
第33回 

神奈川県臨床細胞学会学術集会 

プログラム・講演抄録集 
 

 
学術集会会長 

川 本 雅 司 
（帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科） 

 

 

 
日 時：平成26年10月4日（土） 

【学術集会】12:50〜18:00 

【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      

2F 大会議室 

   
【懇 親 会】ブッフェ ブルーム  

                   （ボーノ相模大野 6F） 

 

 

 
表紙イラストの解説：帝京大学医学部附属溝口病院 

 昭和48年7月に帝京大学医学部附属溝口病院を開設．一般病床80床の

規模から始めた病院は昭和56年12月に増改築が完了し263床となった．

増床にともない診療科を拡充し，翌年4月に総合病院の認可を受ける．

平成2年5月に再び病院の増改築が行われ400床となる．現在，田園都市

線高津駅前に新病院（地上12F，地下1F）の工事が始まり，平成28年7

月の完成予定． 
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会場アクセス： 

 

  【学術集会】相模原南メディカルセンター 

   

  【懇 親 会】ブッフェ ブルーム  

               （ボーノ相模大野 6F） 
 

 
【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 北口より徒歩5分 

 

お車でお越しの方は，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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会場アクセス： 

 

  【学術集会】相模原南メディカルセンター 

   

  【懇 親 会】ブッフェ ブルーム  

               （ボーノ相模大野 6F） 
 

 
【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 北口より徒歩5分 

 

お車でお越しの方は，隣接する市営立体駐車場（有料）をご利用

ください． 

第33回 神奈川県臨床細胞学会 学術集会 
 

 

 学術集会会長 川本雅司  

         （帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科） 
 
 

 日 時  平成26年10月4日（土） 12:50〜18:00  

                   （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  帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理部 

      実行委員長：山田正人 

      事務局担当：湯澤和彦             

 

〒213-0002 川崎市高津区二子5-1-1 

       TEL: 044-844-3333 (内線3384)  

FAX: 044-844-3595 

 

 懇親会  ブッフェ ブルーム （ボーノ相模大野 6F） 

      小田急線相模大野駅 北口 徒歩3分 

      相模原市南区相模大野 3-2-1 

            TEL: 050-5854-8722 

 

 

 

 神奈川県臨床細胞学会 役員会 
 

日 時 平成26年10月4日（土） 12:00〜12:50 

会 場 相模原南メディカルセンター 2F 小会議室 
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●一般演題発表の方へ 

 

  ＊発表は口演形式で行い，プロジェクター1台による投影になります． 

スライドの枚数に制限はありませんが，発表時間は演者にお知らせい

たしました通りで，厳守くださいますようお願いいたします． 

   

  ＊発表に使用するPCは Windows 7, 8.1 です． 

   

  ＊Macintosh は準備いたしませんので，ご了承ください． 

   

  ＊発表は Microsoft Powerpoint (2007 以降)で作成したものに限ります． 

   

＊発表に使用する Powerpoint のファイルを USBストレージ または  

CD-Rにてお持ちください． 

 

＊発表当日は 12:30分までに受付し，こちらで準備しましたPCにて， 

ご持参いただいたファイルの作動と内容の最終確認をしてください． 

 

  ＊念のため，バックアップ用に保存したファイルもご用意ください． 

 

 

●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． 

 

＊細胞検査士カードおよび日本臨床細胞学会 会員カード （バーコー  

  ドが表記されており受付に使用）をご持参ください． 

 

 

●産婦人科医の方へ 

 

  ＊本学術集会参加者には日本産科婦人科学会認定シールが発行され

ます． 

 

 

●会員各位へ 

 

＊受付開始時間は 12:00 です． 
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●一般演題発表の方へ 

 

  ＊発表は口演形式で行い，プロジェクター1台による投影になります． 

スライドの枚数に制限はありませんが，発表時間は演者にお知らせい

たしました通りで，厳守くださいますようお願いいたします． 

   

  ＊発表に使用するPCは Windows 7, 8.1 です． 

   

  ＊Macintosh は準備いたしませんので，ご了承ください． 

   

  ＊発表は Microsoft Powerpoint (2007 以降)で作成したものに限ります． 

   

＊発表に使用する Powerpoint のファイルを USBストレージ または  

CD-Rにてお持ちください． 

 

