
会員ならびに演者・座長の方へのお願い

1．一般会員ならびに未入会の方へ

（1） 当日参加受付

① パシフィコ横浜 2Fの当日参加受付にて行います．

②当日参加受付にて学会参加費をお支払いください．引き換えに参加証（ネームカード）をお渡しいたし

ますので，入場の際には必ず参加証をご着用ください．参加証のない方の入場は固くお断りいたしま

す．

参加証の再発行はできませんのでご了承ください．

③学生は，受付時に学生証をご提示ください．ご提示のない場合は，通常の参加費をいただきます．

（2） 事前参加登録をされた方

①第 57回日本臨床細胞学会（秋期大会）では，QRコードによる参加証発券システムの導入により，事前

参加登録をされた方への参加証の事前送付はありません．

②オンライン事前参加登録のマイページから「参加登録確認書」を発行し，QRコードを印刷またはスマー

トフォン等にダウンロードのうえ，会場までお持ちください．学会当日，QRコードを受付機の端末（パ

シフィコ横浜 2F）にかざすことにより，参加証が発行されます．会場内では必ず参加証をご着用くだ

さい．

受付機開始時間（パシフィコ横浜 2F） 11月 17日（土）9：00より

11月 18日（日）7：30より

（3） 演者および共同研究者

本学会会員に限ります．未入会の方は，日本臨床細胞学会事務局（http:／／jscc.or.jp／formalities／enroll／）に

て入会手続きをご覧ください．なお，大会会場では入会手続きならびに年会費の払い込み等はできません．

（4） プログラム集（印刷物）は会員の方々へ事前発送いたします．抄録は本号（データ）のみに掲載されます

ので必ずプリントアウトもしくはデータでご持参ください．なお，抄録集閲覧のためのオンライン抄録

サービス「My Schedule」を本大会ホームページ（http:／／www.congre.co.jp／jscc57atm／）に公開します．ご

希望の方はお使いのパソコンやタブレット，スマートフォンからアクセスしていただきご利用ください．

詳細は本大会ホームページにてご案内いたします．

抄録の閲覧にはパスワードの入力が必要です． パスワード yokohama

当日会場でお渡しするプログラムには抄録内容は掲載されておりませんのでご注意ください．

（5） 日本産科婦人科学会会員の方は必ず e医学会カードをお持ちください．

学会参加単位は e医学会カードで登録を行います．

（6） 日本産婦人科医会研修参加証を発行いたします．

（7） 細胞検査士の単位の登録にはバーコードがついた細胞検査士カードもしくは会員カードが必要となります

ので，必ずご持参ください．
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受付開始時間 11月 17日（土）9：00より

11月 18日（日）7：30より

当日参加登録費 15,000円

学生・その他（学会本部が認めたもの） 無料

（学生証をご提示ください．資格更新には使えません）



2．演者の方へ：利益相反の開示について

筆頭演者自身の過去 1年間における，発表内容に関連する利益相反の有無を開示していただきます．詳細

は 401ページの「演者の方へ重要なお知らせ」をご参照ください．

3．口演発表の演者の方へ

（1） 発表時間，討論時間についてはセッションにより異なります．事前にご案内いたしました内容をご確認く

ださい．

（2） 投影スクリーンは 1面で，発表にはWindows PCとプロジェクター 1台を使用いたします．

※ DVD，VTRや 35 mmスライドプロジェクター等の用意はございません．

（3） 演者は，各セッション開始の 60分前までに PC受付（パシフィコ横浜 B1F）にて試写確認を行ったうえで，

データを提出してください．

PC受付時間 11月 17日（土）9：00より

11月 18日（日）7：30より

※ 11月 18日（日）の午前中に発表がある方は，前日（17日（土））の午後までにデータ受付を済まされ

ることをお勧めします．

（4） 発表データのファイル名は「セッション名_演題番号_氏名」としてください．

（5） 発表データは，PCデータのみの受付といたします．

当日会場でご用意いたしますWindows OSは，Windows 10になります．

※Macintoshをご使用の方はご自身のパソコンをお持ちください（【ノートパソコンをお持ち込みの場

合】をご参照ください）．

※ iPadを使用しての発表もできませんのでご注意ください．

（6） 発表データは，CD-Rか USBメモリにてご持参ください．

※保存するメディアには発表に必要なデータのみとし，他のデータは保存しないでください．

※持ち込まれるメディアは，各自にて最新のデータによるウイルスチェックを必ず行ってご持参ください．

※バックアップとして予備のデータもお持ちいただくことをお勧めします．

（7） 発表に使用できるデータは，PowerPoint 2007・2010・2013・2016を使用し作成したものに限ります．

※ PowerPointの機能の中にある，「発表者ツール」を使用しての発表はできませんので，作成の際はご

注意ください．発表原稿が必要な方は，あらかじめプリントアウトをお持ちください．会場でのプリ

ントアウトは対応しておりません．

（8） 発表データに使用するフォントは，Windows 10に標準搭載されているフォントを推奨いたします．

〔日本語〕

〔英 語〕

（9） PowerPoint上の動画は使用可能ですが，動画データはWindows 10で標準状態のWindows Media Playerで

再生できるファイル形式にて作成し，PowerPointにリンクしてください．

※事前に発表データを作成した PCとは別の PCで，動作確認をお願いいたします．

※動画データは，PowerPointデータとともに使用する動画ファイルを同一フォルダーに整理し，保存の

うえ，ご持参ください．

※標準的な動画コーデック以外の動画ファイルの場合，再生に不具合を生じる場合がございます（動画

再生に不安のある方は，ご自身の PCをご持参いただくことをお勧めいたします）．

※Microsoft PowerPoint 2010・2013・2016で，動画ファイルを埋め込み処理された場合は，別途その動画

ファイルもご持参いただくことをお勧めいたします．

（10） セッション開始の 30分前までに発表会場の入り口付近にございます演者受付にお立ち寄りください．
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（11） 発表は，演者ご自身で演台上に設置されているマウス・キーボードを操作し，行ってください．

