
第56回日本臨床細胞学会秋期大会　ポスター優秀演題賞　受賞者一覧

（敬称略）

セッション名 演題番号 演題名 お名前 ご所属

子宮頸部1 P-1-004 子宮に発生した悪性リンパ腫5例の臨床病理学的検討 太田 幸秀 横浜市立大学附属病院産婦人科

子宮頸部6 P-1-021
濃度共起行列を用いた子宮頸部胃型腺系病変における細胞診
断応用

金井 崚 信州大学保健学科検査技術科学専攻

子宮頸部7 P-1-024
癌精巣抗原BORISは婦人科癌幹細胞性に関与し，免疫療法の
ターゲットになりうる

廣橋 良彦 札幌医科大学医学部病理学第一講座

子宮頸部8 P-1-026
子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）におけるRNAscopeISH法を用いた
HPV E6/E7 mRNA発現の検討

真下 祐一 群馬大学大学院保健学研究科生体情報検査科学

子宮頸部8 P-1-027
子宮頸部細胞診におけるThinPrepイメージングシステムの評
価・有用性の検討

平原 尊史 (株）エスアールエル福岡ラボラトリー

子宮頸部9 P-1-031
子宮頸部円錐切除術症例の予後とHuman papillomavirus(HPV)
タイピング検査

工藤 明子 鳥取大学産科婦人科

子宮体部1 P-1-035 子宮平滑筋肉腫の内膜細胞診に関する後方視的検討 園田 顕三 九州大学病院産科婦人科

子宮体部4 P-1-052 子宮体部漿液性腺癌10例における細胞学的検討 古屋 能孝 武蔵野赤十字病院病理部

子宮体部7 P-1-062 子宮体部に発生した高齢者の非妊娠性絨毛癌の1例 中根 昌洋
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院臨床検査・病理
技術科

その他の女性器1 P-1-065 卵管癌の診断における子宮細胞診の役割 笹川 基 県立がんセンター新潟病院婦人科

呼吸器・縦隔2 P-1-101 肺糸状真菌症（ムコール）の一例 乾 朝子 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター

腎臓・膀胱・泌尿器1 P-1-112
穿刺細胞診において多数のMichaelis-Gutmann小体が観察さ
れた腎マラコプラキアの1症例

濱砂 優加 国立病院機構別府医療センター臨床検査部

腎臓・膀胱・泌尿器1 P-1-113 腎粘液管状紡錘細胞癌の一例 福田 学 帝京大学医学部附属溝口病院臨床病理部

腎臓・膀胱・泌尿器2 P-1-115 尿細胞診における“Atypical cell category”の検討 西山 純司
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院中央
検査室

腎臓・膀胱・泌尿器2 P-1-117 尿細胞診の精度改善に向けた観察法の提案 岩井 幸子
産業医科大学第１病理 , PCL福岡病理細胞診セン
ター

腎臓・膀胱・泌尿器3 P-1-119
膀胱癌の尿細胞診鑑別困難症例におけるp53，CK20の免疫細
胞化学的検討

石山 進 金沢市立病院中央診療部臨床検査室

腎臓・膀胱・泌尿器4 P-1-124
泌尿器細胞診報告様式2015（新報告様式）の導入と細胞診断
精度の評価

貞嶋 栄司 社会医療法人天神会新古賀病院

口腔・唾液腺・頭頸部3 P-1-133 口腔がん集団検診における疑陽性症例の検討 渡邊 正章 島根大学医学部歯科口腔外科学講座

口腔・唾液腺・頭頸部3 P-1-135 Diagnostic agreement and accuracy of oral cancer cytology 関根 浄治 島根大学医学部歯科口腔外科学講座