＊発表当日は 12:30分までに受付し，こちらで準備しましたPCにて， 

ご持参いただいたファイルの作動と内容の最終確認をしてください． 

 

  ＊念のため，バックアップ用に保存したファイルもご用意ください． 

 

 

●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． 

 

＊細胞検査士カードおよび日本臨床細胞学会 会員カード （バーコー  

  ドが表記されており受付に使用）をご持参ください． 

 

 

●産婦人科医の方へ 

 

  ＊本学術集会参加者には日本産科婦人科学会認定シールが発行され

ます． 

 

 

●会員各位へ 

 

＊受付開始時間は 12:00 です． 

 

 

第33回神奈川県臨床細胞学会学術集会 

 
  プログラム委員，実行委員（順不同・敬称略） 
 

 

会   長  川本  雅司  （帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科） 

 

実行委員長  山田  正人  （帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理部） 

 

実 行 委 員  高橋美紀子 （帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科） 

        阿曽  達也  （帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科） 

        湯澤  和彦  （帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理部） 

        福田   学  （帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理部） 

        吉野美由紀 （帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理部） 

        山本  恵美  （帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理部） 
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          プログラム 
 

 

 

開会の辞                                12:50 

 

 

Ⅰ：一般演題 

 

 

一般演題1（症例報告 発表5分，質疑応答3分）         12:55〜13:43 

 

座長：稲山嘉明（横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理診断科） 

 

 

１．術前穿刺細胞診にて異なる細胞所見を呈した同側同時多発乳癌の一例 

  JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 病理検査室1)， 

  JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 病理診断科2）, 

  地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立足柄上病院 検査科3） 

  ○服部洋介1)，福島幸司1)，村山巧馬1)，石橋麻美1)，川上由美子1)， 

   大金直樹3）,関戸康友2） 

 

 

２．乳腺原発髄様癌の１例 

    山近記念総合病院 病理検査室1), 

    東海大学医学部付属大磯病院 病理検査科2), 

    茅ケ崎市立病院 臨床検査科3), 
    山近記念総合病院 乳腺外科4), 
    東海大学医学部付属大磯病院 病理診断科5) 

  ○大久保美沙1)，松井成明2)，森下明博3)，坂下仁美3)，佐藤慎吉5), 

久保田光博4)，島村和男1) 

 

 

３．乳房へ転移した上行結腸癌の１例 

  横浜南共済病院 病理診断科 

  ○仲村 武，牧野 純，小山剛司，渡邊睦子，今井宏樹，河野尚美 

 

 

４．高分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫の１例 

  聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科１）, 

  聖マリアンナ医科大学 診断病理学教室２） 

  ○岸 佑香里１）,草苅宏有１）,大川千絵１），小泉宏隆２）, 土居正知２）, 

高木正之２） 
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          プログラム 
 

 

 

開会の辞                                12:50 

 

 

Ⅰ：一般演題 

 

 

一般演題1（症例報告 発表5分，質疑応答3分）         12:55〜13:43 

 

座長：稲山嘉明（横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理診断科） 

 

 

１．術前穿刺細胞診にて異なる細胞所見を呈した同側同時多発乳癌の一例 

  JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 病理検査室1)， 

  JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 病理診断科2）, 

  地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立足柄上病院 検査科3） 

  ○服部洋介1)，福島幸司1)，村山巧馬1)，石橋麻美1)，川上由美子1)， 

   大金直樹3）,関戸康友2） 

 

 

２．乳腺原発髄様癌の１例 

    山近記念総合病院 病理検査室1), 

    東海大学医学部付属大磯病院 病理検査科2), 

    茅ケ崎市立病院 臨床検査科3), 
    山近記念総合病院 乳腺外科4), 
    東海大学医学部付属大磯病院 病理診断科5) 

  ○大久保美沙1)，松井成明2)，森下明博3)，坂下仁美3)，佐藤慎吉5), 

久保田光博4)，島村和男1) 

 

 

３．乳房へ転移した上行結腸癌の１例 

  横浜南共済病院 病理診断科 

  ○仲村 武，牧野 純，小山剛司，渡邊睦子，今井宏樹，河野尚美 

 

 

４．高分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫の１例 

  聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科１）, 

  聖マリアンナ医科大学 診断病理学教室２） 

  ○岸 佑香里１）,草苅宏有１）,大川千絵１），小泉宏隆２）, 土居正知２）, 

高木正之２） 

 