※ PowerPointの機能にある，「発表者ツール」を使用しての発表はできませんので，ご注意ください．

※ iPadを使用しての発表もできませんのでご注意ください．

（12） 次演者の方は，前の演者が登壇後すぐに次演者席にお着きください．

【ノートパソコンをお持ち込みの場合】

（1） Macintoshを使用される方は，ご自身の PCをお持ちください．

（2） モニター出力端子にMini-D-Sub15pin 3列コネクター（通常のモニター端子）が装備されているものに限

ります．タブレット端末でのご発表はご遠慮ください．

（3） スクリーンセーバー，省電力設定をあらかじめ解除してください．

（4） ACアダプターは必ずご持参ください．

（5） 故障などの予期せぬトラブルに備え，バックアップデータをご持参ください．

（6） Macintoshや一部のWindowsマシンでは変換コネクタが必要となりますので，必ずご持参ください．

（7） PC受付にて動作確認後，ご発表の 20分前までにご自身で会場の左側前方のオペレーター席まで PCをお

持ち込みください．口演終了後，オペレーター席で PCを返却いたします．

4．示説発表の演者の方へ

（1） 発表時間は 8分，討論時間は 2分です．発表時間を厳守してください．

演者はポスター貼付用のパネル前に置かれているリボンを着用の上，発表時間に発表パネルの前にお越し

ください．

（2） パネルサイズは全体で縦 210 cm，横 90 cmです．演題番号は事務局で用意いたします．演題名・所属・氏

名は上方の演題番号の横に縦 20 cm，横 70 cmに納まるようにご自身でご用意ください．掲示用のピンは

事務局で用意いたしますが，セロテープ，接着剤は使用できませんのでご注意ください．

貼付および撤去は以下の時間内に行ってください．時間を過ぎても取り外されないポスターについては事

務局にて処分いたしますのでご了承ください．

※各日貼り替えとなります．ご発表日に応じて下記の貼付・撤去時間にてご対応ください．

17：00〜18：00

14：40〜16：00

11月 17日（土）

11月 18日（日）
撤去時間

貼付時間
11月 17日（土）

11月 18日（日）

11：00〜12：30

7：30〜 9：00

5．優秀演題発表の演者の方へ

優秀演題発表の方は，Power pointスライドを使用した口演に加えポスターの作成と掲示をお願いいたし

ます．

（1） Power pointスライドを使用した口演の発表時間は 10分，討論時間は 2分です．

発表の詳細は「3．口演発表の演者の方へ」と同様ですので，ご参照ください．

（2） ポスターの作成と掲示について

ポスターのスタイルは示説発表と同様です．「4．示説発表の演者の方へ」をご参照ください．

ポスターの掲示はポスター会場（展示ホール A）になります．ポスターは掲示のみで，ポスター前の発表

はございません．

ポスターは 2日間連続貼付を奨励しますが，口演当日のみでも構いません．
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6．座長の方へ

（1） 口演発表の座長の方は，セッション開始の 30分前までに各会場入り口付近にございます座長受付にて受

付をお済ませのうえ，次座長席にお着きください．

（2） 示説発表の座長の方は，セッション開始の 30分前までに，ポスター会場前のポスター受付にて座長リボン

をお受け取りください．

（3） 進行は座長に一任いたしますが，セッションごとの時間厳守にご協力ください．

7．質疑応答について

（1） 質疑応答は座長の許可を得たうえで，最初に所属，氏名を述べてから行ってください．

（2） 質疑応答の記録は取りません．

8．スライドカンファレンスについて

（1） 症例は本大会ホームページにも掲載しており，解答ができます．是非ご覧ください．

（2） スライドカンファレンスの標本は鏡検室（3F 313）にて鏡検が可能です．

9．ランチョンセミナーについて

11月 17日（土）・18日（日）の両日でお食事を用意いたします（設定時間・会場は，日程表をご参照くだ

さい）．ただし，数に限りがありますことをご了承ください．本セミナーは整理券制となっております．

配布スケジュールは下記日程をご参照ください．パシフィコ横浜 1Fの「整理券配布所」にて整理券を配

布いたします（先着順，お一人様 1枚のみとなります．またセミナー開始 5分後には無効となります）．必

ず，学会参加受付を済ませてから整理券をお受け取りください．

9：00〜11：30

7：30〜10：30

11月 17日（土)

11月 18日（日)
配布時間

※ 11月 17日に配布する整理券は 11月 17日開催分のみです．11月 18日開催分の整理券は 11月 18日

7：30より配布いたします．

※特別講演 1 17日（土）12：15〜13：15（1Fメインホール）では軽食をご用意しております．

※ 18日（日）11：30〜12：20 ポスター会場企業展示ブース（展示ホール A）では軽食をご用意してお

ります．

10．企業展示について

パシフィコ横浜展示ホール Aに企業展示ブースを設置いたします．

11．クロークについて

パシフィコ横浜 1Fに設置いたしますのでご利用ください．

12．会員懇親会について

日 時：11月 17日（土）18：10入場開始，18：30開宴

会 場：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 3Fボールルーム

参加費：事前 3,000円 当日 5,000円

（1） 参加受付で懇親会参加費をお支払いの際に懇親会参加証をお渡しいたしますので，ご自身のネームホル

ダーに入れ必ずご着用ください．

（2） 懇親会参加証をご着用の方以外の参加はご遠慮願います．
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13．写真撮影・録音および携帯電話の使用について

会場内での写真・ビデオ撮影および録音は固くお断りいたします．携帯電話をお持ちの方は，電源を切る

か，マナーモードに設定してください．

14．託児施設について

完全予約制となっております．

詳細は本大会ホームページ（http:／／www.congre.co.jp／jscc57atm／）をご確認ください．
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2010年 5月の第 51回日本臨床細胞学会総会（春期大会）において「細胞診断学に関する臨床研究の利益相反に

