
第30回
日本臨床細胞学会神奈川県支部学術集会

プログラム・講演抄録集

学術集会会長

三上　幹男
（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科）

日　　　時　　平成 23 年 10 月 1 日（土）
　　　　　　　【学術集会】13：10 ～ 17：50
　　　　　　　【懇 親 会】18：05 ～ 19：35    

会　　　場　　【学術集会】横浜情報文化センター
　　　　　　　　　　　　 ６階　情文ホール
　　　　　　　　　　　　（TEL　045-664-3737）
　　　　　　　【懇 親 会】異人茶屋（会場近隣、徒歩約 5 分）

表紙写真の解説：東海大学医学部付属病院（伊勢原市）
　正面左建�物（1 号館）；1974 年に医学部が開講し 1975 年 2 月 17 日から外来診

療を開始．開院当時「東洋一の白亜の病院」といわれた．

　右建物；�5 号館と呼ばれる新病院は 2006 年 1月 5日から開院．地下 1階，地上

14 階建ての 800 床で ICU系が 70 床，手術室も 22 室．



2 日本臨床細胞学会神奈川県支部会誌

所在地

〒 231-0021　横浜市中区日本大通 11　横浜情報文化センター

TEL：（045）664-3737（代表）　FAX：（045）664-3788

交通アクセス

■みなとみらい線：「日本大通り駅」地下連絡口直結

■ JR・横浜市営地下鉄：「関内駅」徒歩約 10分

■首都高速：「横浜公園ランプ」車約 3分

■市営バス：「日本大通り駅　県庁前」バス停，徒歩約 1分

　　＊横浜駅東口バスターミナル（横浜そごう 1F）より　乗車約 15分

　　　②乗場：8・58系統

　　＊桜木町駅バスターミナル　乗車約 10分

　　　①乗場：11系統，②乗場：8・58系統

横浜税関前

会場アクセス　■横浜情報文化センター　■異人茶屋（懇親会）
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第 30 回 日本臨床細胞学会神奈川県支部 学術集会

学術集会会長　　東海大学医学部専門診療学系 産婦人科　三上　幹男

期　日　　平成 23 年 10 月 1 日（土）　13：10 ～ 17：50
� （受付　12：00 ～）　

会　場　　横浜情報文化センター　６階　情文ホール
　　　　　　〒 231-0021　横浜市中区日本大通 11
　　　　　　TEL　045-664-3737

参加費　　4,000 円（懇親会費を含みます）

事務局　　東海大学医学部専門診療学系 産婦人科　村松　俊成
　　　　　　〒 259-1193　神奈川県伊勢原市下糟屋 143
　　　　　　TEL　0463-93-1121（内線2380，2381）　FAX　0463-91-4343

懇親会　　異人茶屋（会場近隣，徒歩約 5分）
　　　　　　〒 231-0023　横浜市中区山下町 195
　　　　　　　　　　　　　 ラ･トゥール クォーファン 1階
　　　　　　TEL　045-662-7707

日本臨床細胞学会神奈川県支部 役員会

　　期　日　　平成 23 年 10 月 1 日（土）　12：00 ～ 13：00
　　会　場　　横浜情報文化センター　7階　大会議室
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　・講演時間 7分，質疑時間 3分です．PCプロジェクター 1台のみ使用です．
　・会場に設置される PCはWindows�XP 搭載機です．
　・Macintosh は準備いたしませんのでご了承ください．
　・発表用データはCD-RまたはUSBストーレッジにてお持ちください．
　・�発表用に使用できるデータはMicrosoft�Power�Point�2003，2007 で作成した
ものに限ります．

　・バックアップとして予備のデータをお持ちいただくようお勧めいたします．
　・念のためご自身使用以外のPCでもあらかじめ動作確認をお願いいたします．
　・PCスライド受付は 12：00～12：30 までにお願いいたします．

