日本小児病理研究会 会報60号
平成25年5月30日（木)

1．ごあいさつ

総務幹事

中山雅弘（大阪府立母子保健医療センター）

札幌で開催される病理学会直前ですが、いかがお過ご
しでしょうか。大阪では、爽やかな初夏はわずかな期
間で、はや梅雨入り宣言とともに蒸し暑い日が続いて
います。病理学会の第1日目には、当研究会主催のコ
ンパニオンミーティングが行われます。小児の肺病理
がテーマで、各施設で経験された症例を中心に最新の
知識を提供していただけると思います。会員の皆様の
ご参加をお願いします。
かつては小児科という区切りで専門性を持ち得た時
代もあったと思いますが、近年、成人との境界領域で
ある Adolescence and young adultにおける問題や、
新生児から胎児・胎芽、胎盤・流産物など周辺領域で
のテーマの発展などとも関連して、地域の小児病院の
ありかたや方向性が大きな課題とも成っております。

このような動きの中で、私たちの小児病理研究会の基
盤が設立時の30年前とは異なってきている可能性もあ
ります。
さて、昨年度より懸案で、前回の会報でも説明いた
しました提案事項を今回、会員の先生方にアンケート
としてお聞きします。小児病理研究会の学会への移行
や呼称、疾患登録などの問題です。提案理由などに関
しては前回の会報でも述べてありますので繰り返しま
せんが、アンケート結果を反映して早急に取り組みた
いと思いますので、ご協力よろしくお願いします。
今年度の小児病理研究会は、中澤会長の下に国立成
育医療センターで行われます。演題の投稿及び多数の
御参加をよろしくお願いします 。

2. 第33回小児病理研究会学術集会
開催日：2013年8月31日（土）9時～15時
世話人：中澤 温子（国立成育医療研究センター
病理診断部）
場所：国立成育医療研究センター 講堂
参加費：3000円
主題：臓器移植の病理
教育講演：骨髄移植の病理と臨床（仮）
１．骨髄移植の臨床
松本 公一先生（国立成育医療研究センター 小
児がんセンターセンター長）
２．骨髄移植の病理
伊藤 雅文先生（名古屋赤十字病院副院長）
○日本病理学会から専門医資格更新時の生涯学習
単位（参加5単位、筆頭発表2単位）が認められて
います。
〈演題お申し込み〉
演題名（主題か一般演題かを明記）、出題者、所属
名、抄録（600字以内）をMS wordファイルまたはテ
キストファイル形式にて、下記メールアドレスにお送
りください。
発表形式：Microsoft Office Power Point
2007／2010 (Windows)を予定しております。Macご利
用の方はその旨申し込み時にお知らせください。
申し込み締め切り 2013年8月4 日（日）必着

抄録送付先：
国立成育医療研究センター 病理診断部
松岡 健太郎
電話: 03-3416-0181
E-mail: matsuoka-k@ncchd.go.jp
・本学術集会終了後、第10回小児病理セミナー／小児
周産期病理診断講習会を開催します（詳細2面）。
・8月30日(金）には同じ会場で小児腫瘍症例検討会を
開催します（詳細2面）。
・会場へのアクセスは3面に掲載しています。

3．幹事選挙のお知らせならびに投票のお願い
本会規約により常任幹事の改選（4名）を行います。同封の投票用紙の投票欄に4名まで○を記し、同封の
“小”封筒に入れた上で、返送用の封筒にて送付願います。なお返送用封筒には会員確認のためお名前をご記
入下さい。5名以上記入した場合は無効投票となりますのでご注意下さい。投票締め切りは2013年8月10日です
（消印有効）。なお、改選幹事（井上健、松岡健太郎、宮内潤、大喜多肇）、留任幹事（田中祐吉、中澤温
子、小木曽嘉文、中山雅弘）、および名誉会員・65歳以上の会員に被選挙権はありませんのでご注意くださ
い。

4．第１０回小児病理セミナー/小児周産期病理診断講習会のお知らせ
主催：日本小児病理研究会
日時：2013年8月31日(土) 16時～17時30分
場所：国立成育医療研究センター 講堂
対象：小児科医、小児外科医、放射線科医、病理医等
参加費：2,000円（小児病理研究会参加者は1,000円）
（ハンドアウト 軽食）

参加お申し込み・お問い合わせ
〒 157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1
国立成育医療研究センター 病理診断部
中澤温子
電話: 03-3416-0181
E.mail: nakagawa-a@ncchd.go.jp

タイトル：横紋筋肉腫の病理診断と鑑別
横紋筋肉腫の診断について、症例を呈示して解説しま
座長：北條 洋先生（福島県立医科大学）
す。当日および前日（小児腫瘍症例検討会）会場で症
講師：大喜多 肇先生（国立成育医療研究センター） 例の供覧をしています。

