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1                         神奈川県臨床細胞学会誌 

第 38 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 

仲村 武 

（横浜南共済病院 病理診断科） 

 

日 時 令和元年 10 月 12 日（土） 

    【学術集会】13:00〜 

    【懇 親 会】18:30〜 

 

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】 グリルキッチン 

          ボン・ロサージュ 
（小田急ホテルセンチュリー 

 相模大野 ７F） 
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会場アクセス 相模原南メディカルセンター 

     （懇親会 ボン・ロサージュ ） 

 
 所在地 

  〒252-0303 

   神奈川県相模原市相模大野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． 

  

 
ボン・ 
ロサージュ 
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第 38 回神奈川県臨床細胞学会学術集会 

 

学術集会会長  横浜南共済病院 病理診断科 仲村 武 

 

期 日  令和元年 10月 12 日（土） 13:00〜 

                 （受付 12:30〜） 

 

会 場  相模原南メディカルセンター 2 階 大会議室 

     〒252-0303 神奈川県相模原市相模大野 4-4-1 

 

参加費  4,000 円（懇親会費を含みます） 

 

事務局  横浜南共済病院 病理診断科 今井 宏樹 

     〒236-0037 横浜市金沢区六浦東 1-21-1 

     TEL 045-782-2101 FAX 042-701-9159 

 

懇親会  グリルキッチン ボン・ロサージュ 

     相模原市南区相模大野 3-8-1  

小田急ホテルセンチュリー相模大野７F 

Tel. 042-713-8001 

  

神奈川県臨床細胞学会 役員会 

 期 日  令和元年 10月 12 日（土） 12:00〜 

 会 場  相模原南メディカルセンター 小会議室 

 

当院は 1939年横須賀海軍共済病院追浜分院として創設され，70 年以上地域の基

幹病院としての役割を担ってきました．新棟が 2016 年に完成し，一日 1400名ほ

どの外来患者を向かえ，565 床の病室を備えています．また，当院スポーツ整形

外科は横浜 DeNAベイスターズのチームドクターを務めています． 
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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下さるようお願い

致します． 

・ 会場に設置する発表用 PCは Windows10搭載機のみです． 

・ Macintosh は準備致しませんので，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(JSC10 単位，

IAC5 単位)が加算されます．（クレジット申請中） 

・ 細胞検査士カードまたは日本臨床細胞学会 会員カード（バーコードが表記さ

れており受付に使用）をご持参下さい． 

 

産婦人科医の方へ 

・ 本学術集会参加者には日本臨床産科婦人科学会専門医単位 10単位，機構単位

2 単位が発行されます． 

・ e 学会カードをご持参下さい． 

・ 教育講演は産婦人科領域講習（1 単位）に指定されています． 

会員各位へ 

・受付開始時間は 12:30です． 
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第 38 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  仲村 武  （横浜南共済病院 病理診断科） 

実行委員長  今井 宏樹 （横浜南共済病院 病理診断科)  

実行委員   河野 尚美 （横浜南共済病院 病理診断科） 

渡邊 睦子 （横浜南共済病院 病理診断科） 

       小山 剛司 （横浜南共済病院 病理診断科） 

       牧野 純  （横浜南共済病院 病理診断科） 

       野﨑 真仁 （横浜南共済病院 病理診断科） 

       毛利 かれん（横浜南共済病院 病理診断科） 

       沼崎 令子 （横浜南共済病院 産婦人科） 

       萩原 有子 （横浜南共済病院 産婦人科） 

       三田 和博 （横浜市済生会南部病院 病理診断科） 

       柿沼 廣邦 （北里大学病院 病院病理部） 

       磯崎 勝  （小田原市立病院 臨床検査科） 

草苅 宏有 （聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院  

病理診断科） 

       加戸 伸明 （東海大学医学部付属病院 病理検査技術科） 

       高瀬 章子 （横浜市立大学附属横浜市総合医療センター 

病理部） 

       島田 直樹 （聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科） 

       生澤 竜  （聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科） 

川井 麻衣子（相模原協同病院 臨床検査室病理） 

       酒井 麻衣 （神奈川県立がんセンター  

医療技術部検査科） 

 

  



第 24 巻 第 2 号, 2019 年                           

6 

プログラム 

開会の辞 

 

１) 一般演題（発表 7 分，討論 3 分） 

 

座長：長谷川 哲哉（大和市立病院 産婦人科）  13:00〜13:30 

 

1. 子宮頸部癌肉腫の一例 

神奈川県立がんセンター婦人科 1)，同 病理診断科 2)，同 検査科 3) 

○北川雅一 1)，内山亜弥 1)，上野悠太 1)，小澤雅代 1)，上原萌美 1)， 

近内勝幸 1)，小野瀬亮 1)，吉岡恵美 2)，大久保陽一郎 2)，河内香江 2)， 

横瀬智之 2)，酒井麻衣 3)，北村和久 3)，加藤久盛 1) 

 

2. 高異型度神経内分泌癌と類内膜癌からなる子宮体部混合癌の一例 

神奈川県立がんセンター医療技術部検査科 1)，同 病理診断科 2)， 

同 婦人科 3) 

○杉﨑加奈 1)，酒井麻衣 1)，那須隆二 1)，北村和久 1)，鈴木理樹 2)， 

小澤雅代 3)，加藤久盛 3)，横瀬智之 2) 