　・�本学術集会参加者には，日本臨床細胞学会によるクレジット（JSC10 単位，
IAC�5 単位）が加算されます．

　・細胞検査士カードをご持参ください．

　・本学術集会参加者には，日本産婦人科学会認定医シールが発行されます．

　・受付開始時間は 12：00 です．

一般講演の方へ

細胞検査士の方へ

産婦人科医の方へ

会員各位へ
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第 30 回日本臨床細胞学会神奈川県支部学術集会 
プログラム委員，実行委員（順不同・敬称略）

会　　　長　三上　幹男（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科）

実行委員長　村松　俊成（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科）

実 行 委 員
平澤　　猛（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科）
信田　政子（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科）
池田　仁惠（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科）
村上　　優（東海大学医学部付属大磯病院 産婦人科）
飯田　哲士（東海大学医学部付属大磯病院 産婦人科）
中村　直哉（東海大学医学部基盤診療学系 病理診断学）
梶原　　博（東海大学医学部基盤診療学系 病理診断学）
熊木　伸枝（東海大学医学部基盤診療学系 病理診断学）
井野元智恵（東海大学医学部基盤診療学系 病理診断学）
小倉　　豪（東海大学医学部基盤診療学系 病理診断学）
佐藤　慎吉（東海大学医学部付属大磯病院 病理診断学）
伊藤　　仁（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
芹澤　昭彦（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
宮嶋　葉子（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
加戸　伸明（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
小山田裕行（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
古田島繁美（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
渡具知　克（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
岡島ひとみ（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
東條　絵里（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
松井　成明（東海大学医学部付属大磯病院 中央臨床検査科）
町田　知久（東海大学医学部付属八王子病院 中央臨床検査科）
佐藤　久佳（東海大学医学部付属八王子病院 中央臨床検査科）
野村　　希（東海大学医学部付属八王子病院 中央臨床検査科）
望月　裕英（東海大学医学部付属八王子病院 中央臨床検査科）
藤田　大貴（東海大学医学部付属八王子病院 中央臨床検査科）
里　　悌子（けいゆう病院�病理科）
松本　光司（海老名総合病院�病理診断科）
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プログラム
開会の辞
1）一般演題（発表 7分，討論 3分）

　　　座長：池田　仁惠 （東海大学医学部専門診療学系 産婦人科）
� 13：10 ～ 13：40

1．当院で経験した比較的若年の腟原発明細胞癌の２例
神奈川県立がんセンター婦人科 1），横浜市立大学産婦人科 2），日本医科
大学病院産婦人科 3）

○丸山康世 1），長谷川哲哉 2），山本晃人 3），近内勝幸 1），塚田ひとみ 1），
川瀬里衣子 1），小野瀬亮 1），加藤久盛 1），中山裕樹 1）

2．子宮体部原発類内膜腺癌 Grade3 の細胞学的検討
東海大学医学部付属大磯病院病理検査科 1），同　病理診断科 2），同　産
婦人科 3），東海大学医学部付属病院病理検査技術科 4），東海大学医学部
基盤診療学系病理診断学 5），茅ヶ崎市立病院病理検査科 6）

○松井成明 1），梶原　博 5），森下博明 6），伊藤　仁 4），飯田哲士 3），
村上　優 3），佐藤慎吉 2），中村直哉 5）

3．蒸散治療を施行した子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）191 例の検討
東海大学医学部専門診療学系産婦人科 1），同　病理検査技術科 2）

同　基盤診療学系病理診断学 3）

○三塚加奈子 1），村松俊成 1），池田仁惠 1），信田政子 1），平澤　猛 1），
伊藤　仁 2），宮嶋葉子 2），加戸伸明 2），梶原　博 3），中村直哉 3），
三上幹男 1）

　　　座長：仲村　武（横浜南共済病院 病理検査科）� 13：40 ～ 14：20

4．尿中に多数のヘルペス感染細胞を認めた一例
帝京大学医学部附属溝口病院臨床病理部 1），同　中央検査部 2）

聖マリアンナ医科大学病院病院病理部 3）

○岡本恵美 1），山田正人 1），草刈宏有 3），西山大揮 2），湯澤和彦 1），
福田　学 1），吉野美由紀 1），吉元　真 1），阿曽達也 1），水口國雄 1）
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5．小腸原発 GIST の一例
海老名総合病院病理診断科
○本田恭子，宮崎小百合，斎藤美紀，野々山尚布，鈴木崇真，井上正年，
松本光司