口腔・唾液腺・頭頸部6 P-1-143 診断に苦慮した舌根部原発 炎症性筋線維芽細胞腫瘍の1例 持田 洋利 鳥取大学医学部附属病院病理部

口腔・唾液腺・頭頸部7 P-1-148 当院における口腔細胞診の疑陽性例(class3)の細胞学的検討 郷田 衛 香川大学医学部附属病院病理部

口腔・唾液腺・頭頸部8 P-1-151 当院における鼻汁細胞診についての検討 萩原 範子 東海大学医学部付属病院病理検査技術科

肝臓・胆嚢・膵臓・消化
器1

P-1-157 膵EUS-FNA細胞診で得た膵腺房細胞癌4例の細胞像 池谷 武彦
大阪府済生会中津病院検査技術部病理検査室 , 大
阪府済生会中津病院病理診断科

甲状腺・副甲状腺1 P-1-163 甲状腺細胞診にて「濾胞性腫瘍疑い」症例の後方視的検討 木村 理恵 九州大学病院病理診断科・病理部

甲状腺・副甲状腺1 P-1-164
甲状腺細胞診におけるLBC法併用の有用性：福島県県民健康
調査

鈴木 裕恵
福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター甲状腺検査室

肝臓・胆嚢・膵臓・消化
器5

P-1-177 膵退形成癌（未分化癌）の細胞学的検討 片桐 仁子 東京医大病理診断科

肝臓・胆嚢・膵臓・消化
器6

P-1-182 大腸髄様癌，捺印細胞診の一例 猪股 美佳 潤和会記念病院臨床検査室（病理）

リンパ・血液1 P-1-184
結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫(NLPHL)2例の捺印細
胞像

千木良 浩志
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
病理・臨床検査科

リンパ・血液3 P-1-191 primary vitreoretinal lymphomaの2例 安河内 達郎 小倉記念病院

リンパ・血液4 P-1-196
髄液中に腫瘍細胞を認めたALK陽性未分化大細胞型リンパ腫
の1例

森 正樹 福井大学医学部附属病院病理診断科/病理部

甲状腺・副甲状腺3 P-1-209 甲状腺高細胞型乳頭癌の細胞学的特徴 伊藤 歩紀 隈病院臨床検査科

甲状腺・副甲状腺4 P-1-214 甲状腺内に認めた胸腺腫の一例 木曽 有里
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター病
理診断科

体腔液4 P-1-229
腹水中に骨髄造血細胞を認めた肝内髄外造血を伴う原発性骨
髄線維症の一例

若原 孝子 帝京大学ちば総合医療センター病理部

体腔液4 P-1-230
PEL-like lymphomaの像を呈したMTX関連リンパ増殖性疾患の
1例

米 亮祐 川崎医科大学附属病院病院病理部

教育 P-1-231 Pathology and Cytology on Pathology Technicians in Cambodia Pich Pintuna Department of Pathology, Calmette Hospital

教育 P-1-232
Current situation of professional pathology training in
Cambodia

Cheng Sam
Ang

Department of Pathology, Preah Kossamak Hospital
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子宮頸部15 P-2-010 浸潤癌の鑑別診断に苦慮した子宮頸部梅毒の1例 坂井 邦裕 済生会福岡総合病院産婦人科

子宮頸部17 P-2-018 子宮頸部上皮内腺癌(AIS)とCIN3病変合併例の細胞像の検討 西村 優希 兵庫県立がんセンター検査部

子宮頸部19 P-2-025
萎縮における異型扁平上皮細胞の細胞像と高リスクHPV検査
結果の比較検討

押本 綾子
（公財）東京都保健医療公社東京都がん検診セン
ター検査科

子宮頸部20 P-2-029 腟断端細胞診における腺癌再発症例の検討 永谷 たみ 姫路赤十字病院検査技術部形態検査課病理

子宮体部10 P-2-032
当院での子宮肉腫，子宮癌肉腫における異型細胞の出現様式
と臨床経過

近藤 晴彦 飯塚病院産婦人科

子宮体部11 P-2-035 子宮体癌幹細胞におけるNOTCHシグナル経路の役割 宮本 朋幸
九州保健福祉大学生命医科学部生命医科学科 , 九
州保健福祉大学がん細胞研究所

