
平成 26年日本臨床細胞学会臨時幹事会議事録 

（第 41回日本臨床細胞学会近畿連合会学術集会実行委員会） 

 

 日 時 ： 平成 26年 11月 14日（金）19時 00分～20時 30分 

 会 場 ： 京都大学医学部附属病院検査部会議室 

 

 議事内容 

1. 開催概要 

日時：平成 27年 9月 20日（日）  

場所：京都テルサ 

学術集会長 羽賀 博典 京都大学医学部附属病院 病理診断科 

副学術集会長 岸本 光夫 京都府立医科大学附属病院 病院病理部 

副学術集会長 豊山 浩祥 京都桂病院 

 

2. 企画内容について 

(１) 特別講演 

山田 泰広 先生（京都大学 iPS細胞研究所（CiRA））に依頼 

＜山田先生のご都合悪ければ、＞ 

小川 誠司 先生（京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学）に依頼する 

   ⇒ 羽賀先生に交渉をお願いする 

 

(２) テーマ指定演題 各分野の従来法と LBC法の細胞像比較を中心に 

呼吸器 奈良県 

尿  和歌山 

甲状腺（FNA） 兵庫県 

婦人科（子宮内膜） 京都府 

      体腔液 滋賀県 

乳腺 大阪府 

 

(３) スライドカンファレンス ＜教育的希少例＞ 

4題 

     敢えて臓器分野を指定せずに、教育的症例を収集する 

      （症例が重複した場合にのみ調整を行う） 

 

(４) ランチョンセミナー 



日本べクトン・ディッキンソンにスポンサーをお願いする 

協賛金は、350名分のお弁当代 

講演：「悪性胸膜中皮腫（MPM）の細胞像や組織像と予後との関係について」

（仮） 

講師：鷹巣 晃昌 先生（兵庫県立尼崎病院 病理診断科） 

   講師については、高巣先生より申し出をいただいていた。 

      BDに内容の確認と承諾をとる ⇒ 白波瀬が担当 

 

(５) 機器展示 

企業より希望があれば開催する 

 

3. 会場について 

資料の会場見取り図で確認 

本会場（テルサホール）から検鏡室への移動が、１階で一旦外に出る必要あり 

 

4. スタッフについて（別添資料あり） 

    委員長  羽賀 博典 京都大学医学部附属病院 病理診断科 

副委員長 岸本 光夫 京都府立医科大学附属病院 病院病理部 

副委員長 豊山 浩祥 京都桂病院 

事務局責任者 白波瀬 浩幸 京都大学医学部附属病院 病理診断科 

会計責任者 川村 敏文 京都府立医科大学 病理学講座 

    委員   幹事・監事全員 

    アドバイザーに三宅秀一氏（前回の実行委員長） 

    当日スタッフ：30名（実行委員会メンバーを中心に、一部若手に手伝い依頼） 

 

5. 予算について（別添資料あり） 

参加費 3,000円で 350名の参加を見込む 

近畿連合会から 40万円の助成金（大阪の全国学会の協力御礼） 

181万円の予算で実施予定 

 

6. タイムスケジュール（別添資料あり） 

 

7. 次回の会議予定 

12月 21日（日） （教育研修会時の幹事会） 



 