6．肺リンパ上皮腫様癌（lymphoepithelioma-like carcinoma）の一例
聖マリアンナ医科大学病院病院病理部 1），聖マリアンナ医科大学診断病
理学教室 2）

○大谷　絢 1），草苅宏有 1），星川咲子 1），小泉宏隆 2），前田一郎 2），
高木正之 2）

7．液状検体における標本作製法の相違による細胞塗沫量および核面積の比較
北里大学大学院医療系研究科応用腫瘍病理学 1），同　医療衛生学部臨床
細胞学 2），同　病院病院病理部 3），同　医療衛生学部病理学 4）

○浅見力也 1），服部　学 1，2），西村由香里 1，2），藤田奈央 1），柿沼廣邦 3），
豊永真澄 3），横山　大 3），山下和也 3），大部　誠 4），佐藤雄一 1）

　　　座長：柿沼　廣邦（北里大学病院　病院病理部）� 14：20 ～ 14：50

8．診断に苦慮した髄膜癌腫症の一例
横浜市立大学附属病院　病理診断科・病理部
○岡田千尋，中山　崇，繆　　倩，尾崎由実，西尾由紀子，本野紀夫，
佐川弘美，金澤美千代，三田和博，松村舞依，三宅暁夫，宇高直子，
山中正二，稲山嘉明

9．乳腺 Solid neuroendocrine carcinoma の 2 例
茅ヶ崎市立病院病理検査科 1），東海大学医学部付属大磯病院病理検査
科 2），昭和大学藤が丘病院病院病理部 3）

○坂下仁美 1），森下明博 1），佐藤勝巳 1），鈴木真由美 1），内山　瞳 1），
松井成明 2），北村隆司 3），平沙代子 1），佐野仁勇 1）

10．悪性中皮腫細胞と反応性中皮細胞の鑑別における抗 CD146 抗体の有用性
東海大学医学部付属病院病理検査技術科 1），東海大学医学部基盤診療学
系病理診断学 2）

○渡具知 克 1），小山田裕行 1），加戸伸明 1），伊藤　仁 1），宮嶋葉子 1），
芹澤昭彦 1），梶原　博 2），中村直哉 2）
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＜ 休　　憩 ＞ 14：50 ～ 15：00

2）総　会� 15：00 ～ 15：20

3）教育講演� 15：20 ～ 17：00
　　　　教育講演 1
　　　　　　座長：三上　幹男（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科）
　　　　　　　　卵巣腫瘍・頸癌・体癌取扱い規約改訂のあれこれ
� 埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科　　
 安田　政実
　　　　教育講演 2
　　　　　　座長：前田　一郎（聖マリアンナ医科大学�診断病理学）
　　　　　　　　乳腺細胞診のピットフォール
� 東海大学医学部付属病院 病理検査技術科　　
 伊藤　　仁

4）スライドカンファレンス� 17：00 ～ 17：50

　　　座長：加藤　久盛（神奈川県立がんセンター 婦人科）
　　　　　　高久　良子（済生会横浜市南部病院 病理部）

　スライドカンファレンス 1（婦人科）
　　　出題者：西尾　佳代　　秦野赤十字病院
　　　回答者：内山　瞳　　　茅ヶ崎市立病院

　スライドカンファレンス 2（婦人科）
　　　出題者：三田　和博　　横浜市立大学附属病院
　　　回答者：坂野みどり　　神奈川県予防医学協会

　スライドカンファレンス 3（脳神経系）
　　　出題者：富岡　理恵　　横浜市立大学附属市民総合医療センター
　　　回答者：堀江　政利　　藤沢湘南台病院

5）閉会の辞

6）懇親会（会場近隣，徒歩約 5分） 18：05 ～ 19：35
　　　　「異人茶屋」　　横浜市中区山下町 195　　TEL　045-662-7707