関する指針」が承認され，本指針に従いまして発表者の利益相反状態の自己申告を行っていただくこととなりま

した．

�．筆頭演者自身の過去 1年間における，発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わる利益相反の

有無を開示していただきます（共同演者のものは開示不要）．

 ．利益相反「あり」の場合は，学術集会発表時に日本臨床細胞学会ホームページ内の本指針 自己申告書 1「筆

頭演者の利益相反自己申告書」（様式 1）に準拠し，発表スライド，あるいはポスターの冒頭または最後に開

示していただくこととなります．

!．利益相反「なし」の場合も，必ず「利益相反なし」と記載していただきます．

"．開示形式は下記，例 1）〜例 2）をご参照ください．

各々の開示すべき事項についておよび自己申告が必要な金額は，日本臨床細胞学会ホームページ内の指針

（http:／／jscc.or.jp／coi／）をご参照ください．

第 57回日本臨床細胞学会秋期大会

COI開示

筆頭演者名：

今回の演題に関して開示すべき COIは以下の

とおりです．

内容
＊

役員・顧問職

講演料など

原稿料など

企業名等

A製薬会社

B医療機器メーカー

C出版社

例 1） 利益相反「あり」の場合

第 57回日本臨床細胞学会秋期大会

COI開示

筆頭演者名：

今回の演題に関して開示すべき COIはありま

せん．

例 2） 利益相反「なし」の場合

＊
内容：役員・顧問職，株，特許使用料，講演料など，原稿料など，研究費，その他報酬の中から該当するものを

記載してください．

演者の方へ重要なお知らせ

発表演題に関する利益相反（conflict of interest：COI）の開示について



10：30～11：30

（中継）
医療安全セミナー

第 1会場
1F

メインホール

第 2会場
5F
501

第 3会場
5F
502

第 4会場
5F
503

第 5会場
3F

301＋302

第 6会場
3F
303
3F
303

第 7会場
3F
304

第 8会場
3F

311＋312

第 9会場
4F

414＋415

第 10会場
4F

416＋417

ポスター会場
1F

展示ホール A

機器展示会場
1F

展示ホール A

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

7：00～9：30

日本臨床細胞学会理事会

10：00～12：00

10：00～12：00

シンポジウム3
肺癌プレシジョンメディシンにおける

細胞診の役割と将来展望
秋田　弘俊，松本　慎吾，河原　明彦，

草苅　宏有，畑中　豊
座長：田口　健一，佐藤　之俊

シンポジウム6
乳腺細胞診の見方

堀井　理絵 ，中井　登紀子， 松澤　こず恵，
山口　倫 ，飛田　陽 

座長：坂谷　貴司，青木　裕志

10：00～12：00

シンポジウム1
子宮内膜細胞診を再考する

平井　康夫，矢野　恵子，古屋　充子，
松井　成明，山下　詠子

座長：加藤　久盛，梶原　博

10：00～12：00
シンポジウム10

甲状腺腫瘍新WHO分類の細胞診へのインパクト
菅間　博，樋口　観世子，
丸田　淳子，渡辺　亜美

座長：越川　卓 ，加藤　良平
10：00～12：00

11：00～12：30

11：00～18：00

シンポジウム11
精度管理のデータのfeedback

ポスター貼付

棟方　哲，佐藤　由紀子，古田　則行，
松本　慎二 ，佐々木　陽介，森谷　鈴子

座長：羽尾　裕之，伊藤　仁
10：20～12：00
国際フォーラム（Global Asia Forum）

Hepato-biliary pancreatic cytology

Kenji Notohara，Kee-Taek Jang，
Chiung-Ru Lai，Venkateswaran K. Iyer

座長：田尻　琢磨，Matthew M. Yeh

機器展示

開
会
式

10：30～11：30 12：15～13：15
医療安全セミナー

病理診断・細胞診における
精度保証―多数検体を扱う
検査センターでの取り組み―

座長：藤井　多久磨
水口　國雄

特別講演1
AIの医療領域への応用と

今後の展望

※　軽食配布あり
座長：佐々木　毅
藤江　義啓

12：15～13：05

12：15～13：05

12：15～13：05

12：15～13：05

第57回 日本臨床細胞学会秋期大会　日程表　2018年11月17日（土）
第１日目

共催：ライカマイクロシステムズ株式会社
演者：田丸　淳一
座長：長尾　俊孝

共催：アークレイマーケティング株式会社
演者：棟方　哲
座長：南條　博

共催：ホロジックジャパン株式会社
演者：安岡　弘直
　　　山本　秀巨
座長：長村　義之

共催：ヤンセンファーマ株式会社
演者：加留部　謙之輔
座長：中峯　寛和　　

ランチョンセミナー1

ランチョンセミナー2

ランチョンセミナー3

ランチョンセミナー4



優秀5-1～4

15:0014:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

17：00～18：00

17：00～18：00

15：00～16：00

15：50～17：50

16：30～18：00

医療倫理セミナー
臨床細胞学とAI

―法の視点からのアプローチ―
小西　知世

座長：伊藤　潔

招待講演
プレシジョンメディスンにおける
Biorepository systemの多面的活用

13：30～14：30
特別講演2

Classification of cancer：
present and future

座長：中村　直哉 座長：井村　穣二
14：50～15：50

要望講演1
子宮頸部細胞診精度管理における
