日開催

◆ 第108回　USCAP 2019 Annual Meeting

日時：2019年3月16日～21日

場所： National Harbor （Gaylord）, Maryland, USA

会長：Wendy L. Frankel

Japan Night　3月19日開催

◆ 第109回　USCAP 2020 Annual Meeting

日時：2020年2月29日～3月5日

場所：Los Angeles Convention Center, Los Angeles, CA, USA

会長：Joel K. Greenson

Japan Night　3月2日開催

◆ 第110回　USCAP 2021 Annual Meeting

日時：2021年3月13日～3月18日

場所：Baltimore Convention Center and Hilton Baltimore, Baltimore, MD, USA

virtual and interactive meeting（オンライン開催）

会長：Julia A. Bridge

Japan Night　未開催
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｜JDIAP10年間のあゆみ（2012−2021年） Ten Years of the JDIAP History (2012-2021)｜

◎ IAP日本−韓国合同スライドカンファレンス

回 年 開催日 大会長 場所

第13回 2013 12月6日（金）－
7日（土）

横山　繁生
大分大学医学部診断病理学講座

別府市、別府国際コンベン
ションセンター

第14回 2015 10月30日（金）－
31日（土）

Changsuk Kang
Cathlic University of Korea, College 
of Medicine

韓 国、Seoul （ ソ ウ ル ） 市、
Asan Medical Center

第15回 2017 12月8日（金）－
9日（土）

伊藤　智雄
神戸大学医学部附属病院病理部 病
理診断科

神戸市、神戸大学医学部附属
病院

第16回 2019 11月29日（金）－
30日（土）

Kyo Young Lee
Cathlic University of Korea, College 
of Medicine

韓国、Busan（釜山）、コモ
ドホテル釜山

第17回 2021 （開催中止）

二国間交流の記録（日韓・日台）
Records of bilateral exchange conferences

第15回　神戸の集合写真
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６．二国間交流の記録

６．Records of bilateral exchange conferences

◎ IAP日本−台湾合同スライドカンファレンス

回 年 開催日 大会長 場所

第5回 2014 10月25日（土）－
26日（日）

Teh-Ying Chou
Taipei Veterans General Hospital

台湾、台北市、Howard Civil 
Service International House

第6回 2016 10月14日（金）－
15日（土）

都築　豊徳
愛知医科大学　病院病理部

名古屋市、ウィンク愛知

第7回 2018 10月28日（日） Teh-Ying Chou
Taipei Veterans General Hospital

台湾、台北市、
Taipei  Veterans General 
Hospital

第8回 2020 （開催中止）

2016年第6回日台合同スライドカンファレンスでのエクスカーションで訪れたトヨタ自動車元町工場
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｜編集後記　Editor’s note｜

JDIAPは60周年、私達で言う還暦を迎えました。50周年記念事業がついこの前のこ

とのように思い出されますが、あっという間の10年であったようにも思います。この間、

会員数も増加し、目標としていた1,000名を超えました。教育活動は、従来のものの継

続に加えて、ふぁんだめんたる病理診断講習会が毎年行われるようになりました。学術

集会では、吉野会長が主催された第12回アジアオセアニア病理学会（APIAP）が無事終

了し、2026年には小田次期会長が国際病理学会を主催される予定となっております。

順調に活動が行われているJDIAPですが、コロナ禍となり、国際交流を含めて私たち

の活動も多大な制約を受けているのが実情です。教育セミナーやAPIAPもweb開催を余

儀なくされました。しかし、新しい形での学術活動も取り入れられ、得たものも少なく

なかったように感じています。ひとえに、関係者のご努力と、会員の皆様のご理解ご協

力によるものと、改めて感謝を申し上げます。

60周年記念誌は、当初より冊子体ではなくpdfでの作成を目指しました。国内外の多

くの皆様よりご寄稿をいただきました。ファイル容量の関係で、予定しておりました思

い出の写真類の掲載は断念しましたが、この10年間の活動のまとめになったものと思

います。ぜひお目通しのほどお願い致します。ご寄稿下さった全ての皆様に、心より御

礼を申し上げます。

次の10年間にはコロナが収束し、皆様が思う存分学術活動をなされる日々が戻って

送ることを祈念致しております。

 2022年新春　森谷卓也・久岡正典・松原　修
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JDIAP is celebrating its 60th anniversary, which we call the 60th birthday (“Kanreki” 

in Japanese). The 50th anniversary project is reminiscent of the last time, but we think 

it was 10 years in a blink of an eye. During this time, the number of our members also 

increased, exceeding the target of 1,000. As for educational activities, in addition to the 

continuation of the conventional ones, the Fundamental Approach of Pathological 

Diagnosis Workshop is now held every year. At the academic meeting, the 12th Asian-

Pacific IAP (APIAP) Congress hosted by President Yoshino was successfully completed, 

and the next President Oda is scheduled to host the International Congress of IAP in 

Fukuoka in 2026. JDIAP is doing well, but the fact is that our activities, including 

international exchange, have been severely restricted due to the corona pandemic. 

Educational seminars and APIAP were also forced to be held on the web. However, we 

feel that many new forms of academic activities have been introduced and we have 

gained a lot. We would like to express our gratitude once again for the efforts of the 

parties concerned and the understanding and cooperation of all the members. From the 

beginning, the 60th anniversary magazine aimed to be created in PDF format instead of 

booklet. We have received contributions from many people in Japan and overseas. Due 

to the file size, we abandoned the planned posting of photos, but we think it is a 

summary of the activities of the last 10 years. Please take a look. We would like to 

express our sincere gratitude to all those who contributed. We hope that the corona 

pandemic will converge in the next 10 years, and that the days when you will be doing 

academic activities to your heart's content will return. 

 Spring 2022  Drs. Takuya Moriya, Masanori Hisaoka and Osamu Matsubara 
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一般社団法人シーピーエル　General Incorporated Association si-pi-eru

株式会社キューリンパーセル　KYURIN PACELL CO.,LTD.

株式会社組織科学研究所　Soshiki Kagaku Kenkyuusho CO., LTD.

株式会社東京セントラルパソロジーラボラトリー　Tokyo Central Pathologie Laboratory.Inc

株式会社日本臨牀社　Nipponrinshosha Co.,Ltd.

株式会社フィリップス ジャパン　Philips Japan, Ltd.

株式会社臨床病態医学研究所　RESEARCH INSTITUTE OF CLINICAL PATHOBIOLOGY CO.，LTD.

アストラゼネカ株式会社　AstraZeneca K.K.

サクラファインテックジャパン株式会社　Sakura Finetek Japan Co.,Ltd.

ゼク・テック株式会社　Zek・tech Co., Ltd.

平野純薬株式会社　Hirano Pure Chemical Co.,Ltd

フィンガルリンク株式会社　FINGGAL LINK CO.,LTD.

富士製薬工業株式会社　Fuji Pharma Co., Ltd.

ホロジックジャパン株式会社　Hologic Japan, Inc.

ライカマイクロシステムズ株式会社　Leica Microsystems K.K.

JDIAP賛助会員　Sustaining Members




