
第１５回日本病理学会中国・四国支部 「病理学夏の学校」 概要 

 

日時：平成２６年８月２３日（土）～２４日（日）（一泊二日） 

 

会場及び宿泊：「萩本陣」 〒758-0011 山口県萩市椿東 385-8 

TEL：(0838)22-5252 FAX：(0838)25-3594  

URL:http://www.hagihonjin.co.jp/ 

 

内容：別紙プログラム参照 

１）課題検討（ＣＰＣ）では、剖検ビデオや病理組織標本をバーチャルスライドで各グル

ープに配布し（全グループ同一症例）、事前の準備なしで参加者全員に考えていただ

き、グループごとに２日目に発表していただきます。 

２）特別講演では、数少ない女性病理学教授である清川悦子先生に病理学の面白さや研究

の楽しさを語っていただきます。二次会ではお茶会（女子会）も準備しています。各

地のスイーツを持ち寄って、清川先生と一緒に熱く語ってください。 

３）懇親会では各大学ごとに簡単な大学紹介や自己紹介（５分程度）をお願いします。地

元萩市の紹介や萩市の医療の現況についても地元萩市の先生に紹介していただきます。 

４）２日目の講演では「病理医へのトラバーユ」をテーマに外科医、歯科医から病理医へ

転身したお２人にお話いただきます。 

 

参加費（一泊二食込）：13,000 円（学部学生、初期研修医、大学院生（卒後２年以内）） 

           15,000 円（上記以外の大学教員、病理医） 

 

参加申込方法：別紙参加申込書に必要事項を記入の上、下記事務局へメールまたは FAXで 

申し込んでください。 

１）中国・四国支部内の大学学生さん：各大学病理学講座に申込みして下さい。各大学

の担当者の方は取りまとめて下記事務局へ申し込んでください。 

 ２）上記以外の大学学生さん：下記事務局へ直接申込みして下さい。 

（中国・四国地方出身の学生さんには若干の参加費補助が出ます） 

参加申込み締切：平成２６年７月３１日（木） 

 

主催：日本病理学会中国四国支部 

 

当番校（事務局）：山口大学医学部分子病理学講座 

〒755-8505 山口県宇部市南小串 1-1-1 

TEL:(0836)22-2222 FAX:(0836)22-2223 e-mail:pathol2@yamaguchi-u.ac.jp 

http://www.hagihonjin.co.jp/
TEL:(0836)22-2222


第１５回日本病理学会中国・四国支部 「病理学夏の学校」 プログラム 

 

１日目：８月２３日（土） 

13:00-13:30 受付 

13:30-13:40 開会挨拶・オリエンテーション ＜伊藤浩史＞ 

13:40-14:00 課題（ＣＰＣ症例）の説明 ＜小賀厚徳＞ 

14:00-16:30 課題（ＣＰＣ症例）検討・グループワーク・ディスカッション・PP作製 

16:50-17:50 特別講演 「生きた「病理学」は可能か？」＜座長：伊藤浩史＞ 

  金沢医科大学 病理学 I 教授 清川悦子 先生 

17:50-18:00 写真撮影 

18:00-19:00 チェックイン・入浴等 

19:00-21:00 夕食、懇親会（萩市、萩市医師会関係者含む） 

１）各大学紹介、自己紹介 

２）萩市の紹介 （山口大学医学部学生、萩高出身者） 

３）萩市の医療の現況  （萩市民病院：斎藤裕之 先生） 

21:00-  二次会（お茶会）＜お茶会担当：近藤智子＞ 

 

２日目：８月２４日（日） 

7:00-9:00 朝食、入浴、散歩（松陰神社）、チェックアウト 

9:00-10:30 課題（ＣＰＣ症例）発表 ＜座長：小賀厚徳＞ 

10:50-11:30 講演「病理医へのトラバーユ」 ＜座長：河内茂人＞ 

 １）「-case report- 中年期に外科から転身後、留学も経験してそこそこ良好な経過 

  をたどる見習い病理医の一例（予後不明）」 

  高知大学医学部 病理学教室 講師 長沼誠二 

 ２）病理学への道 -the way to pathology- ひとりの歯科医師として， 

ひとりの医学生として 

弘前大学医学部 ６年生 木村相泰 （広島大学歯学部卒） 

11:30-12:00 課題（ＣＰＣ症例）解説 ＜伊藤浩史＞ 

12:00-12:20 表彰、ポストアンケート 

12:20-12:30 閉会挨拶 

  



会場（萩本陣）へのアクセス（http://www.hagihonjin.co.jp/） 

 

 

 

１）新幹線及びバス利用 

Ｊ Ｒ 新 山 口 駅 よ り バ ス 「 は ぎ 号 」 で 東 萩 駅 へ （ 時 刻 表 ：

http://www.hagihonjin.co.jp/access/bus.html）、東萩駅よりタクシー５分、徒歩でも１

５分位の距離ですが、東萩駅 12:34 と 13:06 着のバスにはホテルより迎えのマイクロバス

を出してもらう予定です。お帰りもバスの発車に合わせて東萩駅までお送りのマイクロバ

スを運行予定です（人数把握のためマイクロバスご利用予定の方は申込用紙に○をご記入

下さい）。 

 

２）自家用車利用 

中国自動車道、美祢東 JCT より無料の小郡萩道路を経て萩市内まで JCT から４０分程度

です。駐車場は無料です。バス利用の方の受付が 13:30 前に集中することが予想されます

ので、自家用車利用の方はなるべく 13:00の受付開始後早めに受付を済ませてください。 

  

http://www.hagihonjin.co.jp/
http://www.hagihonjin.co.jp/access/bus.html


第１５回日本病理学会中国・四国支部 「病理学夏の学校」参加申込み書 

      

参加申し込み締切： 2014年 7月 31日（木） 

(e-mail) pathol2@yamaguchi-u.ac.jp  (FAX) (0836)22-2223 (山口大学 分子病理学) 

 連絡代表者： ご氏名    

   ご所属    

   連絡先 e-mail:   

    TEL:         FAX:   

 

（ふりがな）     備考 バス お茶会 

参加者氏名 性別 いずれかに◯ （メールアドレス等） 利用 参加 

1 男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

2  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

3  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

4  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

5  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

6  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

7  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

8  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

9  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

10  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

11  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

12  男 学部（ ）年生 初期研修医       

  女 院生卒後（ ）年 教員・病理医       

 

mailto:pathol2@yamaguchi-u.ac.jp

