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第３６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 
横瀬 智之 

（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
 
日時   平成２９年１０月７日（土）  

     【学術集会】  13：00〜18：20 
           【懇親会】  19：30〜21：00 
 
会場  

【学術集会・懇親会】 

神奈川県立がんセンター 管理研究棟 5 階 講堂 

 
【表紙写真の解説】神奈川県立がんセンター、病理診断室からの眺望 (撮影：吉岡恵美) 

 
神奈川県立がんセンターは平成 25 年 11 月に現在の新病院に移転しました。が

ん診療連携拠点病院として県内のがん医療の中心的な役割を担っている施設で

す。新病院での病理部は 3 階にあり、病理診断室には教習所を見渡す事が出来

る開放的な大きな窓があります。この景色を見ながら日々の診断業務に従事し

ています。新しくなった神奈川県立がんセンターを是非見に来て下さい。 
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＜会場案内：神奈川県立がんセンター（横浜市旭区中尾 2-3-2）＞ 
 アクセスマップ：http://kcch.kanagawa-pho.jp/outpatient/access.html 

 
■バスの場合 
相鉄線「二俣川駅」北口（相鉄ライフ 1 階）から相鉄バス 

・「運転試験場（がんセンター）循環」に乗車し、「ライトセンター前」で下車

（約 5 分） 
 
■徒歩の場合 
相鉄線「二俣川駅」北口から約 15 分 
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＊管理・研究棟への案内図



4 神奈川県臨床細胞学会誌

第３６回神奈川県臨床細胞学会 学術集会 

 
 
学術集会会長 神奈川県立がんセンター 病理診断科   横瀬 智之 
実行委員長 神奈川県立がんセンター 病理診断科   河内 香江 
  神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科 岩撫 成子 
        神奈川県立がんセンター 病理診断科   大久保 陽一郎 
 
期 日 平成 29 年 10 月 7 日（土） 13:00〜18:20（受付 12:00〜） 
 
会 場 神奈川県立がんセンター 管理研究棟 5 階 講堂 
 〒241-8515 神奈川県横浜市旭区中尾 2-3-2 
 
参加費 4,000 円（懇親会費を含みます） 
 
事務局 神奈川県立がんセンター 病理診断科 河内 香江 
 〒241-8515 神奈川県横浜市旭区中尾 2-3-2 
 TEL: 045-520-2222  FAX: 045-520-2202 
 
懇親会 神奈川県立がんセンター 管理研究棟 5 階 講堂 
 
 
 
神奈川県臨床細胞学会 役員会 
 
期 日 平成 29 年 10 月 7 日（土） 12:00〜12:50 
会 場 神奈川県立がんセンター 管理研究棟 5 階 大会議室 
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●一般演題発表の方へ 
・ 発表時間は 5 分、質疑 2 分で、PC プロジェクターは１台のみ

使用します。スライドの枚数に制限はありませんが、発表時間

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 Windows8, 10 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 USB 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)で作製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にお勧

めいたします。 
・ 念のためにご自身使用以外の PC でもあらかじめ動作確認をお

願いいたします。 
・ PC スライドの受付は 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。 
・ 細胞検査士カードまたは日本臨床細胞学会会員カードを持参し

て下さい。 
 
●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のクレジットが

加算されます。 
 
●会員の皆様へ 
・ 受付開始時間は 12:00 です。 
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第３６回神奈川県臨床細胞学会学術集会 
プログラム委員、実行委員一覧（順不同・敬称略） 

会   長 横瀬 智之（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
実行委員長 河内 香江（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
顧   問 加藤 久盛（神奈川県立がんセンター 婦人科） 
事 務 局 河内 香江（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
 岩撫 成子（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 大久保陽一郎（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
 関谷 元幹（神奈川県立こども医療センター 検査科） 
 那須 隆二（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 杉﨑 加奈（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
プログラム・抄録作成委員 

