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1961 年に Chicago で行われた国際病理アカデミー（IAP）本部理事会で加入が認め

られてから、本年は IAP日本支部（JDIAP）設立 50 周年にあたります。これまで半

世紀にわたり、JDIAP は日本における外科病理学の発展、向上、普及に大きく貢献し、

さらには欧米やアジア各国との国際交流も積極的に推進してまいりました。そこで、

この 50 周年をマイルストーンとして、JDIAP の今までの歩みをまとめ、反省し、さ

らには将来へ向けての展望を考えることを目途として、JDIAP 設立 50 周年の記念式

典と祝賀会を以下の要領で開催いたします。また、例年行われている教育シンポジウ

ムは、今回は IAP日本支部設立 50 周年記念国際シンポジウムとして、国際的に知ら

れた各分野の病理学者による発表がされます（2011 年病理学教育セミナーの項を参

照してください）。

なお、50 周年記念式典は、日本病理学会秋期特別総会の終了後に、同じ会場で行

われますので、病理学会に出席された方はそのまま 50 周年記念式典にご出席くださ

い。また祝賀会は同じ建物で行われますが、祝賀会に参加をご希望の方は会費 5000

円を事務局にお納め下さい（病理学会期間中に、目の付くところに JDIAP 事務局受

付を設ける予定です）。

ぜひとも、IAP会員の皆様の多数のご参加をお願い申しあげます。

記

IAP 日本支部設立 50 周年記念式典および祝賀会

「記念式典」

日時：11 月 18 日（金曜日）18 時 10 分～ 18 時 40 分

場所：日本教育会館　A会場（第 57 回病理学会会場）

　　　東京都千代田区一ツ橋 2-6-2、電話 03-3262-7661

「50 周年記念祝賀会」

日時：11 月 18 日（金曜日）19 時 00 分～ 21 時 00 分

場所：日本教育会館　９階宴会場・喜山倶楽部

　　　交通案内：http://www.jec.or.jp/koutuu/

参加費：5,000 円

（ 病理学会期間中に JDIAP 事務局受付または当日会場受付にてお納めください。）

IAP 日本支部（JDIAP）設立
50 周年記念式典と祝賀会のお知らせ
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IAP 日本支部主催　日本病理学会後援
日　時：平成 23 年 11 月 19 日（土）　9：00 － 17：30
場　所： 東京慈恵会医科大学・新橋キャンパス 

