
第 3回神戸免疫組織診断セミナー（いむーのセミナー）  予告 

 

神戸大学医学部附属病院病理診断科・病理部では，免疫組織化学に主眼を置いた病理診

断セミナーを年 1 回開催したいと考えておりますが，その第 3回セミナーを以下の様に

実施することといたしました．是非御参加いただきますようよろしくお願いいたします． 

統括責任者：伊藤智雄（いとうともお：神戸大学大学院医学研究科病理学講座病理診断

学分野教授、神戸大学医学部附属病院病理診断科科長、神戸大学医学部附属病院病理部

部長、一般社団法人ひょうご病理ネットワーク代表理事） 

日時：2014 年（平成 26年）5月 10日（土）10:00～19:15，11日（日）9:00～12:10 

会場：（注意：第 1回、第 2回時と異なっております！） 

神戸大学統合研究拠点コンベンションホール（〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町

7丁目 1-48、TEL078-599-6710、FAX078-599-6711） 

対象者：病理専門医，口腔病理専門医，免疫組織化学に興味のある臨床医・歯科医，細

胞検査士，臨床検査技師，大学・企業の研究者，大学院生，学部学生など 

参加費：2 日間で医師・歯科医師 25,000円、医師以外 20,000 円、学部学生 10,000円（全

額前払い．参加費日割不可．ハンドアウト代を含む．飲食代は一切含まない．） 

定員：300名（医師枠 100 名、医師以外枠 200名とするが、申し込み状況により調整） 

テーマ：病理診断に役立つ免疫組織化学 

講師：五十音順に 

伊藤智雄 

伊藤雅文（日本赤十字社名古屋第一赤十字病院副院長・病理部部長） 

黒田直人（日本赤十字社高知赤十字病院病理診断科部部長） 

白石泰三（三重大学大学院医学研究科病態解明学講座腫瘍病理学教授） 

進藤正信（北海道大学大学院歯学研究科口腔病理病態学講座教授） 

武島幸男（広島大学大学院医歯薬保健学研究院病理学教授） 

柳田絵美衣（神戸大学医学部附属病院病理部技師）  

Special lecture の 2 題は未定 

座長：五十音順に 

伊藤智雄 

大林千穂（奈良県立医科大学病理診断学教授） 

鴨志田伸吾（神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域教授） 

酒井康裕（神戸大学医学部附属病院病理診断科講師） 

廣瀬隆則（神戸大学大学院医学研究科地域社会医学・健康科学講座地域連携病理学分野

特命教授、兵庫県立がんセンター病理診断科部長） 

プログラム： 

 2014 年 5月 10日（土曜日） 



9:00～   受付  

9:50～10:00 案内（事務局） 

   座長：伊藤智雄 

10:00～10:30 挨拶、病理診断に役立つ新規抗体（伊藤智雄） 

10:30～11:30 骨髄（伊藤雅文） 

   11:30～13:30 昼食・休憩（ランチョンセミナー予定） 

   座長：廣瀬隆則 

   13:30～14:30 尿路・前立腺腫瘍（白石泰三） 

   14:30～15:30 腎腫瘍（黒田直人） 

15:30～16:00 休憩 

座長：大林千穂 

16:00～17:00 Special lecture（協賛企業） 

17:00～18:00 悪性中皮腫（武島幸男） 

18:00～18:15 休憩 

座長：酒井康裕 

18:15～19:15 各協賛企業からの情報提供 

19:45～    情報交換会（招宴） 

 2014 年 5月 11日（日曜日） 

   座長：鴨志田伸吾 

 9:00～10:00 細胞診の免疫組織化学（柳田絵美衣） 

10:00～11:00 Special lecture（協賛企業） 

11:00～11:10 休憩 

座長：伊藤智雄 

11:10～12:10 口腔腫瘍（進藤正信） 

12:10～   挨拶（伊藤智雄） 

主催：神戸大学医学部附属病院病理診断科・病理部、一般社団法人ひょうご病理ネット

ワーク 

Special lecture提供：募集中 

後援（募集中）：オリンパス株式会社 

書籍展示：株式会社神陵文庫 

専門資格更新単位（2 日共参加で）：日本病理学会病理専門医資格更新単位 5 単位、日

本臨床細胞学会細胞診専門医更新単位 8 単位、日本臨床細胞学会細胞検査士更新単位

JSC15 単位・IAC11 単位、日本医師会生涯教育制度単位申請予定 

 