 鷲見 公太（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
 上西園幸子（神奈川県立がんセンター 婦人科） 
 酒井 麻衣（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
実 行 委 員 小野瀬 亮（神奈川県立がんセンター 婦人科） 
 近内 勝幸（神奈川県立がんセンター 婦人科） 
 最上 多恵（神奈川県立がんセンター 婦人科） 
 池田真利子（神奈川県立がんセンター 婦人科） 
 内山 亜弥（神奈川県立がんセンター 婦人科） 
 上原 萌美（神奈川県立がんセンター 婦人科） 
 鈴木 理樹（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
 吉岡 恵美（神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
 矢ケ崎秀彦（神奈川県立がんセンター 呼吸器外科） 
 北村 和久（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 能條  潤（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 佐川 孝夫（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 清水 彩那（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 石崎  恵（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 江藤 里香（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 澤口 芽生（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 原田 和樹（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 吉原 光代（神奈川県立がんセンター 臨床研究所） 
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プ ロ グ ラ ム  
開会の辞----------------------------------------------------------------------------------13:00 
 
一般演題 1（発表５分、質疑応答２分）-----------------------------13:05〜13:45 
 座長： 小野瀬 亮  （神奈川県立がんセンター 婦人科） 
 佐々木 陽介 （昭和大学医学部  第二病理学教室) 

 
1.1 虫垂原発の粘液性腺癌と腹膜偽粘液腫の鑑別に難渋した一例 
    小田原市立病院産婦人科 1) 

小田原市立病院病理診断科 2) 
○ 小澤雅代 1),  丸山康世 1),  横澤智美 1),  磯崎 勝 2) 

堀井 薫 2),  三富弘之 2) 
 
1.2 子宮体がん術後の膣断端再発の診断には膣断端細胞診が有用である 
    神奈川県立がんセンター 婦人科 

○ 上原萌美,  池田真利子,  上西園幸子,  内山亜弥 
最上多恵,  近内勝幸,   小野瀬 亮,  加藤久盛 

 
1.3 子宮体部癌肉腫の 2 例に関する細胞診および組織所見の検討 
 東海大学医学部専門診療学系産婦人科学 1) 
    東海大学医学部基盤診療学系病理診断学 2) 
    東海大学医学部付属病院病理検査技術科 3) 

○ 飯田哲士 1),  梶原 博 2),  平林健一 2),  加戸伸明 3)  
伊藤 仁 3),  町田弘子 1),  池田仁惠 1),  信田政子 1) 
平澤 猛 1),  中村直哉 2),  三上幹男 1) 

 
1.4  卵巣癌・卵管癌・腹膜癌診断における体腔液細胞診の有用性について 
    〜腹水セルブロックを原発巣補助診断として用いた腹膜漿液性腺癌の１例〜 

神奈川県立がんセンター 婦人科 1) 
 神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科 2) 
 神奈川県立がんセンター 病理診断科 3) 

○ 最上多恵 1),  上原萌美 1),  上西園幸子 1),  池田真利子 1) 
内山亜弥 1),  近内勝幸 1),  小野瀬 亮 1),  加藤久盛 1) 
酒井麻衣 2),  岩撫成子 2),  横瀬智之 3) 

 



8 神奈川県臨床細胞学会誌

1.5 卵管癌における子宮内膜細胞診の有用性の検討 
  ～子宮内膜細胞診は卵管癌の早期・微小病変を検出し得る～ 
 神奈川県立がんセンター 婦人科 1)  

神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科 2)  
神奈川県立がんセンター 病理診断科 3) 
○ 内山亜弥 1),   北村和久 2),  上原萌美 1),  池田真利子 1)  

上西園幸子 1),  最上多恵 1),  近内勝幸 1),  小野瀬 亮 1)  
岩撫成子 2),   横瀬智之 3),  加藤久盛 1) 

 
２ 教育講演--------------------------------------------------------------13:45〜14:25 
 座長： 横瀬 智之 （神奈川県立がんセンター 病理診断科）  
 岩撫 成子 （神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 
 

