式次第

サクラ病理技術賞について

ご挨拶

「サクラ病理技術賞」は、

本日は第9回サクラ病理技術賞授賞式ならびに受

第一部

授賞式

サクラファインテックジャパン株式会社が、

● 14：00

〜 15：40

病理技術者やその団体、研究者を対象として、

第9回
サクラ病理技術賞

学術研究のみならず地域活動や

選考総評および表彰

後進育成など幅広い活動の中から

受賞記念プレゼンテーション

特に優れた成果を挙げられた方々を表彰する

第二部

賞記念特別講演会にご出席いただきまして、誠にあ
『サクラ病理技術賞』は病理学的検査・技術に
関する活動を支援する独自の報奨制度として、2008
年に創設され、第8回までに25名、2団体を表彰さ

授賞式および
受賞記念特別講演会

制度として 2008 年に創設したものです。

特別講演会

● 16：00

りがとうございます。

せていただきました。受賞をきっかけに全国または
各地域における講演や研修会でのワークショップな
ど活躍の場が拡がってきております。また受賞者間
で新しいネットワークが出来、そこから新たな活動

〜 17：00

が始まるなど、まさにサクラ病理技術賞の目的であ
る『病理診断分野における技術の伝承と進展への

特別講演

貢献』につながっているものと自負しています。

「ピンチをチャンスに!」

そしてさらなる発展を目指し、今回より自薦に

（病理業務のパラダイムシフト）

よる公募制度を導入することにいたしました。
研究論文だけでなく、日常業務での技術・
知識の向上、後進技師の育成（技術の

第三部

伝承）、地域医療への顕著な貢献とい

レセプション

● 17：15

うようなさまざまな活動が評価・表彰される

〜 19：00

機会が少ないなかで、サクラ病理技術賞が
「病理標本作製技術を担う技師の方々へのモチベー
ション」につながることを願っています。
サクラ病理技術賞は、自らの力で 病理技術の明
日の風 を吹かせる、そんな志を持った方々を広く求
めております。本日の授賞式がそのきっかけの一つ

■日時

2017年9月9日(土) 14:00〜19:00
■会場

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-31-1 浜町センタービル
TEL.03-5643-2630 URL.http://www.sakura-finetek.com/

如水会館（東京都千代田区一ツ橋2丁目1-1）
L688.1708.500.e3

となれば幸いです。
サクラファインテックジャパン株式会社
代表取締役

第9回
「サクラ病理技術賞」受賞者（敬称略）

受賞記念特別講演会

これまでに受賞された皆様

ピンチをチャンスに !

※敬称略・所属は受賞当時の名称を記載

( 病理業務のパラダイムシフト )

■ サクラ病理技術賞

濱川 真治 Shinji Hamakawa
公立昭和病院 臨床検査科

【受賞理由】
免疫組織化学染色における不安定要素の探求と抗原賦
活法の考案、体腔液における中皮腫細胞形態の提唱と
簡易セルブロック法の構築および教育活動

佐藤 雄一 Yuichi Sato
北里大学医療衛生学部 医療検査学科

【受賞理由】
多目的 組 織 固定法の開 発、高感度組 織 化 学的手法
（IHC法、ISH法）の改良と検査技師や研究者への普及
活動

吉澤 明彦 先生

第 5 回（2012年度）

京都大学大学院医学研究科附属 総合解剖センター
京都大学医学部附属病院 病理診断科

山下和也
北里大学病院 病院病理部
古屋周一郎 筑波大学附属病院 病理部

人工知能が医療の世界に! 衝撃的な記事が連日
入ってきています。
この2月、スマートフォンで撮影した13万枚弱
の皮膚画像で、人工知能により皮膚病変を分類す
るよう学習させたところ、熟練した皮膚科専門医
と同等に分類できるアルゴリズムが得られた、と
いう論文がNature誌に掲載されました。「皮膚腫
瘍の診断に皮膚科医はいらなくなる」、といった
類の話は恐ろしい速度で拡散し、医療の中で画像
を取り扱う診療科はすべからく、このイノベー
ションに戦々恐々としています。
振り返れば、病理の世界にもデジタル画像は
どっぷりと入り込み、バーチャルスライドが世に
でてはや13年、「人工知能による病理診断」とい
う技術革新が目の前に迫る中、これはピンチかそ
れともチャンスか!?

