第 1 回神戸免疫組織診断セミナー（いむーのセミナー）
神戸大学医学部附属病院病理診断科では，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 1 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．
日時：2012 年（平成 24 年）2 月 25 日（土）10:00～17:30，26 日（日）9:00～15:00
会場：神戸大学医学部会館シスメックスホール及び神戸大学医学部附属病院病棟 2 階
共通カンファレンスルーム（兵庫県神戸市中央区楠町 7 丁目 5-2）
代表者：伊藤智雄（神戸大学医学部附属病院病理診断科）（病理診断&染色総合データ
ベースいむーの管理者 http://immuno.med.kobe-u.ac.jp/）
参加費：2 日間で 20000 円（参加費日割不可）（ハンドアウト代を含む）
定員：100 名 （銀行指定口座に参加費前納者より順次登録，満員になり次第締切）
対象者：病理医、免疫組織化学に興味のある臨床医、研究者、細胞検査士、臨床検査技
師など
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特命教授）
大島孝一（久 留 米 大 学 医 学 部 病 理 学 講 座 病 理 学 2 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）
九嶋亮治（国立がん研究センター中央病院病理科医長）
酒井康裕（神戸大学医学部附属病院病理診断科講師）
竹内賢吾（がん研究所分子標的病理プロジェクト）
谷洋一（DakoCytomation Co. Ltd., Japan）
森谷卓也（川崎医科大学病理学 2 教授）
柳井広之（岡山大学医学部附属病院病理診断科教授）
柳田絵美衣（神戸大学医学部附属病院病理部先端組織染色センター技師）
2 月 25 日の Special lecture は講師交渉中
プログラム：
2012 年 2 月 25 日（土曜日）
9:30～10:00

受付

10:00～11:00 挨拶，免疫組織化学の上手な使い方（抗体の選択，Web の利用，
精度管理など）（伊藤智雄）
11:00～12:00 免染抗体の基礎（原理，増感法，抗原賦活法，自動免染装置，至
摘条件の設定など）（鴨志田伸吾）
12:00～13:00

昼食（12:15～12:45 ランチョンセミナー）

13:00～14:00

多重免疫染色法（柳田絵美衣）

14:00～15:00

Special lecture

15:00～15:30

コーヒーブレイク

15:30～16:30

悪性リンパ腫・白血病（大島孝一）

16:30～17:30

婦人科疾患（柳井広之）

19:00～21:20

懇親会

2012 年 2 月 26 日（日曜日）
9:00～10:00

乳腺疾患（森谷卓也）

10:00～11:00 非小細胞肺癌（酒井康裕）
11:00～12:00

ALK 融合遺伝子陽性肺癌と診断法（竹内賢吾）

12:00～13:00

昼食（12:15～12:45

13:00～14:00

消化管腫瘍（九嶋亮治）

14:00～15:00

Special lecture「抗原賦活化の原理と実際」（谷洋一）

15:00～

挨拶（伊藤智雄）

ランチョンセミナー）

主催：神戸大学医学部附属病院病理診断科・病理部，ひょうご病理ネットワーク
共催・協賛：募集中
申し込み方法：参加申し込みは「いむーの」ホームページ（http://immuno.med.kobe-u.ac.jp/
）より画面入力で受け付けます．受付後，事務局より連絡メールをお送りいたしますの
で，銀行指定口座への参加費の振込（振込料は参加者負担）をお願いいたします．原則，
参加費の前納を持って申し込み完了といたしますが，所属機関の事務手続き上，当日現
金払いを希望する場合は，前もって事務局へお申し出下さい．参加証明書及び領収書は
当日，受付で全参加者にお渡しいたします．定員を超過した場合は，補欠として登録し，
キャンセルが出た場合，お知らせいたします．キャンセルは平成 24 年 2 月 10 日（金）
までのお申し出に限り，銀行振込料ないし現金書留料を差し引いた参加費を全額お返し
いたします．当日の飛び入り参加は出来ません．参加費には宿泊費や交通費，飲食代は
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．
申し込み開始日時：2011 年（平成 23 年）11 月 1 日午前 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（自動的に削除されます）．
問い合わせ先（事務局）：
神戸大学医学部附属病院 病理診断科 講師 酒井康裕
〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7 丁目 5-2
TEL 078-382-6470、FAX

078-382-6489

E-mail: sakai@med.kobe-u.ac.jp

＜神戸大学医学部附属病院へのアクセス＞
会場のシスメックスホールは，神戸大学医学部附属病院の正面脇にあります．
神戸大学医学部附属病院のホームページで「交通アクセス」を御覧下さい．
・神戸市営地下鉄 大倉山駅下車．
神戸文化ホールの横を通りつつ，徒歩 10 分
・神戸高速鉄道 高速神戸駅下車．
湊川神社，神戸市立中央体育館，神戸文化ホールの横を通りつつ，
北へ徒歩 15 分
・JR 神戸駅下車．
湊川神社，神戸市立中央体育館，神戸文化ホールの横を通りつつ，
北へ徒歩 20 分
・新幹線御利用の方は，新神戸駅で下車し，神戸市営地下鉄新神戸駅から大
倉山駅に向うのが便利（片道約 8 分，大人 230 円）．
・神戸空港からはポートライナーで三宮駅下車（片道約 18 分，320 円），神戸
市営地下鉄三宮駅から大倉山駅に向かうのが便利（片道約 5 分，大人 200
円）．
・大阪国際空港（伊丹空港）からは，神戸（三宮）行き空港バスを利用し（片
道約 40 分，大人 1020 円），神戸市営地下鉄三宮駅から大倉山駅に向かうの
が便利（片道約 5 分，大人 200 円）．
・関西国際空港からは，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，神戸市営地下鉄三宮駅か
ら大倉山駅に向かうのが便利（片道約 5 分，大人 200 円）．
・病院駐車場が病院正面に設置されていますし，病院周辺にも駐車場がいく
つかありますが，全て，割引や無料化は出来ませんので，御了承下さい．
可能な限り，公共交通機関を利用される方が望ましいかと存じます．
＜宿泊＞
参考までに候補をあげさせていただきますが，事務局では宿泊や交通のお世
話はいたしかねますので，参加者御自身でお調べの上，御申し込み下さい．
神戸大学医学部附属病院近くにある，それなりのビジネスホテル
・カサベライン神戸
〒652-0033 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通 1 丁目 4 番 27 号
TEL 078-578-0001
・東横イン 神戸湊川公園
〒652-0036 兵庫県神戸市兵庫区福原町 32－13
TEL 078-512-1045

・チサンホテル神戸
〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通 2－3－1
TEL 078-341-8111
・エスカル神戸
〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 8 丁目 10－1
TEL 078-341-0112
神戸で有名なホテル
・ホテルオークラ神戸 （神戸港）
〒650-8560 兵庫県神戸市中央区波止場町 2－1
TEL 078-333-0111
・神戸メリケンパークオリエンタルホテル （神戸港）
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町 5－6
TEL 078-325-8111
・ANA クラウンプラザホテル神戸 （新神戸駅）
〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町 1－1
TEL 078-291-1121
・オリエンタルホテル （三宮）
〒650-0035 兵庫県神戸市中央区京町 25
TEL 078-326-1500
・神戸ポートピアホテル （ポートアイランド）
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目 10-1
TEL.078-302-1111
その他，三宮駅周囲にも多数のホテルがあります．