細胞診の精度管理―過誤の実態と管理方法について 
帝京大学医学部附属溝口病院 水口 國雄 

 
〈 休憩 〉----------------------------------------------------------------14:25〜14:35 
 
３ 一般演題 2（発表５分、質疑応答２分）---------------------14:35〜15:10 
 座長： 梶原 博   （東海大学医学部基盤診療学系病理診断学) 
 川井 麻衣子 （相模原協同病院 臨床検査室病理) 

 
2.1 涙腺原発多形腺腫由来癌の一例 
 横浜市立大学附属病院 病理部 

 ○ 海老塚智恵美,  佐川弘美,  西尾由紀子,  安齋桜子 

   本野紀夫,    三田和博,  日比谷孝志,  三宅暁夫 

   山中正二,    大橋健一 

 
2.2 尿の残検体より作製したセルブロックが診断に有用であった 
   膀胱小細胞癌の一例 
 神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科 1) 
 神奈川県立がんセンター 病理診断科 2) 

    ○ 那須隆二 1),  酒井麻衣 1),  北村和久 1),    杉﨑加奈 1) 

       岩撫成子 1),  鷲見公太 2),  大久保陽一郎 2),  吉岡恵美 2) 

           鈴木理樹 2),  河内香江 2),  横瀬智之 2) 
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2.3 乳腺紡錘細胞癌の一例 
 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 病理診断科 

○ 毛利かれん,  仲村 武,  今井宏樹,  渡邊睦子  
  小山剛司,   牧野 純,  野﨑真仁,  梅本沙代子 
   河野尚美 

 
2.4 穿刺吸引細胞診にて診断しえた 

   Mammary analogue secretory carcinoma (MASC) の 2 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) 

○ 向田大輔
1),  伊藤 仁

1),  宮嶋葉子
1),   芹澤昭彦

1) 

  加戸伸明
1),  才荷 翼

1),  井野元智恵
2),  梶原 博

2) 

   中村直哉
2) 

 
４ 教育セミナー-------------------------------------------------------15:10〜16:40 
 座長： 横瀬 智之 （神奈川県立がんセンター 病理診断科） 
 仲村 武  （横浜南共済病院  病理診断科） 
 

セルブロック法の基礎と作製方法 
東海大学医学部付属病院 病理検査技術科 加戸 伸明 

 
セルブロックからの肺癌 EGFR 遺伝子変異解析の運用実績 

聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科 草苅 宏有 
 

作製条件によるセルブロックのゲノム診断試料としての品質評価  
神奈川県立がんセンター 臨床研究所 がん分子病態学部 宮城 洋平 

 
〈 休憩 〉--------------------------------------------------------------16:40〜16:50 
 
５ 総会--------------------------------------------------------------------- 16:50〜17:10 
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６ スライドカンファレンス 
（回答者解説 5 分、出題者解説 10 分、質疑応答 3 分）----------------17:15〜18:15 
  
 座長： 加藤 生真 （横浜市立大学医学部分子病理学講座） 
 坂口 忍  （北里大学病院 病院病理部） 

 

6.1 スライドカンファレンス１ 

 出題者： 内山 瞳 （茅ケ崎市立病院  臨床検査科） 

 回答者： 濱村尚也 （横浜労災病院 中央検査部 病理診断科) 

 

6.2 スライドカンファレンス２ 

 出題者： 市川美咲 （横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理部） 

 回答者： 杉﨑加奈 （神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科） 

 

6.3 スライドカンファレンス３ 

 出題者： 横屋瀬里香 （川崎市立川崎病院 検査科病理検査室) 

 回答者： 上山由美子 （東海大学医学部付属病院 病理検査技術科) 

 
閉会の辞----------------------------------------------------------------------18:15〜18:20 
 
 
懇親会 神奈川県立がんセンター 管理研究棟 5 階 講堂----19:30〜21:00 
  