 

3. 術中迅速病理診断で悪性の診断に至らなかった卵巣平滑筋肉腫の 1 例 

横浜南共済病院産婦人科 

○萩原有子，沼崎令子 

 

座長：三田 和博（済生会横浜市南部病院 病理診断科）13:30〜14:00 

 

4. 顎下腺原発の基底細胞腺癌の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病理学 2) 

○山田悠騎 1)，大川千絵 1)，島田直樹 1)，生澤 竜 1)，小池淳樹 2)， 

前田一郎 2) 
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5. 穿刺吸引細胞診で判定が困難であった唾液腺導管癌の１例 

JA 神奈川県厚生連相模原協同病院 1)，聖マリアンナ医科大学病理学教室 2) 

○舩井遼子 1)，林 修平 1)，北川由惟 1)，白井正広 1)，川井麻衣子 1)， 

風間 暁 1)，高木正之２)  

 

 

6. 細胞診で好酸性細胞・リンパ球を認めない扁平上皮化生を伴う 

ワルチン腫瘍の一例 

横浜市立市民病院 検査部 1)，同 病理診断科 2) 

○高橋由佳 1)，金井由美子 1)，土屋有紀 1)，神宮悦子 1)，三田明子 1)， 

本間裕一 1)，岩下広道 2)，小野響子 2)，林 宏行 2) 

 

 

〈休憩〉  14:00〜14:10 

 

 

座長：林 宏行（横浜市立市民病院 病理診断科）14:10〜14:40 

 

7. 診断に苦慮した Diffuse large B-cell lymphoma の一例 

横浜市立大学附属病院 病理部 1)，横浜栄共済病院 病理診断科 2) 

○宇野絵梨 1)，佐川弘美 1)，西尾由紀子 1)，福村大祐 2)，江中牧子 1)， 

梅田茂明 1)，山中正二 1)，大橋健一 1)，柳本邦夫 2) 

 

8. 当院における MTX 関連リンパ増殖性疾患の発生状況と細胞像の検討 

横浜市立大学附属市民総合医療センター病理部１），同 病理診断科２） 

○菊地美保１），大谷方子２），千葉佐和子２），市川美咲１），小寺輝明１）， 

長原有紀１）, 成田千華１），石津春菜１），武田奈津子１），富岡理恵１）， 

腰髙典子１），髙瀬章子１），稲山嘉明２） 
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9. 穿刺吸引細胞診にて診断し得た男性乳癌の 1 例 

-Invasive breast carcinoma with neuroendocrine differentiation- 

茅ヶ崎市立病院臨床検査科１），日本鋼管病院病理検査科２），山近記念総合病

院病理検査３），東海大学医学部基盤診療学系病理診断学 4），日本鋼管病院病

理診断科 5），茅ヶ崎市立病院病理診断科 6） 

○内山 瞳 1)，松井成明 2,4)，森下明博 1)，鈴木真由美 1)，坂下仁美 1)， 

大久保美沙 3)，梶原 博 4)，長村義之 5)，吉田幸子 6) 

 

10. 転移性肺腫瘍を疑われた炎症性筋線維芽細胞腫瘍の 1 例 

北里大学病院 病院病理部 1)，北里大学 医学部 病理学 2)， 

同 呼吸器外科学 3) 

○鈴木和佳奈 1)，柿沼廣邦 1)，横山いさみ 1)，坂口 忍 1)，山下和也 1)， 

一戸昌明 1),2) ，梶田咲美乃 1),2)，吉田 功 1),2)，佐藤之俊 3)，村雲芳樹 1),2)， 

三枝 信 1),2) 

 

 

〈休憩〉  14:40〜14:50 

 

 

２） 総会                 14:50〜15:20 

 

 

３） 教育講演               15:20〜16:10 

 

 

座長：仲村 武（横浜南共済病院 病理診断科） 

 

   乳癌の診断と治療 −40年の変遷- 

横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療クリニック 清水 哲 
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〈休憩〉  16:10〜16:20 

 

４） 教育セミナー              16:20〜17:00 

 

座長：草苅 宏有（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 病理診断科） 

 

悪性胸膜中皮腫診断における胸水細胞診の 

                      診断プロセスと注意点 

福岡大学病院 病理部・病理診断科 松本慎二 

 

５) スライドカンファレンス        17:00〜18:00 

 

座長：熊谷 二郎（横浜市立みなと赤十字病院 病理診断科） 

   福村 大祐（横浜栄共済病院 臨床検査科） 

 

スライドカンファレンス１（呼吸器） 

     出題者：川井 麻衣子（相模原協同病院） 

     回答者：加藤 舞子 （日本医科大学武蔵小杉病院） 

スライドカンファレンス２（脳腫瘍） 

     出題者：林 直美 （聖マリアンナ医科大学病院） 

     回答者：金 佳美 （日本鋼管病院） 

スライドカンファレンス３（耳下腺） 

     出題者：酒井 麻衣  （神奈川県立がんセンター） 

     回答者：村田 莉紗  （北里大学病院） 

 

閉会の辞 

 

懇親会  グリルキッチン ボン・ロサージュ 

（小田急ホテルセンチュリー相模大野７F） 

Tel. 042-713-8001       18:30〜20:30 