自動スクリーニング支援システム

の有用性について

要望講演3
体腔液細胞診における
セルブロック法の
役割と有用性

18：30～
会員懇親会

ヨコハマ グランド 

インターコンチネンタル
ホテル

座長：竹島　信宏
杉山　裕子

15：30～16：30
要望講演2

迅速免疫染色装置を用いた
病理細胞診断の進歩

座長：近藤　哲夫

池田　聡

Fred T. Bosman 藤本　淳也

ポスター撤去示説発表

11：00～18：00

機器展示

◎＝細胞診専門医単位あり　　★＝日本専門医機構 共通講習認定　　▲＝病理領域講習認定

シンポジウム2
HPV時代の子宮頸部細胞診の役割
寺本　勝寛，今野　良，鈴木　光明，

川名　敬，宮城　悦子，岩成　治，森定　徹

座長：佐々木　寛，三上　幹男

スライドカンファレンス
加藤　智美，川口　洋子，玉野　裕子，

出口　貴祥，三浦　弘之

座長：川本　雅司，加戸　伸明
15：10～16：40

シンポジウム5
体腔液細胞診

～原発不明癌をどこまで推定できるか～
笹島　ゆう子， 丸川　活司， 

柳井　広之， 片山　博徳， 濱崎　慎
座長：松本　慎二， 河原　邦光

16：10～17：40
シンポジウム8

ギムザ染色の有用性と染色技術
古谷津　純一，畠山　重春， 
伊藤　歩紀，土田　秀

座長：九島　巳樹 ，横山　俊朗

13：30～14：10

13：30～14：10
教育講演4

細胞診の診断技術

座長：森園　英智

伊藤　仁

14：10～14：50
教育講演2

妊婦における子宮頸癌検診
妊婦における子宮頸部細胞診の進め方

―液状検体法による解析―

座長：児玉　省二

田中　耕平，
長澤　優子

14：30～15：10

座長：畑中　一仁
青木　裕志

13：30～14：30
教育講演3

中皮腫の細胞像，組織像
そして最近の話題

座長：白波瀬　浩幸

鍋島　一樹

15：30～16：30
要望講演4

ゲノム医療・Precision

Medicineにおける病理組織 ・
細胞診検体の取扱い

座長：柴原　純二
佐々木　毅

13：30～15：30

17：00～18：00

シンポジウム4
症例から学ぶ唾液腺穿刺吸引細胞診の基本

58回秋期
プログラム委員会

（中継）
医療倫理セミナー

中黒　匡人，牛久　綾，今村　好章，
稲垣　敦史，河野　純一，望月　紀英

座長：森永　正二郎，駄阿　勉

14：10～16：10
シンポジウム7
細胞診判定技術

（細胞・集塊・背景のここを見ろ！）
姫路　由香里，柿沼　廣邦，葉山　綾子， 
有田　茂実，三浦　弘守，田村　恵
座長：増田　しのぶ ，阿部　仁

13：30～15：30
シンポジウム9

「泌尿器細胞診報告様式2015」を極める
岩井　幸子，中澤　久美子，

三村　明弘，関田　信之，川崎　隆

座長：金城　満，白石　泰三

13：30～15：30
シンポジウム12

肉眼像と細胞像の対比から細胞診断を考える
神山　晴美，中里　宜正，小田　瑞恵，

熊木　伸枝，福村　由紀

座長：清水　和彦，中里　宜正

15：30～17：30
シンポジウム13

口腔粘膜疾患細胞診判定区分を考察する
中野　敬介，矢田　直美，松本　敬，川嶋　大輔

座長：岸野　万伸，才藤　純一

14：30～15：30
Expert Lecture 1

IAC Yokohama Breast
FNAB Cytopathology

Reporting System

座長：長村　義之
Andrew S. Field

15：45～16：45

15：54～16：4215：06～15：54 16：42～17：1814：30～15：0613：54～14：18

座長：大橋　隆治

優秀演題6
婦人科1

座長：木口　一成

優秀演題5
呼吸器・縦隔

座長：横瀬　智之

優秀演題4
リンパ節・血液

座長：佐藤　康晴

優秀演題2
腎・泌尿器

座長：古里　文吾

13：30～13：54

優秀演題1
骨・軟部

座長：元井　亨

優秀演題7
婦人科2

座長：上坊　敏子

Wendy Raymond

17：00～18：00
Expert Lecture 3

Diagnosis of Liver Tumors：
Histological, Cytological,

Molecular and Clinical Correlation

座長：井野元　智恵
Matthew M. Yeh

17：00～18：0013：30～17：00

Expert Lecture 2
IAC Yokohama Breast
FNAB Cytopathology

Reporting System

教育講演1
子宮体癌取扱い規約
改訂に伴う話し

座長：紀川　純三

安田　政実

優秀5-1～4 優秀7-1～3優秀6-1～4優秀4-1～3優秀2-1～2優秀1-1～2

14：18～14：30
優秀演題3
中枢神経

座長：土居　正知
優秀3-1



8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

8：00～8：40
教育講演5

「子宮頸癌取扱い規約第4版」
で何が変わったのか

9：40～11：10
シンポジウム14

SIL/CINを再考する 
ー変わりゆく概念と病態を理解するためにー

笹川　寿之，矢野　光剛，
岩本　雅美，村上　隆介

座長：三上　芳喜，横山　正俊

7：30～9：00

8：00～16：30

ポスター貼付

座長：横山　良仁

清川　貴子

8：40～9：40
要望講演5

分葉状頸管腺過形成（LEGH）の
臨床病理学的特徴と細胞所見

座長：寺本　勝寛

大森　真紀子

8：00～8：40
教育講演6

甲状腺 新WHO分類
における改定の
ポイント

9：40～11：10
シンポジウム15

甲状腺リンパ腫の細胞診

ランチョンセミナー5

ランチョンセミナー6

ランチョンセミナー7

