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1.　第 15回診断病理サマーフェスト　オンライン
（Web）開催のご案内

新型コロナウイルスの感染がリバウンド傾向にあり，開
催地の東京に再度緊急事態宣言が発出されましたことを受
けて，本年度の診断病理サマーフェストも，Web（オンデ
マンド配信）にて開催いたします。 

会期 : 2021年 10月 30日（土）～11月 30日（火）
詳細は下記 HPをご確認ください。
https://www.pathology.or.jp/news/whats/summerfest-210607.html

2.　「診断病理」投稿規定改訂のお知らせ

令和 3年 6月 10日付で「診断病理」投稿規定の改定が
ありました。ご投稿の際には必ずご一読くださいますよう，
よろしくお願いいたします。
詳細は下記 HPをご確認ください。
https://www.pathology.or.jp/kankoubutu/jjdp-toukoukitei210630.html

3.　第 2回分子病理専門医試験の新型コロナウイルス感
染拡大の影響による辞退，欠席について

2021年 12月 19日（日）の第 2回分子病理専門医試験
は十分な感染対策の上で実施予定です。
詳細は以下を参照ください。
https://www.pathology.or.jp/senmoni/20210702info.html

受験申請の際には，以下にご留意ください。
（1）　 昨年，資格審査料，受験料を納入し，受験票が配

布されたが，新型コロナウイルス感染症拡大のた
め，受験を辞退された先生方について

　①　 今年度は，審査料・受験料を納入して頂く必要は
ありません。ただし，「第 2回分子病理専門医試
験願書（5×4 cm写真 1枚を指定箇所に貼付のこ
と）」のみの提出は必要になりますので，受験申
請受付期間内に，必ず，日本病理学会事務局宛に
ご郵送くださいますようにお願いいたします。願
書の提出がない場合には受験できません。

願書は下記のページからダウンロードしてください。
https://www.pathology.or.jp/senmoni/20210401mp-info.html

　②　 新型コロナウイルス感染症の医療従事者へのワク
チン接種状況を鑑み，受験資格のスライドは今年
度第 2回分子病理専門医試験を最後とし，第 3回

分子病理専門医試験へのスライド受験，優遇措置
等はありませんのでご留意ください。（2）と同様
の対応となります。

（2）　 上記以外で，第 2回分子病理専門医試験を申請さ
れる先生方について

　①　 いかなる理由であっても，原則，受験の辞退・欠
席に対して一切の返金，次年度への受験資格のス
ライド，追試験等，特別な措置は予定していませ
ん。以上，十分にご勘案，ご了承の上，ご出願く
ださいますようお願い申し上げます。

お知らせ

1.　Year In Review 2020（Webセミナー）について

日時 : 2021年 9月 4日（土）12時 30分～17時 50分
場所 :  完全オンライン開催（国立がん研究センター中央

病院より Zoomで配信）
詳細は国立がん研究センター中央病院ホームページをご
確認ください。
参照 HP

https://www.ncc.go.jp/jp/information/event/2021/review2020/index.html

2.　2021年度「朝日賞」について

標記の件につきまして，詳細は下記ホームページをご確
認ください。
主催者 : 朝日新聞文化財団
参照 HP

http://www.asahi.com/shimbun/award/asahi/

3.　公益財団法人風戸奨励会より

（1）　第 15回（令和 3年度）「風戸賞」の公募について
　　 応募資格 : 満 45 歳以下の研究者
　　 応募締切 : 令和 3年 10 月 15 日（金）必着
（2）　 第 15回（令和 3年度）「風戸研究奨励賞」の公募

について
　　 応募締切 : 令和 3年 12 月 3 日（金）必着
（1）， （2）ともに詳細は HPをご参照ください
主催者 :（公財）風戸研究奨励会
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参照 HP

https://www.kazato.org/

4.　第 43回（令和 3年度）「沖縄研究奨励賞」について

標記の件につきまして，詳細は下記ホームページをご確
認ください。
主催者 : 公益財団法人沖縄協会
参照 HP

http://www.okinawakyoukai.jp/

5.　第 3回小林賞について

標記の件につきまして，詳細は下記ホームページをご確
認ください。
主催者 : 公益財団法人小林財団
参照 HP

https://kisf.or.jp/honoring.html

6.　日本女性腎臓医の会（JSWN）より

（1）　研究活動奨励賞について
　　 対象者 : 45歳未満の女性腎臓病医
　　 対象課題 : 腎臓学の研究（基礎・臨床）
　　 募集期間 : 2021年 7月 1日から 9月 30日まで
（2）　症例報告論文賞
　　  対象者 : 2021年 3月末で初期研修を含む臨床経験