本会場 

スタッフ

本部 

検鏡室 

及び軽食 

近畿 

幹事会 

2015年 9月 20日（日）学会当日 

  テルサホール（850名） 本会場  全日 9：00から 21：30 

  視聴覚研究室（63名） スタッフ本部  全日 9：00から 21：30 

  第 2セミナー室（60名） 検鏡室及び軽食 午後・午前 9：00から 17：00 

  第 3セミナー室（48名） 近畿幹事会用 午後・午前 9：00から 17：00 

（11：30から 13：30だけ借りることができません） 



第41回日本臨床細胞学会近畿連合会学術集会実行委員会
委員長 羽賀 博典 京都大学医学部附属病院 病理診断科

副委員長 岸本 光夫 京都府立医科大学附属病院 病院病理部

副委員長 豊山 浩祥 京都桂病院

事務局責任者 白波瀬 浩幸 京都大学医学部附属病院 病理診断科

会計責任者 川村 敏文 京都府立医科大学 病理学講座

委員 青木　一美 新京都南病院

委員 伊東 恭子 京都府立医科大学附属病院 分子病態病理学

委員 樋野　陽子 京都第一赤十字病院

委員 江口 光徳 宇治徳洲会病院

委員 大上 哲也 京都医療センター

委員 桂　奏 京都第二赤十字病院

委員 加藤 順子 日本セルネット

委員 苅田　健 京都第一赤十字病院

委員 河田 尚子 舞鶴共済病院

委員 神崎 由佳 京都民医連中央病院

委員 古市　佳也 京都市立病院

委員 後藤　渉子 明治国際医療大学

委員 澤田　守男 京都府立医科大学 産婦人科

委員 重野　恭子 洛和会音羽病院

委員 高橋　玲 同志社女子大学

委員 谷村 満知子 ジェイ・シ・アル

委員 林　久志 ファルコバイオシステムズ

委員 真下 照子 京都第二赤十字病院

委員 南口 早智子 京都大学医学部附属病院 病理診断科

委員 村上　隆介 京都大学医学部附属病院 産婦人科

委員 村田 健司 日本セルネット

委員 森　泰輔 京都府立医科大学 産婦人科

委員 安井　寛 洛和会音羽病院

委員 山口 直則 綾部市立病院

委員 山野　剛 京都第二赤十字病院

委員 山本　鉄郎 国立病院機構京都医療センター

委員 由木 はる美 京都府立医科大学附属病院 病院病理部

？ オブザーバー 三宅 秀一 自宅

＜当日スタッフ＞
受付 一般 7

名誉会員 1
婦人科医会クレジット 1
検査士クレジット 2
演者 2

PC ファイル受け取り（試写） 3
ファイル運搬・投影準備 3

本会場 アナウンス 2
タイマー 2
マイク 2
照明 スタッフあり
サブスライド PC係兼務

検鏡室・軽食 検鏡スタッフ 4
機器展示 ？
役員会 1

合計 30

PC４台



【収入の部】
予算額 決　算　額 備　　　　考

学会参加費 1,050,000
　会員参加費 1,050,000 3000円×350人（スタッフ含む）
　非会員参加費 0

学会助成金収入 400,000
　近畿連合会助成金 400,000

広告費 360,000
　ランチョンお弁当代 360,000 1200円×300個
　抄録 0

雑収入 0

借入金収入 0
　　借入金 京都細胞学会より借り入れ

1,810,000

【支出の部】
コード 予算額 決　算　額 備　　　　　考

1,380,000
600,000

　会場費 600,000
　

65,000
　設営委託費 0
　顕微鏡使用料 65,000

420,000
　ランチョン弁当 360,000 1200円×300個
　近畿役員弁当 60,000 1200円×50個

210,000
　講師謝礼金 150,000
　講師旅費 60,000 講師交通費・宿泊費

10,000
　講師土産 10,000

75,000
　製作印刷費 0
　名札 75,000 ネームケース込み（500名分）

管理費 83,000
10,000

　通信運搬費 5,000 郵送料・宅配料等
　備品費 0
　消耗品費 5,000 コピー用紙・ファイル等

53,000
　会議費 25,000
　交通費 25,000
　雑費 3,000 コピー代金他

20,000

借入金返済支出 0 京都細胞学会へ繰り入れ

1,463,000
347,000

第41回近畿連合会学術集会　　予算書

科　　目

収入合計

科目

事業費
会場借用費

会議費

事務予備費

支払合計
収支差額

会場設営費

弁当代

講師謝礼

接待費

印刷費

事務費



第41回日本臨床細胞学会近畿連合会準備予定表

準備内容 2014/10 2014/11 2014/12 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/8 2015/9

会場 予約 下見 下見

特別講演 企画 演者決定 委嘱状 抄録依頼 抄録締切

テーマ指定講演 企画 演者決定 委嘱状 抄録依頼 抄録締切

スライドカンファレンス 企画
出題・回答
調整

出題・回答
決定

画像収集

ランチョンセミナー 企業決定 正式依頼
テーマ
演者決定

抄録締切

座長 座長決定

ホームページ 開設 プログラム
スライドカン
ファレンス

プログラム
（一次案内）

作成
印刷

発送

抄録集
（二次案内）

広告収集
スラカン画

像

作成
印刷

発送

企業広告 趣意書
協賛企業
確定

ブース案

近畿連合会
役員会

案内発送 人数確認


