
第６回神戸免疫組織診断セミナー（いむーのセミナー） 

 
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：2017 年（平成 29 年）5 月 13 日（土）10:00～18:30，14 日（日）8:30～11:50 
 
会場：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，病理専攻医，口腔病理専攻医，免疫組織化学に

興味のある医師・歯科医師・専攻医・研修医，細胞検査士を含む臨床検査技師，大学・

企業の研究者，大学院生，学生など 
 
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（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） 
郡司昌治（名古屋第一赤十字病院細胞診分子病理診断部細胞診分子病理検査課長） 
関根茂樹（国立がん研究センター中央病院病理科医長） 
中村栄男（名古屋大学大学院医学系研究科高次医用科学講座臓器病態診断学・病態構造

解析学分野教授） 
畑中豊（北海道大学病院コンパニオン診断研究部門特任講師） 
羽場礼次（香川大学医学部附属病院病理診断科教授） 
原重雄（神戸大学大学院医学研究科病理学講座病理診断学分野講師） 
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） 
Special lecture，ランチョンセミナーは未定 
座長：五十音順に 
伊藤智雄 
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） 
全陽（神戸大学大学院医学研究科病理学講座病理診断学分野病理ネットワーク学部門特

命教授） 
廣瀬隆則 
プログラム： 
 2017 年 5 月 13 日（土曜日） 

9:00～    受付  
9:50～10:00 案内（事務局），挨拶（伊藤智雄） 

   座長：全陽 
10:00～11:00 免疫染色 up to date 2016（伊藤智雄） 
11:00～12:00 腎生検蛍光染色の基礎と解釈（原重雄）  
12:00～14:00 昼食・休憩（ランチョンセミナー60 分（未定）） 
座長：廣瀬隆則 
14:00～15:00 Special lecture（未定） 
15:00～16:00 これから求められる免疫染色：遺伝子変異からみた消化器腫瘍と 

免疫染色（関根茂樹） 
16:00～16:30 休憩 
座長：伊藤智雄 
16:30～17:30 悪性リンパ腫（中村栄男） 
17:30～18:30 肺癌個別化診断における細胞診免疫染色の役割（羽場礼次） 
19:30～   情報交換会 

 2017 年 5 月 14 日（日曜日） 



   座長：鴨志田伸吾 
 8:30～ 9:30 これならできる FISH 染色－院内導入に向けた準備から染色方法 

とその工夫まで－（郡司昌治） 
9:30～10:30 コンパニオン診断／ゲノム診断の今後（畑中豊） 

10:30～10:50 休憩 
座長：伊藤智雄 
10:50～11:50 脳腫瘍と免疫染色の役割（廣瀬隆則） 
11:50～   挨拶（伊藤智雄） 

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

病理部 
 
Special lecture 提供：募集中 
 
商業展示（募集中）：株式会社ニチレイバイオサイエンス 
 
広告（募集中）：アジレント・テクノロジー株式会社，小野薬品工業株式会社、ゼリア

新薬工業株式会社、武藤化学株式会社、ファイザー株式会社、MSD 株式会社 
 
書籍展示：募集中  
 
専門資格更新単位： 
2 日共参加で、以下が認められていますので、当日配布いたします参加証を大切に保管

して置いて下さい。 
①日本病理学会病理専門医資格更新単位 従来の制度 5 単位・新制度 1 単位 
②日本臨床細胞学会細胞診専門医更新単位 8 単位 
③日本臨床細胞学会細胞検査士 JSC15 単位・IAC10 単位 
④日本臨床衛生検査技師会認定病理検査技師更新単位申請予定 
（細胞検査士の方への更新単位シールは、ホール入口辺り（2 階）に設置した専用デス

クでお受け取り下さい。） 
 
（参加者への連絡事項） 
1. セミナー当日は、先ず、神戸大学統合研究拠点コンベンションホール 1 階の受付（階

段下）においで下さい。正面玄関を入ってすぐ左手奥にございます。受付は 9:00 から

始まります。受付で、ハンドアウトや領収証付名札、資料をお渡しいたします。別途、

手書きの領収証が御入用の方は、受付でお申し出下さい。お席は自由席です。 



 

2. 神戸大学統合研究拠点コンベンションホールは、施設内全面禁煙です。どうしても

という方は、1 階南側（建物裏手）の少し奥まった場所で、密かに御喫煙下さい。 
＊ラウンジに直結したデッキも禁煙です． 
 
     京コンピュータ前駅側、正面 

      建物裏手 
 
3. 神戸大学統合研究拠点コンベンションホール内は原則飲食禁止となっておりますが，

ランチョンセミナーも同じホールで行います。汚さないように御注意の上、朝食、休憩

などでも御利用下さい。ゴミは所定の場所に廃棄下さい。 
4. 4 階にあるラウンジでは、商業展示と共に、フリードリンクコーナー（コーヒー、お

茶、ジュース、お菓子）を設置いたしております。デッキもありリフレッシュ出来ます

ので、是非御利用下さい。 
 

受付 
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5. 書籍展示は 2 階ホール入口前で行われます。休憩時間などに御利用下さい。 

