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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） 参加受付
① 福岡国際会議場 1F エントランスの参加受付にて行います．
受付開始時間 11 月 18 日（土）9：00 より
11 月 19 日（日）8：00 より
学会参加費 13,000 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 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） 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．
（3） 抄録集の冊子（印刷物）配布はありません．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／jscc56atm／）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 fukuoka

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．
（4） 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．
（5） 日本産婦人科医会研修参加証を発行いたします．
（6） 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．

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 490 ページの「演者の方へ重要なお知らせ」をご参照ください．

第 56 巻

補冊 2 号，2017 年

487

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（福岡国際会議場 2F ロビー）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 18 日（土）9：00 より
11 月 19 日（日）8：00 より

※ 11 月 19 日（日）の午前中に発表がある方は，前日（18 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 7 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 7 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 7 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．
（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．
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【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 5 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．
貼付時間

撤去時間

11 月 18 日（土）

9 ：00〜10：10

11 月 19 日（日）

8 ：00〜 9 ：20

11 月 18 日（土）

16：55〜18：00

11 月 19 日（日）

14：17〜15：30

5 ．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．

6 ．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．

7 ．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（福岡サンパレス 2F 末広）にて鏡検が可能です．
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8．ランチョンセミナーについて
11 月 18 日（土）
・19 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．福岡国際会議場 1F ロビーの「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．
配布時間

11 月 18 日（土)

9：00〜11：10

11 月 19 日（日)

8：00〜11：30

※ 11 月 18 日に配布する整理券は 11 月 18 日のみです．11 月 19 日分の整理券は 11 月 19 日朝より配布
いたします．

9．企業展示および口腔がん検診ブースについて
福岡国際会議場 2F 多目的ホールおよび 5F ロビーに企業展示ブースを設置いたします．
また，口腔がん検診（無料）を下記のとおり行いますので是非この機会に受診ください．
受付および受診：11 月 18 日（土）13：00〜17：00 ※ 18 日（土）のみとなります．
場所：福岡国際会議場 2F 多目的ホール
共催：島根大学医学部歯科口腔外科学講座
協賛：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

10．クロークについて
福岡国際会議場 1F エントランスホールに設置いたしますのでご利用ください．

11．会員懇親会について
日

時：11 月 18 日（土）18：10 入場開始，18：30 開宴

会

場：ホテルオークラ福岡 4F 平安の間

参加費：3,000 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．
（3） 学会会場（福岡国際会議場）より無料のシャトルバスをご用意いたします．
詳細は本大会ホームページをご参照ください．

12．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．

13．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／jscc56atm／nursery.html）をご確認ください．
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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

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．
例 1） 利益相反「あり」の場合
第 56 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
企業名等
役員・顧問職
講演料など
原稿料など

＊

A 製薬会社
B 医療機器メーカー
C 出版社

例 2） 利益相反「なし」の場合
第 56 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．

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．
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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 19 日（日）15：50〜16：50 第 1 会場（福岡国際会議場 3F メインホール)＊
「安全管理のあり方」後
信（
（公財）日本医療機能評価機構／九州大学病院)

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 56 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．
感染対策セミナー
11 月 18 日（土）14：00〜15：00 第 1 会場（福岡国際会議場 3F メインホール)＊
「病理検査業務における感染対策の理念と実際」髙田 徹（福岡大学病院感染制御部)
招請講演 2
11 月 19 日（日）8：30〜9：10 第 1 会場（福岡国際会議場 3F メインホール)＊
「細胞概念の確立から細胞・組織診へ」佐藤 裕（国東市民病院，日本医史学会)
医療倫理セミナー
11 月 19 日（日）14：40〜15：40 第 1 会場（福岡国際会議場 3F メインホール)＊
「医療倫理の基本」浅井 篤（東北大学大学院医学系研究科医療倫理学分野)
＊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 56 回日本臨床細胞学会秋期大会会長 加来恒壽
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日本産科婦人科学会会員

参加単位登録について

福岡国際会議場 1F エントランスの「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 18 日(土) 9：00〜
11 月 19 日(日) 8：00〜

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付与認定予定です．
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．
感染対策セミナー
11 月 18 日(土) 14：00〜15：00 第 1 会場 (福岡国際会議場 3F メインホール)
「病理検査業務における感染対策の理念と実際」
髙田

徹 (福岡大学病院感染制御部)

医療倫理セミナー
11 月 19 日(日) 14：40〜15：40 第 1 会場 (福岡国際会議場 3F メインホール)
「医療倫理の基本」
浅井

篤 (東北大学大学院医学系研究科医療倫理学分野)