ランチョンセミナー8

ランチョンセミナー9

越川　卓，佐々木　栄司，
鈴木　彩菜，渡邊　奈津子

座長：亀山　香織，横山　繁生座長：伊東　正博
近藤　哲夫

8：40～9：40
要望講演6

甲状腺 新ベセスダシステムの
解説

座長：覚道　健一

廣川　満良

8：00～8：40
教育講演7

呼吸器細胞診～肺癌取扱い
規約における報告様式，
判定基準の再考と課題～

9：40～11：10
シンポジウム17

どうする，細胞診材料しかない！―肺癌遺伝子検査を
念頭においた細胞診材料のマネージメント

野口　雅之，内田　好明，
星　利良，河原　邦光，酒井　麻衣
座長：吉澤　明彦，田中　良太座長：大林　千穂

羽場　礼次

8：40～9：40
要望講演7

高精度医療（Precision Medicine）
を体現する肺癌薬物療法

座長：桑田　健

佐々木　治一郎

8：00～8：40
教育講演8

正しい診断に到達する
ための乳腺穿刺細胞診
での所見の取り方

9：40～11：10
シンポジウム19
乳腺細胞診～未来～

前田　ゆかり，小穴　良保，
野嵜　史，大森　昌子

座長：鹿股　直樹，塚本　龍子座長：土屋　眞一
北村　隆司

8：40～9：40
要望講演8

乳腺領域におけるLBC
～組織像との関連～

座長：小塚　祐司

大井　恭代

8：00～8：40
教育講演10

胆道・膵細胞診検体
の取り扱い

9：40～11：10
シンポジウム20

いまさら聞けない膵腫瘍の基本的な診断クルー
才荷　翼，杉山　朋子，
木脇　祐子，内野　かおり

座長：大池　信之，山口　浩座長：廣岡　保明

共催：MSD株式会社・大鵬薬品工業株式会社
演者：西原　広史
座長：小田　義直

内藤　嘉紀

8：40～9：40
要望講演10
膵腫瘍組織型と

悪性度―細胞診結果を
どう伝えるか

座長：平林　健一
福嶋　敬宜

8：00～8：40
教育講演11
上気道腫瘍の
新WHO分類に
基づいた病理診断

9：40～11：10
シンポジウム22

唾液腺細胞診ミラノシステムの
実際の運用と問題点

樋口　佳代子，秋葉　純，
谷川　真希，加藤　拓，野上　美和子

座長：浦野　誠，小堺　智文座長：山元　英崇
湊　宏

8：40～9：40
要望講演11

唾液腺腫瘍の病理と細胞診断

座長：小川　郁子

長尾　俊孝

8：00～8：40
教育講演12

細胞診で診断可能な
反応性リンパ節病変 ・
不可能な病変

9：40～11：10
シンポジウム24

悪性リンパ腫の亜型診断における
細胞診の有用性

大澤　久美子，小畠　勝己，
岸本　浩次，加戸　伸明

座長：竹下　盛重，田丸　淳一座長：城下　尚
小島　勝

8：40～9：40
要望講演12

リンパ腫の改訂第4版
WHO分類概説

座長：中村　栄男

竹内　賢吾

8：00～8：40
教育講演13

脳腫瘍WHO分類2016
：改訂点と新疾患概念

9：40～11：10
シンポジウム26

脳腫瘍の病理と細胞診：
WHO分類第4版改訂版を踏まえて
谷野　美智枝，黒瀬　顕，

伊古田　勇人，本間　琢，井野元　智恵
座長：佐々木　惇，井上　健座長：平戸　純子

廣瀬　隆則

8：40～9：40
要望講演13

脳腫瘍の遺伝子解析と分子診断

座長：澁谷　誠

田中　伸哉

8：00～8：40
教育講演14

低異型度尿路上皮癌と
免疫組織化学

9：40～11：10
シンポジウム28

泌尿器細胞診における免疫細胞化学の
有用性と注意点

瀬古　周子，大崎　博之，
木下　勇一，有安　早苗

座長：山城　勝重，大江　知里座長：都築　豊徳

南口　早智子

8：40～9：40
要望講演14

上部尿路上皮腫瘍に
尿細胞診はどこまで迫れるか

座長：長嶋　洋治

村田　晋一

8：00～8：40
教育講演15
口腔細胞診の
精度管理に
関する報告

9：40～11：10
シンポジウム29

若手細胞検査士が語る，口腔扁平上皮細胞の診かた
浮ヶ谷　匡恭，横山　綾，
金田　悦子，藪下　竜司

座長：郷田　衛，永山　元彦座長：槻木　恵一
久山　佳代

8：40～9：40
要望講演15

Diagnostic markers and surgical
management of potentially

malignant disorders（PMDs）

座長：田沼　順一
関根　浄治

機器展示

11：30～12：20

11：30～12：20

11：30～12：20

11：30～12：20

第57回 日本臨床細胞学会秋期大会　日程表　2018年11月18日（日）
第２日目

第 1会場
1F

メインホール

第 2会場
5F
501

第 3会場
5F
502

第 4会場
5F
503

第 5会場
3F

301＋302

第 6会場
3F
303
3F
303

第 7会場
3F
304

第 8会場
3F

311＋312

第 9会場
4F

414＋415

第 10会場
4F

416＋417

ポスター会場
1F

展示ホール A

機器展示会場
1F

展示ホール A

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
演者：大林　千穂
座長：稲山　嘉明

共催：武田薬品工業株式会社
酒井　リカ
竹内　賢吾

11：30～12：20

共催：中外製薬株式会社
演者：小山田　裕行
　　　新倉　直樹　
座長：平林　健一　

共催：サクラファインテックジャパン株式会社
演者：樋口　観世子
座長：羽場　礼次　



14:0013:00 15:00 16:00 17:00

ポスター撤去示説発表

8：00～16：30

機器展示

12：40～
12：52
優秀演題8
甲状腺

座長 ：
林　宏行

14：04～14：52

優秀演題11
消化器

座長：鬼島　宏
14：16～15：16

優秀演題16
体腔液・中皮腫

座長：森　一郎