５．純粋型子宮頸部印環細胞癌の一例 

  神奈川県立がんセンター 婦人科 

  ○中西一歩，今井一章，飯田哲士，横田奈朋，近内勝幸, 

小野瀬 亮，加藤久盛 

 
 
６．脳脊髄液にみられた乳腺小葉癌由来と思われる原発不明癌の1例 

  横浜市立大学附属病院 病理部1)， 
  横浜市立大学医学部分子病理学講座2) 

  ○金澤美千代1)，西尾由紀子1)，佐川弘美1)，本野紀夫1)，尾崎由実1)， 
三田和博1)，古屋充子2)，山中正二1)，大橋健一1) 

 

 

一般演題２（発表7分，質疑応答3分）              13:45〜14:15 

 

  座長：草苅宏有（聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科） 

 

 

７．アルギン酸ナトリウムを用いたセルブロック法の検討 

  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)， 
同医学部泌尿器科学4)，同医療衛生学部病理学5)， 

  ○田中 圭1)，西村由香里1,2)，荒井ゆり子2），柿沼廣邦3)，町田大輔3)， 
山下和也3)，松本和将4)，大部 誠5)，佐藤雄一1)，服部 学1,2) 

 

 

８．Cytopickで採取された標本を用いた全自動標本作製装置TACASTM Pro  

    の試用経験 

  神奈川県予防医学協会婦人検診部、細胞診センター 

  ○藏本博行，杉本直子，岩見美子，加藤ちづ代，坂野みどり，堀真須子， 

   宮川 潤，菅原 隆，高見眞理子，牧野隆浩，木村昭裕，飯田萬一， 

      岡島弘幸 

 

 

９．当院における細胞検査士による穿刺針生検補助の現状 

  昭和大学横浜市北部病院 臨床病理検査室１）， 

  昭和大学藤が丘病院 臨床病理検査室２） 

  ○北村隆司1)，小島朋子1)，岸本浩次2） 
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一般演題３（発表5分，質疑応答3分）            14:17〜15:05 

 

  座長： 高橋美紀子（帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科） 

 

10．膵臓リンパ上皮性嚢胞の1例 
  横須賀市立市民病院 病理診断科 

○寺町潤紀，榊原美由貴，深町まりな，竹川義則 

 

 

11．腹水細胞診にて診断に苦慮した胞巣型横紋筋肉腫の一例 

  日本医科大学武蔵小杉病院 病理診断科1）， 

  日本医科大学統御機構診断病理学2），日本医科大学女性診療科・産科3) 

  ○許田典男1)，前本直子1），永井祥子1），中村祐司1)，川上陽子1)， 

大塚俊司1)，恩田宗彦2），土居大祐3），北山康彦1)，内藤善哉2） 

 

 

12．セルブロック法が有用であった悪性中皮腫の一例 

  厚木市立病院 医療局 医療技術部門 臨床検査室1)， 
  東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 病院病理部2) 

○久保田一輝1)，堀めぐみ1)，牧野幸恵1)，山本秀巨1)，小峯多雅1,2)， 
徳田忠昭1) 

 

13．肝細胞癌転移が疑われた腰部軟部腫瘍の１例 
  海老名総合病院 病理診断科1)，海老名総合病院 放射線科2)， 
  相模原相武台病理研究所3） 

  ○本田恭子1)，宮崎小百合1)，斎藤美紀1)，野々山尚布1)，鈴木崇真1)， 
     井上正年1)，佐藤吉隆2) ，田中絵里子2) ，本告  匡3），松本光司1) 

 

 

14．診断に苦慮した肺巨細胞癌の1例 

  横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理診断科・病理部 

  ○西山千聖，大谷方子，高瀬章子，菊地美保，富岡理恵，小寺輝明 ， 
甘利保子，腰高典子，海老塚智恵美，千葉佐和子，稲山嘉明 

 

 

15．胸腔鏡下縦隔リンパ生検で診断したホジキンリンパ腫の一例 

北里大学医学部呼吸器外科学1)，北里大学病院病理部2)， 

北里大学医学部病理学3) 