子宮体部12 P-2-038 子宮癌肉腫の細胞像の検討 木田 裕子 宮崎県立宮崎病院臨床検査科

卵巣3 P-2-045
卵巣癌バイオマーカーとしてのエクソソーム内在microRNAの検
討

堀江 香代 弘前大学大学院保険学研究科

卵巣3 P-2-046
完全切除されたIII期以上の卵巣がん・腹膜がんの腹腔内洗浄
細胞診は予後予測因子となる

井谷 嘉男 奈良県総合医療センター産婦人科

卵巣4 P-2-051
卵巣明細胞癌推定の決め手となる捺印細胞所見についての検
討

白濱 冴湖
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
病理・臨床検査科

呼吸器・縦隔5 P-2-055 気管支鏡細胞診材料による肺癌の組織型推定の検討 角 奈美子
東京女子医科大学八千代医療センター医療技術部
臨床検査室

呼吸器・縦隔6 P-2-059
千葉市肺癌個別検診喀痰細胞診の成績と発見された胸部CT
検査無所見肺癌の解析

田口 明美
公益財団法人ちば県民保健予防財団病理・細胞診
断科

呼吸器・縦隔6 P-2-062 PD-L1の免疫組織化学におけるセルブロックの有用性の検討 鈴木 学 千葉大学医学部附属病院病理部

呼吸器・縦隔7 P-2-063
肺原発ROS1陽性Inflammatory myofibroblastic tumoer（IMT）の
1例

今村 彰吾
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター統括
診療部臨床検査科

呼吸器・縦隔7 P-2-064 ROS1肺癌の1例 光田 成未 産業医科大学病院病理部

呼吸器・縦隔11 P-2-081 肺原発NUT midline carcinomaの一例 平田 幸也 琉球大学医学部附属病院病理部

乳腺8 P-2-097
乳腺細胞診におけるセンチネルリンパ節への転移の有無と細
胞像の比較検討

臼井 美奈 九州大学大学院医学系学府保健学専攻

乳腺8 P-2-098
SOX-10はトリプルネガティブ乳癌の検索に有用か―リンパ節
転移5症例における検討―

今川 誠 KKR札幌医療センター病理診断科

乳腺10 P-2-102 微細形態から見た乳腺線維腺腫の細胞学的特徴 松澤 こず恵 社会医療法人飯田病院病理診断科

口腔・唾液腺・頭頸部11 P-2-110 肉腫様成分を伴う唾液腺導管癌の1例 鈴木 英璃 東京慈恵会医科大学付属病院病院病理部

骨・軟部・皮膚2 P-2-118 細胞学的診断が難しかった増殖性筋膜炎の一例 神田 浩明
がん研有明病院病理部 , がん研有明病院病理細胞
診センター

腎臓・膀胱・泌尿器7 P-2-130 尿路上皮型前立腺粘液性腺癌の1例 川崎 隆 新潟県立がんセンター新潟病院病理部

腎臓・膀胱・泌尿器8 P-2-134 傍精巣に発生した横紋筋肉腫の1例 長友 明彦 県立宮崎病院臨床検査科

体腔液5 P-2-138 体腔液における抗IL-17抗体による染色性の検討 高瀬 未穂
地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療
センター臨床検査技術科

中皮腫1 P-2-155
悪性中皮腫における客観的数量化技術開発および機械学習
機による判別分析研究

木村 文一 信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻

中皮腫3 P-2-162
悪性中皮腫，反応性中皮細胞および肺腺癌の鑑別―細胞質
辺縁に着目して―

菅原 隆譲 東北大学病院病理部

その他1 P-2-163
セルブロックと次世代シーケンスによるクリニカルシーケンスの
実例

柳田 絵美衣 北海道大学病院がん遺伝子診断部

その他1 P-2-164
血清飢餓状態における培養日数と二核細胞の生存能力に関す
る検討

鶴留 えりか 九州大学医学系学府保健学専攻

その他4 P-2-173
BDサイトリッチレッド保存液を用いた液状処理細胞診の非婦人
科材料の運用と症例

今泉 智博 桐生厚生総合病院中央検査部病理

技術3 P-2-183 少量の細胞診材料による非小細胞肺癌の鑑別法に関する検討 竹谷 祥平
弘前中央病院臨床検査部 , 弘前大学大学院保健学
研究科

肝臓・胆嚢・膵臓・消化
器7

P-2-187 胃粘膜下腫瘍様の発育形式を示す上皮性腫瘍の3例 坂本 美弥 広島市民病院病理診断科
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