12：40～13：28

優秀演題13
基礎

座長：森井　英一

12：52～13：28

優秀演題9
婦人科3

座長：矢納　研二

13：28～14：04

優秀演題10
婦人科4

座長：前田　宜延

14：52～
15：16
優秀演題12
口腔・唾液腺

座長 ：
田中　陽一

13：28～
13：52
優秀演題14
技術

座長 ：
小松　京子

13：52～
14：16
優秀演題15
乳腺

座長 ：
有廣　光司

14：40～16：0012：40～14：40

12：40～14：40
シンポジウム16

臓器横断型シンポジウム：
プレシジョンメディシンの将来展望～細胞診の果たす役割
池田　貞勝，蔦　幸治，平沢　晃，西村　理恵子

座長：松野　吉宏，榎本　隆之
12：40～14：40

シンポジウム18
体腔液による悪性中皮腫の細胞診断

～生検は不要か？～

12：40～13：20 13：20～14：20
要望講演9

卵巣がんの早期発見のために
ー細胞診の役割ー

座長：岡本　愛光

横山　良仁

相島　慎一，岡部　義信，安川　覚，
長山　大輔，織田　智博，森田　剛平

座長：原田　憲一，矢野　博久

12：40～14：40
シンポジウム23
細胞診の未来

～molecular cytopathology～

優秀8-1 優秀9-1～3 優秀10-1～3 優秀11-1～4 優秀12-1～2

前田　一郎，細根　勝，平林　健一，稲垣　宏，元井　紀子

座長：前田　一郎，芹澤　昭彦

15：00～17：00

15：00～17：00

14：40～15：40
感染対策セミナー

院内感染症と耐性菌対策の
基礎の基礎―基礎を理解して

耐性菌を制御する―

座長：村松　俊成
藤本　修平

座長：植田　政嗣

伊藤　雅文

12：40～13：40
特別講演3

Cancer Precision Medicineの
現在と未来

座長：青木　大輔

武藤　学

16：00～17：00
細胞診専門医セミナー

形態・形質・遺伝子診断の
考え方と実際

市民公開講座
子宮頸がんに負けないために：知っておきたい子宮頸がんのこと
川名　敬，小田　瑞恵，水野　美香，平澤　猛，阿南　里恵

司会：上坊　敏子，小林　美幸

細胞検査士会要望教育シンポジウム
胃粘膜下腫瘍のon-siteの実態
古田　則行，萩生田　美穂，

長倉　秀城，佐藤　元，澁木　康雄

座長：古田　則行，山田　範幸

12：40～14：40
シンポジウム25

肝胆道系疾患における細胞診の役割

亀井　敏昭，長谷川　誠紀，廣島　健三，
濱川　真治，前田　昭太郎，畠　榮
座長：岡　輝明，小穴　良保

12：40～14：10
シンポジウム21

細胞採取・検体処理法の工夫と細胞像
塚田　ひとみ，田中　良太，花井　佑樹，
中川　智貴，島田　直樹，宅見　智晴

座長：蛇沢　晶，町田　知久

座長：生水　真紀夫，福永　眞治

12：40～14：10
シンポジウム27

絨毛性疾患に関する最近の話題
井箟　一彦，碓井　宏和，永井　雄一郎

14：40～15：40

（中継）
感染対策セミナー

16：00～17：00

（中継）
細胞診専門医セミナー

閉
会
式

教育講演9
婦人科領域における
LBC標本作製法と

細胞形態的特徴・観察法

座長：坂本　穆彦
梅澤　敬

優秀13-1～4 優秀14-1～2 優秀15-1～2 優秀16-1～5

◎＝細胞診専門医単位あり　　★＝日本専門医機構 共通講習認定　　▲＝病理領域講習認定



●ポスター１日目（13:30 ～ 17:00）
＊＊1演題10分（口演8分・質疑応答2分）

呼吸器・縦隔１
木村 文一，三宅 真司

P-1-001 ～ 004

呼吸器・縦隔２
植村 芳子，渋谷 潔
P-1-005 ～ 009

呼吸器・縦隔３
野口 雅之，南 優子
P-1-010 ～ 014

呼吸器・縦隔４
増永 敦子，甲斐 敬太

P-1-015 ～ 020

呼吸器・縦隔５
塩澤 哲，笠井 孝彦
P-1-021 ～ 024

呼吸器・縦隔６
中谷 行雄，津浦 幸夫

P-1-025 ～ 030

腎・泌尿器１
長濱 清隆，菅原 江美子

P-1-031 ～ 035

腎・泌尿器２
林 博之，大江 知里
P-1-036 ～ 041

甲状腺２
千葉 知宏，大橋 隆治

P-1-043 ～ 046

甲状腺３
林 俊哲，日野 るみ
P-1-047 ～ 050

甲状腺１
鈴木
彩菜
P-1-042

体腔液・中皮腫１
岩田 純，川野 記代子

P-1-051 ～ 056

体腔液・中皮腫２
稲田 健一，西村 理恵子

P-1-057 ～ 061

リンパ節・血液１
非腫瘍性病変
佐藤 孝，礒部 宏昭
P-1-062 ～ 065

リンパ節・血液２
B細胞リンパ腫
菊地 智樹，干川 晶弘

P-1-066 ～ 071

リンパ節・血液３
T細胞リンパ腫/
Hodgkinリンパ腫
岸本 浩次，加藤 省一

P-1-072 ～ 075

リンパ節・血液４
その他

伊藤 雅文，長谷川 剛
P-1-076 ～ 079

唾液腺１
入江 太朗，松本 直行

P-1-080 ～ 083

唾液腺２
長尾 俊孝，永山 元彦

P-1-084 ～ 088

唾液腺３
伊藤 由美，矢毛石 眞由美

P-1-089 ～ 094

骨・軟部１
杉田 真太朗，南部 雅美

P-1-095 ～ 099

乳腺１
大森 昌子，鈴木 正人
P-1-100 ～ 102

乳腺２
黒田 一，飛田 陽
P-1-104 ～ 107

乳腺３
遠藤 浩之，風間 暁男
P-1-108 ～ 110

乳腺４
森谷 卓也，柳田 裕美

P-1-111 ～ 115

消化器１
吉田 功，菅井 有
P-1-116 ～ 120

消化器２
佐々木 素子，大久保 文彦

P-1-121 ～ 125

消化器３
廣井 禎之，田中 麻理子

P-1-126 ～ 129

技術・その他
平田 哲士，服部 学
P-1-130 ～ 136