サクラ病理技術賞

第 1 回（2008年度）
サクラ病理技術賞

滝野 寿
川井健司

名古屋市立大学大学院 医学研究科 臨床病態病理学
（財）実験動物中央研究所 病理病態研究部 分子形態研究室

病理細胞検査研究班

【受賞理由】
公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会
研究班における精度管理と指導育成

病理細胞検査

■ 新人賞

鈴木 彩菜 Ayana Suzuki
隈病院

臨床検査科

【受賞理由】
甲状腺専門病院としての社会貢献−甲状腺細胞診断学
の新しい啓発手段の開発

あきひこ

吉澤 明彦 先生
京都大学大学院医学研究科附属
総合解剖センター
京都大学医学部附属病院
病理診断科
1997年信州大学医学部ご卒業後、信州大学医学部附属病
院、京都大学医学部附属病院などでの勤務を経て、2006年
米国Memorial Sloan-Kettering Cancer Center客員研究
員。2007年に帰国され京都大学医学部附属病院病理診断
部、2010年より信州大学病態解析診断学講座にて勤務さ
れ、2014年より京都大学医学部附属病院病理診断科、
2017年4月より現職を務められています。
● 日本病理学会
病理専門医 研修指導医 評議員
● 日本臨床細胞学会
細胞診専門医 評議員
所属学会：日本病理学会、日本臨床細胞学会、日本臨床検
査医学会、日本肺癌学会、日本ブラキスピラ学会
日本デジタルパソロジー学会

松本賞

小川勝成

広島大学病院 診療支援部 病理検査部門

第 6 回（2013年度）
第 2 回（2009年度）

サクラ病理技術賞

磯崎

勝

サクラ病理技術賞

奨励賞

岩井宗男
大﨑博之

中村広基

滋賀医科大学医学部附属病院 検査部・病理部
香川県立保健医療大学 臨床検査学科

特別賞

社団法人 神奈川県臨床衛生検査技師会 病理検査研究班
二反田隆夫 鹿児島大学病院 臨床技術部・病理部

小田原市立病院 病理診断科
西尾市民病院 臨床検査室

松本賞

畠

榮

川崎医科大学附属川崎病院 病理部

第 7 回（2014年度）

鈴木孝夫
昭和大学横浜市北部病院 病理部
佐々木政臣 大阪市立大学医学部附属病院 病理部
よしざわ

奈良県立医科大学附属病院 病院病理部
国立病院機構浜田医療センター 臨床検査科

北海道臨床衛生検査技師会形態部門

サクラ病理技術賞

公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

西川 武
石田克成

特別賞

第 3 回（2010年度）

■ 奨励賞

奨励賞

サクラ病理技術賞

池田

聡

茨城県厚生農業協同組合連合会
総合病院 土浦協同病院 臨床検査部

奨励賞

芹澤昭彦

東海大学医学部付属病院 病理検査技術科

奨励賞

加藤智行

浜松医科大学附属病院 病理部

松本賞

廣井禎之

防衛医科大学校 臨床検査医学講座

第 8 回（2015年度）
サクラ病理技術賞

郡司昌治

第 4 回（2011年度）
サクラ病理技術賞

百瀬正信

信州大学医学部附属病院 臨床検査部

奨励賞

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
東 学
北海道がんセンター 臨床検査科
松本賞

清水秀樹

日本医科大学千葉北総病院 病理部

名古屋第一赤十字病院 細胞診分子病理診断部

松本賞

徳永英博

熊本大学医学部附属病院 医療技術部 病理技術部門