 
6. 神戸大学統合研究拠点コンベンションホールの周辺には、少し離れたところにコン

ビニエンスストアがありますが、飲食店がございません。昼食の時間は長い目に設定い

たしておりますが、ランチョンセミナーをお申込みされていない方は、御宿泊地近辺で

飲食物を入手され、お持ち込みされるようお願いいたします。 
7. 神戸大学統合研究拠点コンベンションホール及びその周辺には、セミナー参加者が

御利用出来る駐車場がございません。公共交通機関を御利用下さい。 
8. 参加申し込み時に学会会員番号，専門医番号，検査士番号を事務局に伝え切れてい

ない方がおられますので，セミナー当日，受付，更新単位シール配布専用デスクに御連
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絡下さい． 
9. 過去のハンドアウトの残部はセミナー当日，受付で販売いたしますが，売れ切れ次

第終了です．今回のハンドアウトはすぐには販売いたしません（次回以降になります）．

ハンドアウトは PDF 化，電子書籍化して販売いたしませんので、御了承下さい。 
10. セミナーを御欠席された方には、ハンドアウト、配布資料をお送りさせていただき

ます。病気や事故など事情のある場合は、セミナー運営事務局に是非御連絡下さい。 
11. 当日の飛び入り参加は一切出来ません． 
12. 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。 
13. 参加費には一切飲食代は含まれておりません． 
14. セミナー1 日目終了後，情報交換会（招宴）になります．お申し込みの時点で欠席

とされた方も御参加いただいて結構です．現地集合、現地解散ですので、御協力の程よ

ろしくお願いいたします。 
15. セミナー終了後、アンケートにお答えいただきたく存じます。今後のセミナーを企

画する際にたいへん役立ちますので、積極的に御記載の上、受付に御提出下さい。 

16. 御不明の点がございましたら、事務局までお尋ね下さい。 
 
 
事務委託先：株式会社プロアクティブ 担当：高部浩之 
〒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：代表 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 078-382-6473、FAX 078-382-6489 
E-mail tomitoh@med.kobe-u.ac.jp 
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＜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． 
 
 
＊神戸大学統合研究拠点コンベンションホールからお帰りの際は，神戸新交通

ポートライナー以外は，路線バスはなく，タクシーも通常待機しておりません．

タクシーが御必要の場合は， 
神戸個人タクシー事業協同組合 無線配車センター 078-651-2233 
MK タクシー 神戸 MK コールセンター 078-303-6001 
甲南交通株式会社 コーナンムセン 0120-86-5752，078-851-0011 
扇タクシー 無線室 078-453-1678 

等を御利用下さい． 

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


 
 
 



＜宿泊情報＞ 
事務局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． 
注１）最近，アジアからの観光客の急増に伴って，神戸市内のホテルの予約が 

たいへん取りにくくなっております．少しでもお早くホテルの御予約を 
されることをお勧めいたします．（直接ホテルに連絡を取って予約できな 
くても，旅行会社やインターネットを介すると何とか取れることもあり 
ます．） 

注２）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 JR 三宮駅近辺でお探し下さい． 

注３）御予算が許されるようでしたら，セミナー会場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．（ホテルからセミナー会場へはタクシーかポートライナー） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



情報交換会の御案内 
 
日時：2017 年（平成 29 年）5 月 13 日（土）19:45～21:15 
場所：神戸ポートピアホテル 旧アラン・シャペル（本館 31 階） 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目 10-1  
TEL 078-302-1111（代表） ，078-303-5230（直通），FAX 078-302-6877 

参加費：無料（招宴） 
内容：立食（食べ放題，飲み放題） 
＊予定していた 30 階プレンデトワールが工事の為，31 階で間借りして実施いた

します． 

 
 
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。1000 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

変化しつづける景色をご満喫ください。 
セミナーの講師，座長の先生方や多くの参加者と御交流できる、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。 

現地集合ですので、セミナー終了後、御参加される方はセミナー会場前

の京コンピュータ（神戸どうぶつ王国）前駅（P08）からポートライナーに御乗

車いただき、三宮駅行で 2 駅先の市民広場（コンベンションセンター）駅（P06）

でお降りいただくと、徒歩 5 分程で神戸ポートピアホテルに着きます。現地



解散ですのでお帰りの際は、ポートライナーやホテルのシャトルバスを御利

用下さい。 
 

 
 
 
 