 

 



申し込み方法： 

以下，よくお読みの上， 

「病理診断&染色総合データベース いむーの」のホームページ

（http://immuno.med.kobe-u.ac.jp/） 

にリンクさせた申し込み専用ページからお申し込みください。 

（株式会社プロアクティブ） 

 

＊申し込み受付事務、前納参加費の集金は，全て、事務委託先の株式会社プロアクティブが行い 

ます．セミナー運営事務局に直接御連絡いただきましてもお取扱出来ません． 

＊原則，申し込み専用ページからお申し込み下さい．どうしても，インターネットが御利用出来 

ない場合のみ，以下の用紙に御記入の上，FAX（078-332-2506）にてお申し込み下さい． 

＊お申し込みの際は，確実な電話番号，E-mail アドレスを御登録下さい．原則，登録 E-mail ア 

ドレスに対して，セミナー関連の連絡を差し上げます．あるいは，「いむーの」のホームペー 

ジに連絡事項を掲載いたします．郵便物による遣り取りは致しません．お申し込み後に連絡先 

の変更（モバイル端末を変えた等）がありましても，こちらに御連絡がなければ，それにより 

不都合が生じましても，当方は一切責任を負いません．（うまく連絡がとれないからといって， 

事務局が勝手に登録先以外に電話をかけたりは致しません．） 

＊お申し込みがうまく完了出来たかどうか自信のない場合は，そのまま放置せずに，株式会社プ 

 ロアクティブ（TEL078-332-2505）にお問い合わせ下さい． 

＊参加費の前納を持って申し込み完了といたします．申し込み専用ページで入金方法を御選択下

さい．トラブル防止のため，今回からは原則として当日払いでは受付いたしません。 

＊入金確認者より順次登録し，定員設定枠（医師 100名，医師以外 200 名）に達しましたら，締 

切いたします．定員超過後にお申し込みの方は，事務局で補欠登録し，もし，調整・欠員で御 

参加が可能になりましたら，後日御案内させていただきます． 

＊御入金後キャンセルされる場合は，平成 26 年 4月 10 日（水）までのお申し出に限り，全額お 

返しいたします．株式会社プロアクティブ（TEL078-332-2505）へ御連絡下さい． 

＊平成 26年 4月 11日（木）からセミナー第 1日目（5 月 10日）にキャンセルをお申し出にな 

られた場合には，参加費半額返金（医師 12,500円，医師以外 10,000円）とハンドアウト 1 冊 

の御送付となります． 

＊セミナー当日の無断欠席には，一切御返金できません．ハンドアウト 1冊と配布資料の御送付 

のみとなります． 

＊当日の飛び入り参加は一切出来ません． 

＊参加証明書及び領収証は，一般的な学会と同様に，ネームカードと連続した形でお渡し致しま 

す．前もって領収証が御必要の方は，株式会社プロアクティブ（TEL078-332-2505）へ御連絡 

下さい． 

＊参加費には宿泊費や交通費は含まれていませんので，参加者御自身で手配をお願いいたします。 

＊参加費には一切飲食代は含まれておりません． 

＊第 2回セミナー開催時，弁当希望者が多数を占めたことやセミナー会場の立地条件から，今回 

はランチョンセミナーを設定いたします．外食はたいへん不便かと存じますので，積極的に 

ランチョンセミナーを御利用下さい．ランチョンセミナーに御参加されない場合は，あらか 

じめ飲食物を御持参下さい．弁当のみの受注は致しません． 

＊参加費には情報交換会費は含まれておりません。先着 120名様まで無料（招宴）で御参加いた 

だくことが出来ます．セミナーの参加と同時にお申し込み下さい． 

申し込み開始日時：2013 年（平成 25 年）11 月 1 日（金）午前 10 時より開始いたしま

す．それより前の申し込みは出来ませんので御注意下さい． 

申し込み終了日時：2013 年（平成 25年）11月 29日（金）正午 

事務委託先：株式会社プロアクティブ 担当：高部浩之 

http://immuno.med.kobe-u.ac.jp/


〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町 85-1 ベイ・ウイング神戸ビル 10F 

TEL:078-332-2505、FAX:078-332-2506  E-Mail：immuno@pac.ne.jp 

セミナー運営事務局：酒井康裕、伊藤智雄 

〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7丁目 5-2 神戸大学医学部附属病院病理部内 

一般社団法人ひょうご病理ネットワーク 

TEL 078-382-6470、FAX 078-382-6489 
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第 3 回神戸免疫組織診断セミナー（いむーのセミナー） 

