
第32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

伊 藤　 仁
（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）

日　　時　　平成 25 年 9 月 28 日（土）
　　　　　　【学術集会】13：00 ～ 18：00
　　　　　　【懇 親 会】18：30 ～ 20：30    

会　　場　　【学術集会】相模原南メディカルセンター
　　　　　　　　　　　 2 F　大会議室
　　　　　　【懇 親 会】中国料理　新福記

（相模大野駅直結　 
小田急ホテルセンチュリー相模大野 7F）

表紙イラストの解説：東海大学医学部付属病院
　2006 年 1 月 5 日に診療を開始した東海大学医学部付属病院の新病院棟（5号館）

である．新病院稼働によりベッド稼働率は急速に上昇し，年間平均ベッド稼働率

は 99％を超える．2009～2011 年まで週刊ダイヤモンドによる頼れる病院ランキ

ング 3年連続第 1位を記録している．また，東海大学医学部付属病院を基地病院

としたドクターヘリが配備され，神奈川県全域と山梨県の東部を運航範囲とした

救急医療が行われている．
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2 日本臨床細胞学会神奈川県支部会誌

■学会場アクセス：相模原南メディカルセンター

■懇親会場：中国料理　新福記 
（相模大野駅直結　小田急ホテルセンチュリー相模大野 7F）

所在地

〒 252-0303

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

　　＊車でお越しの方は，隣接する市営立体駐車場（有料）をご利用ください．
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3第 18 巻　第 2号，2013 年

第 32 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　　東海大学医学部付属病院 病理検査技術科　伊藤　仁

日　時　　平成 25 年 9 月 28 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 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　　東海大学医学部付属病院 病理検査技術科
　　　　　　実行委員長：芹澤　昭彦
　　　　　　事務局担当：加戸　伸明
　　　　　　〒 259-1193　伊勢原市下糟屋 143
　　　　　　TEL　0463-93-1121（内 6563），FAX　0463-94-6776

懇親会　　中国料理　新福記
　　　　　　（相模大野駅直結　小田急ホテルセンチュリー相模大野　7F）
　　　　　　〒 252-0303 相模原市南区相模大野 3-8-1
　　　　　　TEL　042-767-1111，FAX　042-767-1011

日本臨床細胞学会神奈川県支部 役員会

　　日　時　　平成 25 年 9 月 28 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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4 日本臨床細胞学会神奈川県支部会誌

　・��講演時間は 7分，質疑時間 3分で，PCプロジェクターは 1台のみ使用でき
ます．スライド枚数に制限はありませんが，講演時間は厳守くださいますよ
うお願いいたします．

　・会場に設置する発表用 PCはWindows�8�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，USBストレージあるいはCD-R にてお持ちください．
　・��Microsoft�PowerPoint 2013 搭載機を使用します．
　・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願いいたします．
　・念のため，ご自身使用 PC以外での動作確認をお願いいたします．
　・PCスライドの受付は 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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5第 18 巻　第 2号，2013 年

第 32 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　　伊藤　　仁（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）

実行委員長　　芹澤　昭彦（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）

実 行 委 員 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）
望月　紀英（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）
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）
才荷　　翼（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
田中みなみ（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
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）
井野元智恵（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）
平林　健一（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）
菊地　智樹（東海大学医学部基盤診療学系 病理診断学）
三上　幹男（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科学）
池田　仁惠（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科学）
信田　政子（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科学）
平澤　　猛（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科学）
町田　知久（東海大学医学部付属八王子病院 臨床検査技術科）
野村　　希（東海大学医学部付属八王子病院 臨床検査技術科）
渡具知　克（東海大学医学部付属八王子病院 臨床検査技術科）
藤田　大貴（東海大学医学部付属八王子病院 臨床検査技術科）
萩原　範子（東海大学医学部付属八王子病院 臨床検査技術科）
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6 日本臨床細胞学会神奈川県支部会誌

プログラム
開会の辞

1）　一般演題（発表 7分，質疑 3分）

　　　座長：新井　努（北里大学医学部 産婦人科学）� 13：00～13：30

1．LEGH と高度異形成が合併した 1 例
神奈川県立がんセンター 婦人科
○横田奈朋，松橋智彦，飯田哲士，近内勝幸，小野瀬亮，加藤久盛

2．リンパ管侵襲由来の異型細胞を認めた子宮体癌の一例
横浜南共済病院 病理診断科
○仲村　武，牧野　純，小山剛司，今井宏樹，河野尚美

3．  分娩後に持続する不正性器出血を契機に診断された胎盤部トロホブラスト腫
瘍（PSTT）の一例
東海大学医学部専門診療学系 産婦人科 1），東海大学医学部付属大磯病
院 婦人科 2），東海大学医学部付属大磯病院 病理検査室 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）

○後藤優美子 1），塚田ひとみ 2），池田仁惠 1），信田政子 1），平澤　猛 1），
松井成明 3），加戸伸明 4），宮嶋葉子 4），伊藤　仁 4），井野元智恵 5），
梶原　博 5），中村直哉 5），三上幹男 1）

