
 

第 31 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 

佐藤 之俊 

（北里大学医学部 呼吸器外科学） 

 

日 時  平成 24 年 9 月 22 日（土） 

     【学術集会】13:00～18:00 

     【懇 親 会】18:30～20:30 

 

会 場  【学術集会】相模原南ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

           2F 大会議室 

     【懇 親 会】アートグラス 

（会場近隣，徒歩約３分） 

 

 

表紙イラストの解説：北里大学新病院 

北里大学病院は，急速に変化する医療制度の中で，先駆的な取り組みを行うため，

チーム医療を中心とした新たな医療提供体制とともに，アメニティサービスの充実

を図り，これからの時代をリードする新病院を計画しています．イラストのごとく，

平成 23年 9月に着工された地上 14階，地下 1階，そして屋上にヘリポートを有す

る新病院は，北里大学東病院との医療提供体制の再編と急性期医療の集約化を行い，

平成 25年 12月に 1,033床の“新大学病院”として生まれ変わります． 
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4 日本臨床細胞学会神奈川県支部会誌

 

会場アクセス 相模原南メディカルセンター 

     アートグラス（懇親会） 

 
 所在地 

  〒252-0303 

   神奈川県相模原市南区相模大野4-4-1 グリーンホール相模大野内 

   相模原南メディカルセンター 2F 大会議室 

 

 交通アクセス 

  小田急線相模大野駅北口下車徒歩５分 

 

車の場合は隣接の市営立体駐車場(有料)をご利用ください． 

 ｱｰﾄｸﾞﾗｽ 

 

第 31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  北里大学医学部 呼吸器外科学 佐藤 之俊 

 

期 日   平成 24年 9月 22日（土） 13:00～18:00 

                   （受付 12:00～） 

 

会 場   相模原南メディカルセンター 2F 大会議室 

      〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 4-4-1 

 

参加費   4,000 円（懇親会費を含みます） 

 

事務局   北里大学医学部 呼吸器外科学 伊豫田 明 

      〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 

      TEL 042-778-8828 FAX 042-778-9741 

 

懇親会   アートグラス（Art glass）（会場近隣, 徒歩約 3 分） 

      相模原市南区相模大野 3-13-7 YSビル B1 

      TEL 042-743-5313 

 

日本臨床細胞学会神奈川県支部 役員会 

 期 日  平成 24年 9月 22日（土） 12:00～13:00 

 会 場  相模原南メディカルセンター 2F  小会議室 
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一般講演の方へ 

・ 講演時間は 7分，質疑 3分で，PCプロジェクターは 1台のみ使用です．ス

ライドの枚数に制限はありませんが，講演時間は厳守してくださるようお

願いいたします． 

・ 会場に設置する発表用 PCは Windows 7搭載機のみです． 

・ 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か USBストレージにてお持ちください． 

・ 発表用に使用できるデータは Microsoft PowerPoint(2007 以降を推奨)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． 

 

細胞検査士の方へ 

・ 本学術集会参加者には，日本臨床細胞学会細則によるクレジット      

(JSC 10単位，IAC 5単位)が加算されます． 

・ 細胞検査士カードを持参ください． 

 

産婦人科医の方へ 

・ 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． 

 

会員各位へ 

・受付開始時間は 12:00です． 

 

 

 

第 31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  佐藤 之俊   (北里大学医学部 呼吸器外科学) 
 

実行委員長  伊豫田  明   (北里大学医学部 呼吸器外科学) 
 

実行委員   塩見  和   (北里大学医学部 呼吸器外科学) 

       小川 史洋   (北里大学医学部 呼吸器外科学) 

       中島 裕康   (北里大学医学部 呼吸器外科学) 

       上坊 敏子   (社会保険相模野病院 産婦人科) 

       新井 正秀   (北里大学医学部 産婦人科学) 

       新井  努   (北里大学医学部 産婦人科学) 

       小野 重満   (北里大学医学部 産婦人科学) 

       三枝  信   (北里大学医学部 病理学) 