子宮頸部１
森村 豊，松井 成明
P-1-137 ～ 142

子宮頸部２
山田 隆司，大金 直樹

P-1-143 ～ 148

子宮頸部３
米山 剛一，大塚 重則

P-1-149 ～ 154

卵巣・卵管１
近内 勝幸，宮本 朋幸

P-1-155 ～ 160

卵巣・卵管２
佐治 晴哉，藤山 淳三

P-1-161 ～ 166

婦人科基礎研究・広報活動
加藤 哲子，石井 保吉

P-1-170 ～ 174

遺伝性
婦人科腫瘍
進 伸幸，寺本 典弘
P-1-167 ～ 169

膣・外陰部
小笠原 利忠，古田 玲子

P-1-175 ～ 178

婦人科臓器転移
久布白 兼行，阿部 英二

P-1-179 ～ 183

子宮体部１
田勢 亨，吉田 朋美
P-1-184 ～ 188

子宮体部２
室谷 哲弥，森下 明博

P-1-189 ～ 193

13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

第57回 日本臨床細胞学会秋期大会　一般演題（示説）座長一覧



●ポスター２日目（12:40 ～ 14:40）
＊＊1演題10分（口演8分・質疑応答2分）

呼吸器・縦隔７
冨永 邦彦，稲葉 真由美

P-2-001 ～ 003

呼吸器・縦隔８
稲山 嘉明，小倉 豪
P-2-004 ～ 009

体腔液・中皮腫３
辻村 亨，藤本 貴美子

P-2-010 ～ 014

体腔液・中皮腫４
尾崎 敬，鳥居 良貴
P-2-015 ～ 019

節外性リンパ腫１
守都 敏晃，大江 倫太郎

P-2-020 ～ 023

節外性リンパ腫２
東 守洋，佐々木 陽介

P-2-024 ～ 027

節外性リンパ腫３
瀧本 雅文，竹下 盛重

P-2-028 ～ 031

口腔
窪田 展久，柳下 寿郎

P-2-032 ～ 035

頭頸部病変
久山 佳代，磯邊 友秀

P-2-036 ～ 040

消化器４
野呂瀬 朋子，清水 道生

P-2-041 ～ 044

消化器５
松田 陽子，有泉 泰
P-2-045 ～ 048

腎・泌尿器３
黒田 直人，三上 修治

P-2-049 ～ 052

腎・泌尿器４
山田 正俊，小山 芳徳

P-2-053 ～ 058

骨・軟部２
山口 岳彦，横山 宗伯

P-2-059 ～ 062

骨・軟部３
渡邉 みか，安達 博成

P-2-063 ～ 067

中枢神経１
清水 秀樹，佐藤 信也

P-2-068 ～ 072

中枢神経２・眼
羽鳥 努，新宅 雅幸
P-2-073 ～ 075

子宮体部３
杉山 裕子，大野 喜作

P-2-088 ～ 093

子宮頸部４
宮城 悦子，渡邉 純
P-2-076 ～ 081

子宮頸部５
竹原 和宏，加藤 智美

P-2-082 ～ 087

腹膜・腹腔
池田 仁惠，若狹 朋子

P-2-094 ～ 098

12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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細胞診専門医会会員へのお知らせ

※細胞診専門医セミナーならびに細胞診専門医研修指定講座の受付は，会員カードの読み取りで出
席の登録を行います．必ず会員カードをご持参ください．また，会場前受付時に配布する複写用紙
に専門医番号と氏名をご記入後，退室時に控えを提出してください．原本につきましては，次回資
格更新時まで大切に保管ください．

1．細胞診専門医セミナー（教育研修指導医講習会を兼ねる）
　11月 18 日（日）16：00 ～ 17：00　第 1会場（パシフィコ横浜 1F　メインホール）
　「形態・形質・遺伝子診断の考え方と実際」
　座長：植田政嗣（畿央大学大学院健康科学研究科）
　演者：伊藤雅文（名古屋第一赤十字病院）

2．細胞診専門医研修指定講座
　細胞診専門医会では，細胞診専門医の資格更新のためのクレジットの一部にすることを前提に毎
回の学術プログラムから「細胞診専門医研修指定講座」を選定しております．
　この度の第 57回日本臨床細胞学会秋期大会学術プログラムの中から，細胞診専門医の生涯教育
のための研修プログラムとして特にふさわしい下記の講演を細胞診専門医会が選定し「細胞診専門
医研修指定講座」に決定いたしました．

医療安全セミナー
11月 17 日（土）10：30 ～ 11：30　第 1会場（パシフィコ横浜 1F　メインホール）
「病理診断・細胞診における精度保証　─多数検体を扱う検査センターでの取り組み─」

水口國雄（株式会社東京セントラルパソロジーラボラトリー）

医療倫理セミナー
11月 17 日（土）17：00 ～ 18：00　第 1会場（パシフィコ横浜 1F　メインホール）
「臨床細胞学とAI　―法の視点からのアプローチ―」　小西　知世（明治大学法学部）

感染対策セミナー
11月 18 日（日）14：40 ～ 15：40　第 1会場（パシフィコ横浜 1F　メインホール）
「院内感染症と耐性菌対策の基礎の基礎　─基礎を理解して耐性菌を制御する─」

藤本　修平（東海大学医学部基礎医学系生体防御学）

　上記プログラムは，中継会場でのご聴講でも単位の取得が可能となっております．
　平成 25年度より細胞診専門医資格更新制度が改革され，細胞診専門医会出席義務廃止，研修指
定講座等への参加クレジット重視の方向性となっております．
　研修指定講座 1回出席につき 15単位が認められます（新制度では 1単位）．

細胞診専門医会会長　植田政嗣
細胞診専門医委員会委員長　齋藤　豪

第 57回日本臨床細胞学会秋期大会会長　中村直哉
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のための研修プログラムとして特にふさわしい下記の講演を細胞診専門医会が選定し「細胞診専門
医研修指定講座」に決定いたしました．

