
第 2 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 2 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：2013 年（平成 25 年）5 月 11 日（土）10:00～17:30，12 日（日）9:00～12:00 
会場：神戸大学医学部会館シスメックスホール（〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7
丁目 5-2） 
対象者：病理医，免疫組織化学に興味のある臨床医及び細胞検査士，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 25,000 円、医師以外 20,000 円、学部学生 10,000 円（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：250 名（医師 125 名，医師以外 125 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（神戸大学医学部附属病院病理診断科教授） 
木村鉄宣（札幌皮膚病理診断科院長・NPO法人皮膚病理発展推進機構理事長） 

清水道生（埼玉医科大学国際医療センター病理診断科教授） 
堤  寛（藤田保健衛生大学医学部第一病理学教室教授） 
野島孝之（金沢医科大学臨床病理学教室教授） 
廣瀬隆則（徳島県立中央病院病理診断科部長） 
丸川活司（北海道大学病院診療支援部副技師長・病理部主任技師） 
Special lecture の 2 題は未定 
プログラム： 
 2013 年 5 月 11 日（土曜日） 

9:00～   受付  
9:50～10:00 案内（事務局） 

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 Special lecture 

   11:30～13:00 昼食・休憩 
   13:00～14:00 骨軟部腫瘍（野島孝之） 
   14:00～15:00 皮膚腫瘍（木村鉄宣） 

15:00～15:30 コーヒーブレイク 
15:30～16:30 肝・胆・膵腫瘍（清水道生） 
16:30～17:30 感染症（堤寛） 
19:00～   情報交換会 



 2013 年 5 月 12 日（日曜日） 
    9:00～10:00 未定（丸川活司） 

10:00～11:00 Special lecture 
11:00～12:00 脳腫瘍（廣瀬隆則） 
12:00～   挨拶（伊藤智雄） 

主催：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 
協賛，後援：募集中 
単位：各種更新単位の申請中 
申し込み方法： 

「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/）のリンクよりお申し込みください。 
※インターネットが御利用できない場合は，以下の書式を御利用の上，FAX（078-332-2506）で

お申し込みいただきましても結構です． 
※原則，参加費の前納を持って申し込み完了といたします．参加をお申し込みいただきますと，

入金方法についての御案内が送信されますので，1 週間以内に御入金の程お願いいたします。 
※入金確認者より順次登録し，定員（医師 125 名，医師以外 125 名）になり次第締切いたします．

定員を超過いたしましたら，事務局の方で補欠登録いたします．もし，欠員等で御参加が可

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 25 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．当日の飛び入り参加は出来ません． 
※事務手続き上，どうしても当日受付で現金払いを希望される場合は，前もって事務委託先の株

式会社プロアクティブ（TEL078-332-2505）へお申し出下さい． 
※参加証明書及び領収書は，セミナー当日全参加者にお渡しいたします．前もって領収証が御必

要の方は，事務局へ御連絡下さい． 
※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ので，セミナー第 1 日目の昼食に弁当（1 人 1000

円，緑茶付）を希望される場合は，参加申し込み時に同時に弁当も御申し込み下さい．参加

費と共に弁当代も御入金いただくことになります． 
※参加費には情報交換会費は含まれておりません（招宴）。情報交換会への御参加は各自の任意

となります。 
申し込み開始日時：2012 年（平成 24 年）11 月 1 日（木）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）． 
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：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 
ひょうご病理ネットワーク 
TEL 078-382-6470、FAX 078-382-6489 
E-mail: immunoseminar@immuno.med.kobe-u.ac.jp 
 

mailto:immunoseminar@immuno.med.kobe-u.ac.jp


第 2 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 

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 参加 不参加 
 
 
 



＜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，北上，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 

・ホテルクラウンパレス神戸（神戸港） 
  〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-3-5 

TEL 078-362-1155 
その他，三宮駅周囲にも多数のホテルがあります． 

 


