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1. A演説，B演説の選考について

平成16年度秋期特別総会のA演説，B演説については，

それぞれ19題，5題の応募があった。2月23日に学術委員

会で審議し，10題，3題を選考した。本件は，同日の理事

会において同委員会案のとおり決定した。

A演説（応募順）

1.骨軟部肉腫における上皮性分化と悪性度評価:長谷

川 匡（国立がんセンター研究所病理部）

2.ノックアウトマウスを用いた発癌分子機構の実験的

解析―DNA修復関連遺伝子を中心に―:井出

文雄（鶴見大学歯学部口腔病理学講座）

3.固形癌におけるc-erbB-2およびEGFR遺伝子異

常の検討―分子標的療法を視野にいれて―:大井

章史（山梨大学医学部病理学講座第一教室）

4.自然免疫/炎症の発現・制御に関わるサイトカインと

シグナル伝達因子の機能解明:松川 昭博（熊本大

学大学院医学薬学研究部機能病理学分野）

5.骨髄細胞の多目的利用:骨髄移植と骨髄移植を応用

した臓器移植および骨髄細胞を用いた再生医療:足

立 靖（関西医科大学・病理解剖）

6.高齢者消化管癌の臨床病理学的特徴とその分子機

構:新井 冨生（東京都老人医療センター臨床病理

科）

7.ライソゾーム病における病態形成と自己抗体:山中

正二（横浜市立大学医学部附属病院病理部）

8.子宮頚部上皮内腫瘍（CIN）の発がんリスク評価:古

田 玲子（㈶癌研究会癌研究所病理部）

9.心筋組織修復におけるテネイシンCの分子機能と

臨床応用の可能性:今中 吉田 恭子（三重大学医

学部第一病理）

10.ヒト発がん物質である砒素の発癌機序の解明―動

物モデルを用いた実験病理学的解析―:鰐渕 英

機（大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学）

B演説（応募順）

1.胃型（幽門腺型）腺腫の臨床病理，組織発生と染色・

遺伝子異常:九嶋 亮治（滋賀医科大学医学部附属

病院病理部) 向所 賢一，岡部 英俊，服部 隆則

2.PARK2遺伝子異常を認めた常染色体劣性パーキン

ソニズムの5剖検例:水谷 喜彦（順天堂大学医学

部第一病理) 服部 信孝，中村 眞二，須田 耕一

3.骨外性粘液型軟骨肉腫の臨床病理学的および分子生

物学的解析:久岡 正典（産業医科大学医学部第一

病理学）

2. 学術奨励賞の選考について

2月23日の学術奨励賞選考委員会で，平成15年度学術

奨励賞受賞候補者を選考した。12名の応募があり，下記の

とおり5名を選考した。本件は，同日の理事会において同

委員会案のとおり決定した。

記

平成15年度学術奨励賞受賞者（ABC順）

1.石丸 直澄 徳島大学歯学部口腔病理学講座

2.長尾 俊孝 東京医科大学病院病理部

3.中塚 伸一 大阪大学大学院病理病態学講座

4.櫻井 信司 自治医科大学病理学教室

5.鈴木 貴 東北大学大学院病理診断学分野

3. 第2回近畿支部夏期病理診断セミナー（愛称:夏の

学校）のご案内について

近畿支部「夏の学校」は下記の通り開催されます。奮っ

て御参加ください。

記

日 時:8月21日（土) 13:00～17:20
 

22日（日) 9:00～12:30

場 所:地方職員共済組合 奈良宿泊所 猿沢荘

(近鉄奈良駅より徒歩10分）

世話人:小西 登（奈良県立医科大学病理病態学講座）

対 象:㈳日本病理学会会員

募集人数:80名（先着順，但し宿泊を希望される方は48
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名まで）

テーマ:病理解剖

内 容:病理解剖の基本的知識，法医学的問題を有する

症例への対応

講 師:真鍋 俊明先生（京都大学）

新宅 雅幸先生（大阪赤十字病院）

中山 雅弘先生（大阪府立母子保健センター）

安原 正博先生（京都府立医大・法医学）

受講料:7,000円（宿泊の方，ハンドアウト代，懇親会費

を含む）

3,000円（宿泊されない方，ハンドアウト代，懇

親会費を含む）

問い合わせ先:

日本病理学会近畿支部

（事務局住所)大阪大学大学院医学系研究科病理病態

（C3）内

TEL:06-6879-3711 FAX:06-6879-3719
 

URL://jspk.umin.jp
 

E-mail:jspk-admin＠umin.ac.jp

担当:冨田 裕彦（yasuhiko-tomita＠umin.ac.jp)