（東京都港区西新橋 3-25-8）

教育シンポジウム　 9：00 － 11：45
（受付：中央講堂入口前＜大学本館 2階＞、会場：中央講堂

＜大学本館 2階＞）

主題： Surgical Pathology Update 2011（IAP 日本支部設立

50 周年記念）

モデレーター： 長村　義之（国際医療福祉大学教授・病理診

断センター長　三田病院）

　　　　　　　 Stevens G. Silverberg（Professor Emeritus, 

Department of Pathology, University of 

Maryland, USA）

1．Neuroendocrine tumors：WHO Classification 2010

　　　 Günter Klöppel（Department of Pathology, Technical 

University München, Germany）

2．Neoplastic liver disease：WHO Classification 2010

　　　 Robert Eckstein（Pacific Laboratory Medicine 

Services, Royal North Shore Hospital, Australia）

3．Diagnostic clue in breast Pathology

　　　 Takuya Moriya（Department of Pathology, Kawasaki 

Medical School）

4．IgG4-related systemic disease

　　　 Giuseppe Zamboni（Department of Pathology, 

University of Verona and Ospedale Sacro Cuore-Don 

Calabria, Italy）

5．Pancreatic cancer：WHO Classification 2010

　　　 N Volkan Adsay（Department of Pathology, Emory 

University, USA）

スライドセミナー　13：15 － 17：30
（受付：大学 1号館・1階ロビー、各会場 A：1号館講堂＜大

学 1号館・3階＞、B：5階講堂＜大学 1号館・5階＞、C：

南講堂＜高木 2号館・地下 1階＞、D：6階講堂＜大学 1号

館・6階＞）

1 時限目　13：15 － 15：15

*A-1
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）

*B-1
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）

C-1
唾液腺腫瘍の病理 ―新WHO分類を踏まえて―
長尾 俊孝（東京医科大学人体病理学講座）

D-1
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）

2 時限目　15：30 － 17：30

*A-2
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）

*B-2
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）

C-2
神経系腫瘍（中枢系および末梢神経）
廣瀬 隆則（徳島県立中央病院病理診断科）

D-2
乳腺針生検の病理診断
森谷 卓也（川崎医科大学病理学 2）

*印は新規コース。事前資料としてバーチャルスライド（DVD-R）

を送付予定です。病理専門医の資格更新単位として 10 単位

が得られます。IAP のホームページ（http://www.iapjapan.

org/index.html）に直接アクセスして，お申し込みください。

受講料（１コース）： IAP 日本支部会員 7,000 円、非会員

12,000 円です。

・ 午前（教育シンポジウム）と午後（スライドセミナー）で

受付場所・会場が異なります。

・ 混雑が予想されますので、午後の受付（11時半より開始）

はできるだけ早めにお済ませください。

2011 年病理学教育セミナー実行委員長

羽野　寛（東京慈恵会医科大学・病理学講座）

連絡先： IAP 日本支部 教育委員長 

清水　道生（スライドセミナー担当） 

埼玉医科大学・国際医療センター・病理診断科

　　　　　 〒 350-1298　埼玉県日高市山根 1397-1 

TEL 042-984-0609　Fax 042-984-0609

　　　　 IAP 日本支部　常任幹事　加藤　良平 

（教育シンポジウム担当）

　　　　山梨大学医学工学総合研究部人体病理学

　　　　　〒 409-3898 山梨県中央市下河東 1110

　　　　　TEL 055-273-9529　FAX 055-273-9534

2011 年病理学教育セミナーのお知らせ

当日はご自由にご参加ください。病理専門医の資格更新

単位として 5単位が得られます。

参加費（ハンドアウト代含む）：IAP日本支部会員 3,000 円、

非会員 4,000 円。
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The 12th Korean-Japanese Conjoint Slide Conference of 
International Academy of Pathology（IAP）

Conference President：Prof. Shin-Kwang Khang 

Oct. 28 ～ 29, 2011

Yousung Hotel, Daejeon

Section 1：2011.10.28（Friday）

The 12th Korean-Japanese Joint Slide Conference of IAP

13：00 ～ 14：15 Registration

14：15 ～ 14：30 Welcome remarks

14：30 ～ 15：30 Part 1（4 cases, 2 cases each）

15：30 ～ 15：50 Coffee break

15：50 ～ 16：50 Part 2（4 cases, 2 cases each）

16：50 ～ 17：50  Special Lecture, presented by Dr. 

Eduardo Arauho （Argentina）

17：50 ～ 18：00 Photo time

18：30 ～ 20：30 Welcome Banquet

Section 2：2011.10.29（Saturday）　

The 9th Korean-Japanese Society of Bone & Soft Tissue 

Tumor Pathology

The 5th Korean-Japanese Society of Pulmonary Pathology

The 4th Korean-Japanese Society of Renal Pathology

The 1st Korean-Japanese Society of Endocrine Pathology

8：00 ～ 8：30 Registration

8：30 ～ 11：30  Slide Conference （Bone & Soft Tissue, 

Lung, Kidney, Endocrine）

11：30 ～ 11：40 Photo time

11：40 ～ 12：20 Lunch

会期：2012 年 3 月 17 日－ 23 日

場所： Vancouver Convention Center, Vancouver, BC, 

Canada

演題締切：2011 年 10 月 7 日

＊詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.uscap.org/home.htm

会期：2012 年 9 月 30 日－ 10 月 5 日

場所：南アフリカ・ケープタウン

会期：2012 年 10 月 26 日（金）－ 10 月 27 日（土）

場所：（公財）がん研究会有明病院病

第 12 回日本・韓国合同
スライドカンファレンス、2011 年 Upcoming Meeting

USCAP 2012 Annual Meeting

第 29 回 IAP国際会議

第 4回日本・台湾合同
スライドカンファレンス

Vancouver

韓国・太田

南アフリカケープタウンのシンボル・テーブルマウンテン
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会期：2012 年（日程は未定）