参加申し込み用紙 

 

FAX 078-332-2506 

宛先：株式会社プロアクティブ 高部浩之 

ふりがな     

氏名     

所属（所属機関，科等） 
  

 
  

職種 医師 
医師以外 

学部学生 

経験年数（働き始めてから）    年 

住所 

 
    

TEL     

FAX     

E-mail     

弁当（ｾﾐﾅｰ第 1 日目のみ） 要 不要 

情報交換会（招宴） 参加 不参加 



＜神戸大学統合研究拠点コンベンションホールへのアクセス＞ 

神戸大学のホームページより「交通アクセス」を御覧下さい． 

http://www.kobe-u.ac.jp/info/outline/facilities/kuirc/index.html 

 

・神戸三宮から 

神戸新交通ポートライナー三宮駅で「神戸空港行」に乗車，京コンピュータ 

前駅で下車．約 14分．280円． 

・神戸空港から 

神戸新交通ポートライナー神戸空港駅で「三宮行」に乗車，京コンピュータ 

前駅で下車．約 4分．240円． 

・新幹線新神戸駅から 

 神戸市営地下鉄（新神戸駅から三宮駅，約 2分，200円）あるいはタクシーを 

利用して，三宮に向い，神戸新交通ポートライナー三宮駅で「神戸空港行」 

に乗車，京コンピュータ前駅で下車（約 14分，280円）． 

・大阪国際空港（伊丹空港）から 

神戸（三宮）行き空港バスを利用し（片道約 40分，大人 1020円），三宮に向 

い，神戸新交通ポートライナー三宮駅で「神戸空港行」に乗車，京コンピュ 

ータ前駅で下車（約 14分，280円）． 

・関西国際空港から 

1) 神戸三宮・六甲アイランド行き空港バスを利用し（片道約 65～75 分，大

人 1900円），神戸三宮で下車，神戸新交通ポートライナー三宮駅で「神戸

空港行」に乗車，京コンピュータ前駅で下車（約 14分，280円）． 

2) 神戸空港行ベイシャトル（高速船）を利用し（片道約 40 分，大人 1800円），

神戸空港で下船，神戸新交通ポートライナー神戸空港駅で「三宮行」に乗

車，京コンピュータ前駅で下車（約 4分，240円）． 

・利用可能な駐車場はございませんので，公共交通機関を利用下さい． 

 

 

＜宿泊情報＞ 

事務局，事務委託先では宿泊や交通の手配の代行はいたしませんので，参加

者御自身でお調べの上，御申し込み下さい． 

 神戸大学統合研究拠点コンベンションホール周辺には，宿泊施設は少ないで

すので，基本的には三宮駅近辺でお探し下さい．御予算が許されるようでした

ら，近くには神戸ポートピアホテル（〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目

10-1 ，TEL078-302-1111）があります． 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/info/outline/facilities/kuirc/index.html


 

 

 



情報交換会の御案内 

 

日時：2014年（平成 26年）5月 10日（土）19:45～ 

場所：神戸ポートピアホテル 30F スカイラウンジ「プレンデトワール」 

http://www.portopia.co.jp/restaurant/pleinde.html 

参加：120名（招宴、セミナー参加申込時に同時に申込、先着順） 

内容：貸切。立食、フリードリンク。 

 

目の前に広がる、神戸の海と街並みは、夜は星空と街の明かりがどこまでも

続くパノラマ。100 万ドルの神戸の夜景、神戸空港の眺望が時間を追うごとに変

化し続ける景色を御満喫ください。 

お席に限りはありますが、セミナーの講師の先生方とも御交流できる、絶好

の機会ですので、積極的に御参加くださるようお願い申し上げます。 

 

（注）セミナー会場からポートピアホテルまではバスを御用意いたします。情報交換会終

了後、神戸ポートピアホテルから JR 三宮駅行のバスを御用意させていただきますが、会の

途中でお帰りの際は、近くの神戸新交通ポートライナー市民広場駅が御利用いただけます。 

http://www.portopia.co.jp/restaurant/pleinde.html

