
第 94 回

日本病理学会近畿支部学術集会

プログラム

令和 3 年 9 月１1 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：兵庫県立がんセンター

佐久間 淑子 先生



日 時：令和 3 年 9 月 11 日（土）9:30～（オンライン開場 9:00～）
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７-５-１
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

＜聴聴講講補補助助会会場場までのの交通手段＞
■電車利用 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

■バス利用 JR「神戸」駅前より神戸市バス 9 系統、110 系統 もしくは
112 系統に乗車 約 5 分「大学病院前」バス停下車

■タクシー利用 JR「神戸」駅前より 約 5 分
新幹線「新神戸」駅前より約 15 分
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日本病理学会近畿支部第 94 回学術集会

世 話 人： 神戸大学 横崎 宏 先生
モデレーター： 兵庫県立がんセンター 佐久間 淑子 先生
テーマ： 乳腺腫瘍

学術術集集会会オオンラライイン開開場場：99::0000～～

99::3300～～1111::3300 症症例例検検討討

977 胎盤感染症の一例
高橋 加奈 先生、他 （神戸市立医療センター中央市民病院）

コメンテーター： 福島 裕子  先生（大阪市立十三市民病院）

978 皮膚腫瘍の 1 例
西野 彰悟 先生、他 （兵庫県立こども病院、他）

コメンテーター： 藤本 正数 先生（京都大学）

979 肺腫瘍の 1 例
寺田 智代子 先生、他（奈良県立医科大学）

コメンテーター： 大江 知里 先生（関西医科大学）

980 2 回の生検で 3 回異なる病理診断がなされた乳腺腫瘤の一例
稲葉 真由美 先生、他（淀川キリスト教病院）

コメンテーター： 安原 裕美子 先生（堺市立総合医療センター）

981 乳癌の 1 例
河井 真季子 先生、他（大阪大学、他）

コメンテーター： 神澤 真紀 先生（神戸大学）

982 男性に生じた嚢胞性乳腺病変の一例
塚本 修一 先生、他（神戸大学、他）

コメンテーター： 森谷 鈴子  先生（滋賀医科大学）

11:30～13:00 休憩



13:00～14:00 ＜特別講演＞
座長：横崎 宏 先生（神戸大学）

『乳腺腫瘍 WHO 分類 (第 5 版)改訂のポイント』
増田 しのぶ 先生（日本大学）

14:00～14:20 休憩

14:20～155:20 ＜教育講演＞
座長：佐久間 淑子 先生（兵庫県立がんセンター）

『乳癌におけるコンパニオン診断―PDL1 検査を中心に』
堀井 理絵 先生（埼玉県立がんセンター）

155:20～155:30 休憩

155:30～16:30 ＜病理理講習会＞
座長：南口 早智子 先生（京都大学）

『乳がん領域の遺伝性腫瘍』
浦川 優作 先生（神戸市立医療センター中央市民病院／岡山大学）

『乳腺嚢胞形成性病変のコア生検』
竹田 雅司 先生（八尾市立病院）



《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．

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

令和３年度の近畿支部学術集会開催予定

第 95 回 (令和 3 年 12 月 4 日)
オンライン開催 テーマ： リンパ腫

世話人： 横崎 宏 先生（神戸大学）
モデレーター： 山下 大祐 先生

（神戸市立医療センター中央市民病院）
藤本 正数 先生（京都大学）

第 96 回 (令和４年 2 月 19 日)
オンライン開催 テーマ： 婦人科腫瘍 ―WHO第5版改定点を中心に―

世話人： 横崎 宏 先生（神戸大学）
モデレーター： 南口 早智子 先生（京都大学）