5．2013年度日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会症例検討会（小児腫
瘍症例検討会）開催のご案内
恒例の小児腫瘍症例検討会を、第33回日本小児病理研
究会の開催に合わせて下記のとおり開催いたします。
本会では稀な小児腫瘍や診断困難例のみでなく、典型
的な腫瘍も呈示されます。症例のプレパラートを当日
も閲覧可能で、その所見をもとに討議する会で、病理
医のみでなく、小児腫瘍に関心をもたれている臨床医
にも広く公開されています。
○病理専門医資格の更新用点数が認められます（参加
5単位、筆頭発表2単位）。
主催：日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会
日時： 2013年8月30日（金）13時30分～18時（予定）
場所：国立成育医療研究センター 講堂

1）2013年度小児腫瘍症例検討会（例年約25症例）
2）教育講演：小児の脳腫瘍：アトラス改訂のポイン
ト（仮題）
群馬大学医学部附属病院病理部
平戸 純子先生
3) 参加費：1,000円
参加お申し込み・お問い合わせ先：
〒232-8555 横浜市南区六ッ川2-138-4
神奈川県立こども医療センター 病理診断科
田中水緒
電話：045-711-2351
E-mail:mio@zc4.so-net.ne.jp

6．第102回日本病理学会学術集会コンパニオンミーティングのお知らせ
日本小児病理研究会では第102回日本病理学会総会に
てコンパニオンミーティングを開催します。小児病理
に興味のある病理の先生方をお誘いの上、ふるってご
参加下さい。
<日本小児病理研究会>小児呼吸器疾患の病理
日時： 6月6日(木) 18:40-20:40
場所：さっぽろ芸文館3階
オーガナイザー・座長： 井上 健先生（大阪市立総
合医療センター 病理部）

演者ならびに演題
岸本 宏志先生（埼玉県立小児医療センター 病理診
断科） 小児呼吸器疾患の病理－嚢胞性肺疾患を中心
に－
田中 水緒先生（神奈川県立こども医療センター 病
理診断科） 小児腫瘍性呼吸器疾患の病理
福島 裕子先生（大阪市立総合医療センター 病理
部） 当院で経験したabsence of lungの2剖検例
松岡 圭子先生（大阪府立母子保健総合医療センター
検査科病理） Pleuropulmonary blastomaの3例

7.地区集会のお知らせ
第69回 関西小児病理研究会
平成25年6月22日（土）午後1時30分から
於；
大阪市立総合医療センター（大会議室）
世話人；
兵庫県立こども病院 吉田牧子先生
一般演題記念講演 中山雅弘先生（大阪府立母子保健
医療センター）

第131回 関東東海地区小児病理カンファレンス
平成25年6月21日(金)午後5時30分から
於；
国立成育医療研究センター
世話人；
国立成育医療研究センター病理診断部
中澤温子先生
＊両研究会とも参加資格は特にありません。小児周産
期病理に興味のある方のご参加をお待ちしておりま
す。

8．会費納入のお願い

9．事務局より

会費納入のお願い
本会規約により、本会
会費は年間5,000円と
なっています。納入状
況に応じて、お知らせ
を入れております。下
記振り込み口座にお振
り込み願います。

今年度は幹事選挙の年です◇投票用紙をお送りしてあり
ますので投票お願いいたします◇研究会の今後のあり方
についてご意見をうかがうアンケートも行っていますので併
せてご返送願います◇記名無記名にかかわらず幹事会・
総会にて内容をご報告いたします◇本年度の学術集会は
第8回アジア太平洋IAP(9月5－8日韓国・釜山）のため久し
ぶりの8月開催（平成25年8月31日）となります◇IPPAを含
め国際学会の情報提供も行って参ります◇ご意見があれ
ば事務局、松岡までお知らせ下さい

会費について不明の点
は事務局 松岡までご
連絡ください。
ゆうちょ銀行
【店名】008
【店番】008
【預金種目】普通預金
【口座番号】8661284

成育医療研究センターへのアクセス
バス
成育医療研究センター前、成育医療研究セン
ターバス停下車
小田急線 成城学園前駅より 小田急バス、東
急バスで約10分
（渋谷駅、用賀駅、等々力操車所、都立大学駅
北口、弦巻営業所行）
東急田園都市線 用賀駅より 約15分
（成城学園前駅行き）
東急田園都市線 二子玉川駅より 約25分
（成育医療研究センター、美術館行）
渋谷駅より 約40分
（小田急バス 成城学園前駅西口、調布駅南口
行）（東急バス
成城学園前駅西口行）
タクシー・徒歩
小田急線 成城学園前駅南口より タクシーで
5分
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小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅より 徒歩15分
平成25年5月31日発行
小児腫瘍症例検討会（8月30日、金）は北玄関
又は正面玄関をご利用下さい。小児病理研究会
（8月31日、土）は案内の者の誘導に従ってご
入場下さい。
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