       三上 哲夫   (北里大学医学部 病理学) 

       吉田  功   (北里大学医学部 病理学) 

       原  敦子   (北里大学医学部 病理学) 

       梶田 咲美乃  (北里大学医学部 病理学) 

       高橋 博之   (北里大学医学部 病理学) 

       大部  誠   (北里大学医療衛生学部 病理学) 

       服部  学   (北里大学医療衛生学部 臨床細胞学) 

       西村 由香里  (北里大学医療衛生学部 臨床細胞学) 

       荒井 ゆり子  (北里大学医療衛生学部 臨床細胞学) 

       藤田 奈央   (北里大学大学院 医療系研究科) 

        山下 和也   (北里大学病院 病院病理部) 

       能勢 富佐子  (北里大学病院 病院病理部) 

       出村 裕子   (北里大学病院 病院病理部) 

       横山 いさみ  (北里大学病院 病院病理部) 

       横山  大   (北里大学病院 病院病理部) 

       豊永 真澄   (北里大学病院 病院病理部) 

       久場  樹   (北里大学病院 病院病理部) 

       町田 大輔   (北里大学病院 病院病理部) 

       柿沼 廣邦   (北里大学病院 病院病理部) 

       吉田 佐土子  (北里大学病院 病院病理部) 

       滝沢 京子   (北里大学病院 病院病理部) 

       横澤 正志   (北里大学東病院 病院病理部) 

       角田 美奈子  (北里大学東病院 病院病理部) 

       柿沼 優美子  (北里大学東病院 病院病理部) 

       坂口  忍   (北里大学東病院 病院病理部) 

       齋藤 純江   (北里大学東病院 病院病理部) 

       太田 誠子   (北里大学東病院 病院病理部) 
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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：新井 正秀（北里大学医学部産婦人科学）  13:00～13:40 

 

1. 子宮がん検診を契機に発見された分葉状内頸部腺過形成の１例 

   社会保険相模野病院産婦人科 

   ○服部響子，西井文乃，根本玲子，大野 勉，大河原聡，上坊敏子 

 

2. 子宮内膜組織診において明らかな悪性所見が得られず診断に苦慮した子宮体部

漿液性腺癌の一例 

   神奈川県立がんセンター 

   ○松橋智彦，近内勝幸，飯田哲士，丸山康世，小野瀬 亮，加藤久盛， 

    中山裕樹 

 

3. 子宮体部混合細胞性腺癌の一例 

   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 病理診断科 3)   

   ○菅野秀俊 1)，池田仁惠 1)，天津慎子 1)，田島敏樹 1)，信田政子 1)， 

    平澤 猛 1)，村松俊成 1)，加戸伸明 2)，伊藤 仁 2)，井野元智恵 3)， 

    梶原 博 3)，中村直哉 3)，三上幹男 1) 

 

 

4. 診断に苦慮した卵管癌の一例 

   聖マリアンナ医科大学病院産婦人科学 1）， 

   聖マリアンナ医科大学病院病理学 2），川崎市立多摩病院産婦人科 3） 

   ○近藤亜未 1），大原 樹 1），横道憲幸 1），吉田彩子 1），吉岡範人 1）， 

戸澤晃子 1），鈴木 直 1），立石文子 2），前田一郎 2），大熊克彰 3） 

 

座長：風間 暁男（JA 神奈川県厚生連相模原協同病院病理診断科） 

      13:40～14:20 

 

5. 診断に苦慮した子宮体部明細胞腺癌の一例 

   北里大学医学部婦人科 

   ○新井 努，小野重満，新井正秀，恩田貴志 

 

6. 子宮頸部原発癌肉腫の１例 

   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) 

   ○松井成明 1)，梶原 博 5)，塚田ひとみ 3)，菊池公孝 3)，伊藤 仁 4)， 

    佐藤慎吉 2)，中村直哉 5) 

 

7. 乳腺紡錘細胞癌の一例 

   北里大学東病院病院病理部 1),北里大学病院病院病理部 2), 

   北里大学医学部外科学 3),北里大学医学部病理学 4) 