場所：バリ島・インドネシア

日時：2011 年 11 月 19 日（土）11 時 45 分～ 12 時 45 分

場所： 東京慈恵会医科大学・新橋キャンパス 

中央講堂＜大学本館 2階＞

　　　東京都港区西新橋 3-25-8

同封致しましたはがきにて、11 月 10 日（木）までにご返

送願います。

* なお、当日は昼食（個数限定）を用意致します。

i） 2011 年 IAP 日本支部理事選挙について、ご案内および投

票用紙を同封いたしました。会員の皆様には投票をお願い

申し上げます。（11 月 10 日（木）必着とさせていただき

ます）

　* 期間が短く恐縮ですがご協力の程よろしくお願いいたし

ます。

ii） USCAP 雑 誌「Modern Pathology」、「Laboratory 

Investigation」の購読申込みの方法が昨年から変更になり

ました。今年も昨年同様 IAP ホームページ上からの申込

みとなります。受付開始日等詳細は決まり次第、メール、

ホームページにてご案内いたします。購読料は昨年同様 1

冊につき年間 11,000 円の予定です。なお、ホームページ

上からの購読申込みに関して、不具合等あります場合は

事務局にて対応させていただきますので遠慮なくご連絡

ください。

iii） 2011 年 11 月 19 日（土）に開催されます IAP教育セミナー

について、50 周年記念国際シンポジウムは従来通り、当

日受付となります。なお、スライドセミナーは、既にホー

ムページ上での申し込みとなっておりますが、人数に余

裕のあるコースは当日受付も致します。是非ご参加くだ

さい。

iv）重要なお知らせ

 　IAP日本支部事務局専用メールアドレスが変更になります。

 　現時点ではどちらも使用できますが、下記閉鎖日時まで

に新アドレスへの移行をよろしくお願い申し上げます。

 　会員の皆様にはご面倒をお掛けいたしますが重ねてよろ

しくお願いいたします。（閉鎖日時　2012 年 3 月 30 日（金）

昼 12：00）

新メールアドレス：jdiap-med@yamanashi.ac.jp

なお、今後ホームページ、メールでのご連絡等随時行って

まいります。

「会員の皆様へお願い」

・ 2011年度会費について、未だ納入されていない方は、なる

べくお早めにお納めくださいますようよろしくお願い申し

上げます。

・ メールアドレスの登録について、未登録の方は至急ご登録

ください。また、所属先等、登録内容に変更が生じた場合

は速やかにご連絡いただけますようよろしくお願いいたし

ます。

・（IAP日本支部事務局：jdiap-med@yamanashi.ac.jp）

rqrqrqrqrqrqrq

あとがき
錦秋の候、会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしで

しょうか。

News Bulletin No.4 をお届けいたします。本号は、前号に

引き続き、IAP設立50周年記念事業、IAP病理学教育セミナー

のご案内を中心に掲載いたしました。本文にも掲載いたしま

したが、教育セミナー前日、11 月 18 日（金）に記念式典お

よび祝賀会を行います。会員の皆様には是非ともご参加くだ

さいますようご案内申し上げます。

また、事務局から種々のお知らせを掲載いたしましたが、

事務局専用のメールアドレスが、大学メールサーバーの閉鎖

に伴い変更となります。ご面倒をお掛けいたしますが新アド

レスへの移行を速やかに済ませて頂きますようよろしくお願

いいたします。

秋が深まりゆく季節ですが、くれぐれもお身体ご自愛くだ

さい。

〒 409-3898　山梨県中央市下河東 1110

山梨大学医学部人体病理学講座

加藤良平 /近藤哲夫 /河野嘉代子

Tel：055-273-9529/Fax：055-273-9534

E-mail：jdiap-med@yamanashi.ac.jp

第 7回アジア太平洋分子免疫組織学会
（APSMI）

第 51 回 IAP日本支部総会のご案内

事務局よりお知らせ
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