※付与認定予定の基本領域学会
日本産科婦人科学会の研修会申請システムを通じて日本専門医機構の専門医共通講習の単位と
して認定されております．
・日本産科婦人科学会
・日本病理学会
・日本臨床検査医学会
・日本外科学会
・日本整形外科学会
・日本小児科学会
・日本泌尿器科学会
・日本耳鼻咽喉科学会
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第 56 回 日本臨床細胞学会秋期大会
市民公開講座

11 月 19 日（日） 14：00〜16：00 福岡サンパレス 2F パレスルーム
もっと良く知ろう

女性特有のがん
司会：加藤聖子（九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学 教授)
鹿毛政義（久留米大学 先端癌治療研究センター 分子標的部門 特命教授)

開会のあいさつ
第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会 会長
九州大学大学院医学研究院 保健学部門 教授
加来恒壽
1．もっと良く知ろう 子宮頸癌
相模野病院 婦人科腫瘍センター長 上坊敏子
2．もっと良く知ろう 増えている子宮体がん
九州がんセンター 婦人科 部長

齋藤俊章

黒木クリニック 院長

黒木祥司

3．乳癌の診断

4．福岡県におけるがんの現状
福岡県保健環境研究所 所長

香月

進

5．がんと向き合って生きる
あけぼの福岡 代表
共催：細胞検査士会創立 50 周年記念事業会
後援：福岡県，福岡市，福岡県医師会，福岡市医師会，
公益財団法人福岡県すこやか健康事業団（日本対がん協会 福岡県支部）

深野百合子

第 56 巻

補冊 2 号，2017 年
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細胞検査士会パネル展示
― がん検診の啓発・調査活動 ―

11 月 18 日（土）
・19 日（日） 福岡国際会議場 2F ロビー
細胞検査士会では，2009 年より，NPO 法人子宮頸がんを考える市民の会に協力し，4 月 9 日「子宮の日」を中
心とした子宮頸がん検診受診啓発のための街頭活動�LOVE49 プロジェクト�を行っております．この活動は，
細胞検査士会がん検診委員会（旧子宮頸がん検診委員会）と渉外委員会が中心となり，各都道府県細胞検査士会
の絶大なるご支援の下，現在では全国展開され，47 都道府県すべてで開催されるにいたりました．また，数年前
より専門医の先生のご支援をいただき，公益社団法人日本臨床細胞学会から各都道府県地域連携組織を通じて本
活動に対する支援金をいただくようになっております．
パネル展示では�LOVE49 プロジェクト�活動を中心としたがん検診の啓発活動の様子を展示します．また，
厚生労働省のがん検診に関する情報，議員連盟が提出した女性のがん対策に関する要望書などについてもご紹介
させていただきます．学会にご参加の皆様にはぜひパネル展示場にお越しいただき，啓発活動やがん検診につい
てご意見を賜ることができれば幸いに存じます．
最後に，今回のパネル展示に際し，ご理解とご協力を賜りました第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会 加来恒壽
会長に深謝致します．
細胞検査士会

会

長

伊藤

仁

細胞検査士会渉外委員会

委員長

河原

明彦

細胞検査士会がん検診委員会

委員長

今枝

義博

日本臨床細胞学会雑誌
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細胞検査士会創立 50 周年記念事業のご案内

細胞検査士会 50 年（半世紀）の足跡，そして新たなる飛躍をめざして
．記念式典（50 周年記念式典／功労賞受賞者表彰式)
開催日：

平成 29 年 11 月 19 日（日）

場

所：

福岡国際会議場 5F 国際会議室（501）

時

間：

15：50〜16：50

．50 周年記念祝賀会
開催日：

平成 29 年 11 月 19 日（日)

場

所：

福岡サンパレス 2F パレスルーム

時

間：

17：00〜19：00

会

費：

事前申し込み 3,000 円／当日申し込み

4,000 円

（細胞検査士会会報 Vol. 61 に同封の振込み用紙をご利用ください）
．細胞診と細胞検査士展
開催日：

平成 29 年 11 月 18 日（土)〜19 日（日)

場

所：

天神三越デパート横

時

間：

18 日（土）10：00〜16：00／19 日（日）10：00〜13：00

イベント空間「ライオン広場｣

＊パネル展示や実演コーナーを設置し，一般市民に説明
．市民公開講座
第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会とのジョイント
(詳細は 500 ページをご参照ください)
＊ 1 および 2 に参加いただく方のクロークおよび帰路の交通手段，その他詳細につきましては，細胞検査士
会会報 Vol. 61 をご覧ください．
細胞検査士会創立 50 周年記念事業会

会

長

伊藤

仁

委員長

三宅

真司

事務局長

阿部

英二

50 周年記念事業実行委員会
50 周年記念事業実行委員会