   ○坂口 忍 1)，横山 大 2)，豊永真澄 2)，柿沼廣邦 2)，山下和也 2)， 

    林 京子 3)，一戸昌明 2,4)，梶田咲美乃 2,4)，三上哲夫 2,4)，三枝 信 2,4) 
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プログラム 
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   ○松井成明 1)，梶原 博 5)，塚田ひとみ 3)，菊池公孝 3)，伊藤 仁 4)， 

    佐藤慎吉 2)，中村直哉 5) 

 

7. 乳腺紡錘細胞癌の一例 

   北里大学東病院病院病理部 1),北里大学病院病院病理部 2), 

   北里大学医学部外科学 3),北里大学医学部病理学 4) 

   ○坂口 忍 1)，横山 大 2)，豊永真澄 2)，柿沼廣邦 2)，山下和也 2)， 

    林 京子 3)，一戸昌明 2,4)，梶田咲美乃 2,4)，三上哲夫 2,4)，三枝 信 2,4) 
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8. 乏突起膠星細胞腫（oligoastrocytoma）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病理学教室 2) 

   ○大川千絵 1)，森田康平 1)，草苅宏有 1)，土居正知 2)，小泉宏隆 2)， 

    高木正之 2) 

 

座長：山田 正人（帝京大学医学部附属溝口病院臨床病理部） 

14:20～14:50 

 

9. 膀胱原発小細胞癌の 3例 

   茅ヶ崎市立病院臨床検査科 1)， 

   東海大学医学部付属大磯病院病理検査科 2)， 

   昭和大学横浜市北部病院臨床検査部 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)，三宅暁夫 1)，佐野仁勇 1) 

 

10. 胸水中に腫瘍細胞が出現した肉腫型悪性中皮腫の１例 

   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) 

   ○岡島ひとみ 1)，古田島繁美 1)，加戸伸明 1)， 

    伊藤 仁 1)，宮嶋葉子 1)，芹澤昭彦 1)，小山田裕行 1)， 

    井野元智恵 2)，梶原 博 2)，中村直哉 2) 

 

11. 液状検体における乾燥再水和パパニコロウ標本の有用性に関する検討 

   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) 

   ○藤田奈央 1)，服部 学 1,2)，西村由香里 1,2)，荒井ゆり子 2)，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) 

 

〈休憩〉  14:50～15:00 

 

２） 総会                 15:00～15:20 

 

 

３） 教育講演               15:20～16:10 

 

座長：服部 学（北里大学医療衛生学部臨床細胞学） 

 

   ベセスダシステムの実際と将来の展望 

藤和会藤間病院病理検査 大塚 重則 

 

 

４） 特別講演               16:10～17:00 

 

座長：佐藤 之俊（北里大学医学部呼吸器外科学） 

 

   高機能化が進むイメージセンサ技術 

東京理科大学工学部電気工学科 浜本 隆之 
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５) スライドカンファレンス        17:00～18:00 

 

座長：大橋 健一（横浜市立大学医学部病態病理学） 

   加戸 伸明（東海大学医学部付属病院病理検査技術科） 

 

スライドカンファレンス１（唾液腺） 

     出題者：金井由美子 （横浜市立市民病院） 

     回答者：大橋幸樹 （自衛隊横須賀病院） 

スライドカンファレンス２（口腔） 

     出題者：郷田敦史 （聖マリアンナ医科大学病院） 

     回答者：野々山尚布 （海老名総合病院） 

スライドカンファレンス３（乳腺） 

     出題者：牧野 純 （横浜南共済病院） 

     回答者：林 修平 （相模原協同病院） 

 

閉会の辞 

 

懇親会（会場近隣、徒歩約 3分）         18:30～20:30 

「アートグラス（Art glass）」 

  相模原市南区相模大野 3-13-7 YS ビル B1   TEL 042-743-5313 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演要旨 

 
 

教育講演 