7年以内の女性医師
　　  （休業期間を除いた臨床経験が 7年以内でそれを証

明する書類があれば認める）
　　  対象課題 : 筆頭著者として執筆し peer reviewのな

された英文の Case reportで，2021年 6月までに
採択済の腎臓病学領域の論文

　　 募集期間 : 2021年 7月 1日から 9月 30日まで
（1）， （2）ともに詳細は HPをご参照ください
主催者 : 日本女性腎臓医の会（JSWN）
参照 HP

http://www.pcoworks.jp/jswn/award-detail/
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2021 年 IAP 日本支部 病理学教育セミナーのお知らせ 
  IAP 日本支部主催  

 

 

すべてのプログラムを Web 配信（オンデマンド）形式で開催いたします。現地での開催は行いません。ハンドアウト、受講証、領収書は、受講者

が電子ファイル（pdf）をダウンロードする形式にします。事前の郵送物はありません。スライドセミナーは 3コースまで受講できます(*)。 

〔視聴期間〕2021 年 11 月 16 日から 12 月 5 日（予定） 

〔参加申込期間〕2021 年 10 月 1 日から 12 月 4日（予定） 

〔参加方法〕IAP 日本支部 ホームページからのオンライン登録、クレジットカード決済のみ。病理診断講習会、スライドセミナーともに、事前の

申し込みと受講料の支払を完了している必要があります。これ以外の申込み・支払いは一切受け付けませんのでご注意ください。詳細は IAP 日本

支部 ホームページ https://www.iapjapan.org で確認してください。 

〔概要〕 

１．病理診断講習会 
テーマ：「骨軟部腫瘍」 

企画・コーディネーター：小田義直（九州大学大学院医学研究院形態機能病理学） 

【緒言】「治療とリンクした骨軟部腫瘍の病理診断」遠藤誠（九州大学病院整形外科） 

【教育講演 1】「軟部腫瘍病理診断における新展開」山元英崇（九州大学病院病理診断科・病理部） 

【教育講演 2】「骨腫瘍及び小円形細胞肉腫の病理診断における新展開」吉田朗彦（国立がん研究センター中央病院病理診断科） 

２．スライドセミナー 

New! 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） 

New! 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） 

New! 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） 

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

＊ 乳腺の病理 森谷鈴子（滋賀医科大学附属病院病理部） 

＊ 肝の病理（非腫瘍および腫瘍）原田憲一（金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理） 

＊ 膵の病理（非腫瘍および腫瘍）能登原憲司（倉敷中央病院病理診断科） 

# 子宮腫瘍 三上芳喜（熊本大学病院病理診断科） 

＊は今年に続いて来年も行われる予定のコース、#印は今回で終了するコース。 

〔病理専門医資格更新単位〕診断講習会では教育講演 1、2 が各 1 単位で合計 2 単位、スライドセミナーでは各コースが 2 単位で最大 4 単位までの

取得が可能です（*スライドセミナーを 3 コース受講しても付与される資格更新単位は合計 4 単位です）。 

〔受講料〕 

 一般会員 ジュニア会員 シニア会員 非会員 

病理診断講習会 5,000 円 3,000 円 無料 8,000 円 

スライドセミナー（1 コース） 10,000 円 5,000 円 10,000 円 15,000 円 

病理診断講習会はハンドアウト代，スライドセミナーはバーチャルスライド閲覧・ハンドアウト代が含まれています。 
〔会員料金の適応〕： 1) 2021 年 9 月 1 日の時点で，2020 年までの会費を全額納入していること． 

2) 2021 年新規入会会員については，2021 年 9 月 1 日までに入会手続きが完了していること． 
〔問い合わせ先〕

 教育セミナー：IAP 日本支部 教育委員長 清川貴子 （東京慈恵会医科大学病理学講座）E-mail: iap-japan@jikei.ac.jp（事務担当 桜井）      

 IAP日本支部入会申し込み・年会費の納入について： 

IAP日本支部事務局 (株)国際文献社内 平尾 みゆき E-mail：jdiap-post@bunken.co.jp  TEL：03-6824-9374  

IAP 日本支部のホームページhttp://www.iapjapan.orgもご覧ください。 

  


