第 91 回

日本病理学会近畿支部学術集会

プログラム

令和 2 年 12 月 5 日（土曜日）

オンライン開催

世話人：神戸大学

横崎 宏 先生

モデレーター：京都市立病院

岸本 光夫 先生

日 時：令和２年 12 月 5 日（土）9:50〜（オンライン開場 8:30〜）
参加費：1,000 円（但し初期研修医、学生の方は無料）
連絡先：神戸大学大学院医学研究科病理学講座病理学分野
住 所：〒650-0017 神戸市中央区楠町７５１
電話番号：078-382-5465
聴講補助会場：神戸大学大学院医学研究科外来診療棟６階 大講義室

■電車利用

＜聴講補助会場までの交通手段＞
キャンパスマップ
JR「神戸」駅下車 徒歩約 15 分
神戸高速鉄道「高速神戸」駅下車 徒歩約 13 分
神戸市営地下鉄「大倉山」駅下車 徒歩約 5 分
医学研究科・医学部・

■バス利用

医学部附属病院（楠地区）
JR「神戸」駅前より神戸市バス
9 系統、110 系統 もしくは
建物配置図
112 系統に乗車 約 5 分「大学病院前」バス停下車
第二病棟
（清明寮）

JR「神戸」駅前より 約 5 分
新幹線「新神戸」駅前より約 15 分
特別高圧受電所

立体駐車場

（低侵襲総合診療棟）
中央診療棟

医学部会館
（保育所・シスメックスホール）

（高エネルギー診療棟）
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国道428号線
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■タクシー利用
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日本病理学会近畿支部第 91 回学術集会
世 話 人：

神戸大学

横崎

宏 先生

モデレーター：

京都市立病院 岸本 光夫 先生

テーマ：

WHO 分類 2019−消化管腫瘍

学術集会オンライン開場：8:30〜
9:50〜11:30

960

症例検討

肺腫瘍の一例
皆見 勇人 先生、他 （大阪市立総合医療センター、他）
コメンテーター： 清水 重喜 先生（近畿中央病院）

961

小腸腫瘍の一例
児玉 貴之 先生、他 （神戸大学／加古川中央市民病院、他）
コメンテーター：小島 史好 先生（和歌山県立医科大学）

962

卵巣腫瘍の一例
西野 彰悟 先生、他 （神戸市立医療センター中央市民病院、他）
コメンテーター：南口 早智子 先生（京都大学）

969

胸腺腫瘍の一例
坂井田 美穂 先生、他（大阪市立総合医療センター、他）
コメンテーター：桑江 優子 先生（大阪市立大学）

970

血管周囲の線維化が目立つ結腸粘膜生検の一例
並河 健 先生、他（関西医科大学）
コメンテーター：森永 友紀子 先生（京都府立医科大学）

11:30〜12:30

休憩

12:40〜13:40

＜希少がん病理診断講習会＞

座長：横崎 宏 先生（神戸大学）
『小児腫瘍の病理診断：小児腫瘍には取扱い規約や WHO 分類がない？』
田中 祐吉 先生（神奈川県立こども医療センター）
13:40〜13:50

休憩

13:50〜14:50

＜特別講演＞

座長：横崎 宏 先生（神戸大学）
「WHO 分類 2019−消化管腫瘍」
『大腸腫瘍の組織分類の変遷と問題点−粘膜内腫瘍を中心に−』
味岡 洋一 先生（新潟大学）
14:50〜15:00

休憩

15:00〜16:00

＜病理講習会１・２＞

座長：岸本 光夫 先生（京都市立病院）
『食道扁平上皮病変における新 WHO 分類の改訂点』
河内 洋 先生（がん研究会有明病院）
『消化管内分泌細胞腫瘍 −WHO2019 分類と癌取扱い規約の異同−』
岩渕 三哉 先生（新潟大学）
16:00〜16:10

休憩

16:10〜17:10

＜病理講習会３・４＞

座長：今井 幸弘 先生（加古川中央市民病院）
『胃の病理診断 −WHO 分類（2019）を踏まえて−』
九嶋 亮治 先生（滋賀医科大学）
『虫垂腫瘍 −虫垂は小さな大腸ではない』
岸本 光夫 先生（京都市立病院）

《重要》
※

第 69 回学術集会総会に於いて、学術集会参加費徴収の議案が採択されました。これを受け
まして、第 70 回学術集会より、参加費￥1,000 を徴収させて頂いております（但し学
生、初期研修医につきましては無料と致します。

※

病理専門医研修制度の変更に伴い、2015 年度より近畿支部学術集会参加単位数は下記のよ
うになります。
日本専門医機構専門医資格更新単位：(参加)2 単位、(発表)筆頭 1 単位、(共同演者 1 人の
み)1 単位、(座長・司会)１単位
日本病理学会病理専門医資格更新単位：(参加)10 単位、(発表)筆頭５単位、(共同)３単位
また『領域講習』の単位として特別講演、教育講演、病理講習会(１時間につき１単位)につ
いても受講証を発行します。

※

新規でメールマガジンのご購読を希望されます方は，jspk-office@umin.ac.jp へご登録下
さい．

令和２年度の近畿支部学術集会開催予定

第 92 回 (令和 3 年 2 月 20 日)
オンライン開催

テーマ： 骨軟部腫瘍
同日開催：

日本病理学会 希少がん病理診断講習会
骨軟部腫瘍

日本病理学会近畿支部事務局
（神戸大学大学院医学研究科病理学講座病理学分野内）
〒650-0017 神戸市中央区楠町 7-5-1
TEL：078-382-5465 FAX：078-382-5479
E-mail：kinpatho@med.kobe-u.ac.jp