医療安全セミナー
11月 17 日（土）10：30 ～ 11：30　第 1会場（パシフィコ横浜 1F　メインホール）
「病理診断・細胞診における精度保証　─多数検体を扱う検査センターでの取り組み─」

水口國雄（株式会社東京セントラルパソロジーラボラトリー）

医療倫理セミナー
11月 17 日（土）17：00 ～ 18：00　第 1会場（パシフィコ横浜 1F　メインホール）
「臨床細胞学とAI　―法の視点からのアプローチ―」　小西　知世（明治大学法学部）

感染対策セミナー
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藤本　修平（東海大学医学部基礎医学系生体防御学）

　上記プログラムは，中継会場でのご聴講でも単位の取得が可能となっております．
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定講座等への参加クレジット重視の方向性となっております．
　研修指定講座 1回出席につき 15単位が認められます（新制度では 1単位）．

細胞診専門医会会長　植田政嗣
細胞診専門医委員会委員長　齋藤　豪

第 57回日本臨床細胞学会秋期大会会長　中村直哉

第 57回日本臨床細胞学会秋期大会プログラム 

日本産科婦人科学会会員参加単位登録について

　パシフィコ横浜 1Fの「日産婦単位受付」にお越しください．単位登録に際し，e医学会カード
が必要となりますので，必ずご持参ください．（専門医シールの配布はございません）

受付時間
　11月 17 日（土）　9：00 ～
　11月 18 日（日）　7：30 ～

日本専門医機構専門医共通講習のご案内

　以下の講演は基本領域学会の専門医共通講習単位として申請中です．
　会場にて「受講証明書」を発行いたしますので，大切に保管してください．

医療安全セミナー
　11月 17 日（土）　10：30 ～ 11：30　第 1会場（パシフィコ横浜　1F メインホール）
　「病理診断・細胞診における精度保証─多数検体を扱う検査センターでの取り組み─」
　水口國雄（株式会社東京セントラルパソロジーラボラトリー）

医療倫理セミナー
　11月 17 日（土）　17：00 ～ 18：00　第 1会場（パシフィコ横浜　1F メインホール）
　「臨床細胞学とAI ─法の視点からのアプローチ─」
　小西知世（明治大学法学部）

感染対策セミナー
　11月 18 日（日）14：40 ～ 15：40　第 1会場（パシフィコ横浜　1F メインホール）
　「院内感染症と耐性菌対策の基礎の基礎─基礎を理解して耐性菌を制御する─」
　藤本修平（東海大学医学部基礎医学系生体防御学）

特別講演 2
　11 月 17 日（土）13：30 ～ 14：30　第 1会場（パシフィコ横浜　1F メインホール）
　「Classification of cancer: present and future」
　 Fred T. Bosman (Institute of Pathology, University of Lausanne Medical Center, Lausanne, 
Switzerland)

特別講演 3
　11 月 18 日（日）　12：40 ～ 13：40　第 1会場（パシフィコ横浜　1F メインホール）
　「Cancer Precision Medicine の現在と未来」
　武藤　学（京都大学大学院医学研究科腫瘍薬物治療学講座）
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　以下の講演は日本病理学会の領域講習として認定されました．
　会場にて「受講証明書」を発行いたしますので，大切に保管してください．

特別講演 2
　11 月 17 日（土）13：30 ～ 14：30　第 1会場（パシフィコ横浜 1F　メインホール）
　「Classification of cancer: present and future」
　 Fred T. Bosman (Institute of Pathology, University of Lausanne Medical Center, Lausanne, 
Switzerland)

特別講演 3
　11 月 18 日（日）12：40 ～ 13：40　第 1会場（パシフィコ横浜 1F　メインホール）
　「Cancer Precision Medicine の現在と未来」
　武藤　学（京都大学大学院医学研究科腫瘍薬物治療学講座）

Expert Lecture 1
　11 月 17 日（土）　14：30 ～ 15：30　第 7会場（パシフィコ横浜 3F　304）
　「IAC Yokohama Breast FNAB Cytopathology Reporting System」
　 Andrew S. Field (Department of Anatomical Pathology, St. Vincent's Hospital, Notre Dame 
University Medical School, Australia)

Expert Lecture 2
　11 月 17 日（土）　15：45 ～ 16：45　第 7会場（パシフィコ横浜 3F　304）
　「IAC Yokohama Breast FNAB Cytopathology Reporting System」
　Wendy Raymond (Flinders Medical Centre and Clinpath Laboratories, Australia)

Expert Lecture 3
　11 月 17 日（土）　17：00 ～ 18：00　第 7会場（パシフィコ横浜 3F　304）
　「Diagnosis of Liver Tumors: Histological, Cytological, Molecular and Clinical Correlation」
　Matthew M. Yeh (University of Washington School of Medicine, Seattle, U.S.A.)

日本病理学会領域講習のご案内
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第 57回日本臨床細胞学会秋期大会
市民公開講座

メインテーマ：「子宮頸がんに負けないために：知っておきたい子宮頸がんのこと」

司会： 上坊敏子（独立行政法人 JCHO相模野病院 婦人科腫瘍センター） 
小林美幸（フリーアナウンサー・薬剤師）

開会の挨拶
中村直哉（東海大学医学部基盤診療学系病理診断学 教授）

1．川名　敬（日本大学医学部 産婦人科学系産婦人科分野 主任教授）

2． 小田瑞恵（医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 婦人科診療部長）

3．水野美香（愛知県がんセンター 中央病院 婦人科部長）

4．平澤　猛（東海大学医学部附属病院専門診療学系 産婦人科）

5．阿南里恵（特定非営利活動法人日本がん・生殖医療学会）

※演題名については，後日HP（http://www.congre.co.jp/jscc57atm/）にてご案内いたします．
※当日，参加者にはセミナー内容を記載した冊子を配布します．

11月 18 日（日）　15：00 ～ 17：00　パシフィコ横浜 会議センター 5F　501