　　　座長：三田和博（横浜市立大学附属病院 病理部）� 13：30～14：10

4．多形癌との鑑別に苦慮した ALK 陽性肺癌の一例
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 2）

○森田康平 1），草苅宏有 1），大川千絵 1），土居正知 2），前田一郎 2），�
高木正之 2）

5．尿道に発生した明細胞腺癌の 1 例
北里大学医療衛生学部 臨床細胞学 1），同　病院病理部 2），同　医学部
泌尿器科学 3），同　医療衛生学部病理学 4）
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7第 18 巻　第 2号，2013 年

○荒井ゆり子 1），服部　学 1），西村由香里 1），柿沼廣邦 2），山下和也 2），
川村瑞穂 3），松本和将 3），三枝　信 2），大部　誠 4）

6．膵 EUS-FNA にて診断に苦慮した十二指腸原発 GIST の一例
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）

○望月紀英 1），伊藤　仁 1），芹澤昭彦 1），加戸伸明 1），宮嶋葉子 1），�
井野元智恵 2），梶原　博 2），中村直哉 2）

7．髄液検体における当院での取り組み―免疫染色の有用性
川崎市立川崎病院 検査科病理
○坂井　瞳，横屋瀬里香，杉山早絵，鈴木玲子，鏑木友子，入江理恵，
杉浦　仁

　　　座長：井野元智恵（東海大学医学部�病理診断学）� 14：10～14：50

8．甲状腺傍に発生した低悪性筋線維芽細胞肉腫の一例
神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科 1），埼玉医科大学国際医療
センター 病理診断科 2），神奈川県立がんセンター 病理診断科 3），神奈
川県立がんセンター 頭頚部腫瘍外科 4）

○関谷元幹 1），大金直樹 1），安田政実 2），網谷由紀子 1），丹野秀樹 1），
河内香江 3），古川まどか 4），横瀬智之 3）

9．甲状腺未分化癌の細胞像について
横浜市立大学附属市民総合医療センター　
○高瀬章子，大谷方子，菊地美保，富岡理恵，武田奈津子，小寺輝明，
甘利保子，腰高典子，千葉佐和子，田辺美樹子，稲山嘉明

10．膠芽腫との鑑別に苦慮した脳原発悪性リンパ腫の一例
海老名総合病院 病理診断科
○野々山尚布，宮崎小百合，斎藤美紀，本田恭子，鈴木崇真，井上正年，
本告　匡，松本光司

11．  リンパ節穿刺吸引細胞診の新報告様式作成に向けた陰性，疑陽性判定例の細
胞診断学的検討
昭和大学藤が丘病院 臨床病理診断科 1），昭和大学横浜市北部病院 病理
部 2），昭和大学医学部 病理学講座�臨床病理診断学部門 3）
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8 日本臨床細胞学会神奈川県支部会誌

○岸本浩次 1），北村隆司 2），船宝直美 1），狩野充治 1），佐々木陽介 3），
塩沢英輔 3），増永敦子 1），楯　玄秀 1），瀧本雅文 3），光谷俊幸 1）

＜ 休　　憩 ＞ 14：50 ～ 15：00

2）総　会� 15：00 ～ 15：20

3）教育講演Ⅰ� 15：20 ～ 16：10
　　　　　　座長：横瀬智之（神奈川県立がんセンター 病理診断科）
　　　　　　　　 尿路上皮内癌と低異型度乳頭状尿路上皮癌の細胞像 

―フィルター法―
� 千葉県がんセンター 臨床病理部 病理検査科　　
 平田哲士

4）教育講演Ⅱ� 16：10 ～ 17：00
　　　　　　座長：伊藤　仁（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科）
　　　　　　　　コルポスコピーの基礎と細胞診・組織診との統合診断の実際
� こころとからだの元氣プラザ 1），東京慈恵会医科大学 産婦人科 2）　　
 小田瑞恵 1，2）

5）スライドカンファレンス� 17：00 ～ 18：00
　　　座長：川本雅司（帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理科）
　　　　　　草苅宏有（聖マリアンナ医科大学病院 病院病理部）
　スライドカンファレンス 1（婦人科）
　　　出題者：豊永真澄（北里大学東病院 病院病理部）
　　　回答者：原田和樹（神奈川県立足柄上病院 検査科）
　スライドカンファレンス 2（体腔液）
　　　出題者：佐川弘美（横浜市立大学附属病院 病理部）
　　　回答者：関谷　香（平塚共済病院 臨床検査科）
　スライドカンファレンス 3（脳腫瘍）
　　　出題者：山村信一（横浜市立みなと赤十字病院 検査部）
　　　回答者：松倉圭太（藤沢市民病院 臨床検査室）

閉会の辞

懇親会　「中国料理　新福記」� 18：30 ～ 20：30
　　　　相模大野駅直結　小田急ホテルセンチュリー相模大野 7F

神奈川細胞学第18巻2号.indd   8 13/08/21   15:45