  ○小野元嗣1)，近藤泰人1)，林  祥子1)，石井  大1)，山﨑宏継1)， 
内藤雅仁1)，三窪将史1)，中島裕康1)，松井啓夫1)，塩見  和1)，  
坂口  忍2)，吉田  功3) ，佐藤之俊1) 
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一般演題３（発表5分，質疑応答3分）            14:17〜15:05 

 

  座長： 高橋美紀子（帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科） 

 

10．膵臓リンパ上皮性嚢胞の1例 
  横須賀市立市民病院 病理診断科 

○寺町潤紀，榊原美由貴，深町まりな，竹川義則 

 

 

11．腹水細胞診にて診断に苦慮した胞巣型横紋筋肉腫の一例 

  日本医科大学武蔵小杉病院 病理診断科1）， 

  日本医科大学統御機構診断病理学2），日本医科大学女性診療科・産科3) 

  ○許田典男1)，前本直子1），永井祥子1），中村祐司1)，川上陽子1)， 

大塚俊司1)，恩田宗彦2），土居大祐3），北山康彦1)，内藤善哉2） 

 

 

12．セルブロック法が有用であった悪性中皮腫の一例 

  厚木市立病院 医療局 医療技術部門 臨床検査室1)， 
  東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 病院病理部2) 

○久保田一輝1)，堀めぐみ1)，牧野幸恵1)，山本秀巨1)，小峯多雅1,2)， 
徳田忠昭1) 

 

13．肝細胞癌転移が疑われた腰部軟部腫瘍の１例 
  海老名総合病院 病理診断科1)，海老名総合病院 放射線科2)， 
  相模原相武台病理研究所3） 

  ○本田恭子1)，宮崎小百合1)，斎藤美紀1)，野々山尚布1)，鈴木崇真1)， 
     井上正年1)，佐藤吉隆2) ，田中絵里子2) ，本告  匡3），松本光司1) 

 

 

14．診断に苦慮した肺巨細胞癌の1例 

  横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理診断科・病理部 

  ○西山千聖，大谷方子，高瀬章子，菊地美保，富岡理恵，小寺輝明 ， 
甘利保子，腰高典子，海老塚智恵美，千葉佐和子，稲山嘉明 

 

 

15．胸腔鏡下縦隔リンパ生検で診断したホジキンリンパ腫の一例 

北里大学医学部呼吸器外科学1)，北里大学病院病理部2)， 

北里大学医学部病理学3) 

  ○小野元嗣1)，近藤泰人1)，林  祥子1)，石井  大1)，山﨑宏継1)， 
内藤雅仁1)，三窪将史1)，中島裕康1)，松井啓夫1)，塩見  和1)，  
坂口  忍2)，吉田  功3) ，佐藤之俊1) 

 

 

 

〈 休 憩 〉                         15:05〜15:15 

 

 

Ⅱ．総 会                          15:15〜15:35 

 

 

 

Ⅲ．教育講演Ⅰ                      15:40〜16:20 

    座長：加戸伸明（東海大学医学部付属病院 病理検査技術科） 

 

         乳腺超音波像と細胞診 

              日本医科大学武蔵小杉病院 病理診断科         

永井祥子，許田典夫，北山康彦 

 

 

 

Ⅳ．教育講演Ⅱ                       16:20〜17:00 

    座長：加藤久盛（神奈川県立がんセンター婦人科） 

 

       卵巣腫瘍の病理と細胞像・・体腔液の実践的細胞診断 

                    帝京大学医学部病理学講座 

                             笹島ゆう子 

 

 

 

Ⅴ．スライドカンファレンス                   17:00〜18:00 

      座長：熊木伸枝（東海大学医学部基盤診療学系 病理診断学） 

三田和博（横浜市立大学附属病院 病理部） 

 

スライドカンファレンス 1 (体腔液) 

  出題者：福村大祐（横浜栄共済病院 病理診断科） 

  回答者：田村瑛恵（国際親善総合病院 臨床検査科病理） 

スライドカンファレンス 2 (リンパ節) 

  出題者：山本秀巨（厚木市立病院 医療局 医療技術部門 臨床検査室）  

  回答者：横屋瀬里香（川崎市立病院 検査科） 

スライドカンファレンス 3 (乳腺) 

  出題者：坂口 忍（北里大学病院 病院病理部） 

  回答者：志村拓也（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 

 

 

閉会の辞 

 

 

懇親会 ブッフェ ブルーム （ボーノ相模大野 6F）       18:30〜20:30 

 