4. 関東支部「夏期病理診断セミナー」のご案内について

関東支部「第4回夏期病理診断セミナー」が下記のとお

り開催されます。奮ってご参加ください。

記

日 程:平成16年8月27日（金）午後1時～6時:下記

4名の講師による解説（総論と各論）

8月28日（土）午前9時～正午:標本供覧と

Free discussion

開催施設:東海大学山中湖セミナーハウス（宿泊可）

＊所在地:山梨県南都留群山中湖村山中323-1

（TEL:0555-62-4100）

テーマ:婦人科領域の腫瘍様病変と前癌病変（子宮頚

部・体部と卵巣）

募集人員:40名程度（原則として若手病理医，病理専門

医受験レベルの方）

参加費:20,000円（受講料のみ）

山中湖セミナーハウスでの宿泊は5,000円ない

し6,000円程度（一泊二食付き）。セミナーハウ

スでの宿泊希望者は下記・安田まで（ただし，相

部屋が原則となります）。

他の施設で宿泊される方は各自でお願いしま

す。

講 師:

進 伸幸（慶應大学医学部産婦人科):産婦人

科医が診断に苦慮した症例

本山 悌一（山形大学医学部第2病理):卵巣

坂本 穆彦（杏林大学医学部病理):子宮頸部

安田 政実（東海大学医学部病理):子宮体部

＊ハンドアウトは当日お渡しします。なお，事前の標本

配布は行いません。

詳細なプログラムは受講者に後日郵送します。

世話人:長村 義之（東海大学医学部基盤診療学系病理

診断学）

事務局:申し込み，お問い合わせは下記までお願いしま

す。

〒259-1193 伊勢原市望星台

東海大学医学部基盤診療学系病理診断学

安田 政実（まさのり）

TEL:0463-93-1121 FAX:0463-91-1370
 

E-mail:m-yasuda＠is.icc.u-tokai.ac.jp

 

5. Surgical Pathology Update 2004(IAP）参加者募

集

IAP日本支部では国際的基準（G1obal standard）に基づ

く病理診断医（Surgica1 Patho1ogists）の育成と米国を中

心とした外国の著名な病理医との交流をめざすことを目的

に，全国から希望者50名を募り2泊3日の合宿（湘南国際

村センター，神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39）によ

り，米国から招聘した専門分野の講師および日本側のFac-

ultyと共に講義実習を行うSPUを2000年から行ってい

ます。

今年の日程は5月14日（金）から16日（日）で，Course
 

DirectorはMary1and大学のSteven G.Si1verberg教授

と東海大学の長村義之教授が務める。今年のテーマは，「乳

腺腫瘍とリンパ節の病理」で，Facultyは上記の他，NIH,

National Cancer Institute,Hematopathology Section,

ChiefのElaine S.Jaffe先生，東北大学の笹野公伸教授と

愛知県がんセンターの中村栄男先生にお願いしています。2

泊3日の合宿により，スライド鏡検を中心とした実習と解

説を行う。加えて，関連分野の最近のトピックスの講演も

行う予定である。なお，社団法人日本病理学会の後援を受

けており，病理専門医資格更新の際10単位が得られます。

参加費はIAP会員が45,000円，非会員が55,000円で，宿

泊費，会場費，食事代，事前の病理ガラススライド配付，当

日のハンドアウトなどを含みます。昨年のSPU2003は大

変好評で，今回も多数の希望者が予想されます。受付けは

去年同様に先着順とさせていただきます。セミナーの講堂

の広さと椅子に限りがあるため50名の定員とさせていた

だきます。希望されても参加者に登録できなかった方には

スライドセットとハンドアウトが余れば，優先的に有償で
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お譲りしようと思います。

参加希望者は，氏名，年齢，性別，所属，連絡先（住所，

電話，FAX，e-mail），IAP日本支部会員か非会員，日本

病理学会会員か非会員を明記の上，E-mail（またはファッ

クス）で申し込んで下さい。なるべくE-mailでお願いした

いと思います。連絡はFAX:04-2996-5193，E-mail:

matubara＠cc.ndmc.ac.jpです。

IAP日本支部常任幹事:松原 修（防衛医科大学校）

6. 会員のご逝去

以下の方がご逝去された。

飯島 宗一 名誉会員（平成16年3月1日ご逝去)

お知らせ

1. 第24回札幌がんセミナー国際シンポジウムについ

て

会 期:平成16年6月20日～22日

会 場:北海道大学 学術交流会館

連絡先:㈶札幌がんセミナー事務局

〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目

北海道医師会館

TEL:011-222-1506 FAX:011-222-1526

 

2. 第30回肺癌診断会および画像診断セミナーについ

て

会 期:平成16年6月24日～26日

会 場:ホテルリステル猪苗代

連絡先:第30回肺癌診断会および画像診断セミナー事

務局

〒960-8611 福島市大町6-11

大原綜合病院放射線科内

TEL:024-526-0433 FAX:024-526-0342

 

3. 第3回国際消化器発癌会議について

会 期:平成16年8月19日～20日

会 場:ロイトン札幌

連絡先:第3回国際消化器発癌会議事務局

〒113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学大学院医学系研究科

消化管外科学教室内

TEL:03-5800-9730 FAX:03-5800-9731

 

4. 第16回国際解剖学会議について

会 期:平成16年8月22日～27日

会 場:国立京都国際会館

連絡先:第16回国際解剖学会議登録事務局

〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 サンケイ

ビル

㈱ジェイコムコンベンション事

業本部内

TEL:06-6348-1391 FAX:06-6456-4105


