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プ　ロ　グ　ラ　ム 
 

　　　　　　日　時 ： 令和３年３月２７日（土）１３時３０分

   受付開始 １２時３０分

　　　　　　会　場 ： 埼玉県県民健康センター　２Ｆ　大ホール

 Live配信形式（ZOOM）のハイブリッド開催

参 加 費︓２,０００円 

　学術集会⻑  河村 憲⼀（JCHO埼⽟メディカルセンター 病理診断科）

    
           主 催 ︓ 埼⽟県臨床細胞学会・埼⽟県臨床細胞医会

          後 援 ︓ 埼⽟県医師会・埼⽟県産婦⼈科医会

    ========================== 取　得　単　位 ===========================

　　　　　　　　　　　　日本臨床細胞学会細胞診専門医　2単位

　　　　　　　　　　　　日本臨床細胞学会細胞検査士単位（JSC:10単位　IAC:4単位）

           日産婦学会員の方は，「ｅ医学会カード」をご持参下さい．

                 ⽇本産婦⼈科医会研修参加証（シール）

                 ⽇本産科婦⼈科学会 学術集会参加

                 ⽇本専⾨医機構 学術集会参加 1単位

                 ⽇本専⾨医機構 産婦⼈科領域講習受講 1単位

開催に際しての注意点とお願い

本学術集会は現地とLive配信形式のハイブリッド開催を予定しております．会場内
の人数把握のため，事前申し込みを行います．

【参加申し込み書】をご記入の上，メールで参加申し込みをお願いいたします．
申込書を添付する際は，Wordファイルに記入し添付して送る，または記入した参加申
し込み書を写真やPDFで添付するなど形式は問いません．

　　　　参加申し込み書はこちら（Wordファイル） 

〇　参加方法について

「ZoomによるLive配信による参加」もしくは「会場に出席」を選択してください．

※　いずれの参加方法においても申請単位取得が可能です

参加申し込みは3月19日で締め切りとさせていただきます

参加申し込みは3⽉24⽇（⽔）12︓00まで延⻑いたします
➡　「ZoomによるLive配信による参加」を選択された方

Zoomログイン方法の案内とともにログインに必要なミーティングIDやパスワード，
参加費の振込先を参加申し込み書にご記入いただいたメールにご案内させていただき
ます．

※　１台のパソコンで複数人が参加する場合はその旨を，申し込み時にお知らせくだ
さい．

入金確認後それぞれの方にメールでご案内いたします． 

➡　会場に出席を選択された方

※　当日はマスク着用の上ご来場ください

※　会場に入る際は手指消毒，検温にご協力ください

http://square.umin.ac.jp/~jscsai/39sibugakkai2021.pdf
http://square.umin.ac.jp/~jscsai/39sibugakkaimosikomi.docx
http://square.umin.ac.jp/~jscsai/39sibugakkaimosikomi.docx


〇　参加費について

※「ZoomによるLive配信による参加」の場合は，申し込み後にお振込みのご案内をさ
せていただきます．

※「会場に出席」の場合は会場で集金いたします．

   
   今後のおしらせ等はHPで随時配信いたしますので，ご確認ください
 

【 参加申し込み先 】

JCHO埼玉メディカルセンター　病理診断科　鈴木　隆

TEL：048-832-4951（代表） 内線1321

E‐mail: dai39saitama@gmail.com

 

参加申し込みは3月24日12：00までに，必要事項を記載し上記メールアドレスにお
申し込みください．

送信の際，件名の欄には「第39回埼玉県臨床細胞学会参加申し込み」と氏名の記載
をお願いします

 

プログラム
 

Ⅰ. 開会の辞 （１３:３０～１３:３５）

　　　　　　　　　　　　　学術集会長 ： 河村 憲一（JCHO埼玉メディカルセンター 病理診断科）

 

Ⅱ. 一般演題 （１３：３５～１４:０５）

　　　　　　　　　　　　　座　長 ： 河野 哲也（自治医科大学附属さいたま医療センター 病理診断科） 

１）気管支内腔にポリープ状発育をした炎症性筋線維芽細胞腫瘍（IMT）の1例

○伊佐山絹代(CT) 1），舟橋幸子(CT) 1），川口宏美(CT) 1），銅山雄太(CT) 2），李　治平(MD) 3）

小川髙史(MD) 3），安達章子(MD) 3）　　　

さいたま赤十字病院病理部 1)，同 検査部 2），同 病理診断科 3）

 

２）細胞診で子宮頸部扁平上皮癌と子宮頸部腺癌の併存を疑った１症例

○坂元崇洋(MD) 1)，垣本壮一郎(MD) 1)，角倉　仁(MD) 1)，羽田　平(MD) 1)，加藤顕人(MD) 1)，

岩橋秀樹(MD) 1)，宮本守員(MD) 1)，後藤友子(MD) 1)，笹　秀典(MD) 1)，高野政志(MD) 1)，

三鍋慎也(CT) 2)，高橋宏美(CT) 2)，中山美咲(CT) 2)，川口　翔(CT) 2)，佐々木八重(MD) 2)，

島﨑英幸(MD) 2)，緒方　衝(MD) 3)，松熊　晋(MD) 2) 3)

防衛医科大学校病院 産科婦人科 1)，同 検査部病理 2），防衛医科大学校 臨床検査医学講座3）

 

３）尿路上皮癌と鑑別を要した尿管悪性リンパ腫の1例

○金守　彰(CT) 1)，永縄真央(CT) 1)，高木実季(CT) 1)，鈴木慎也(CT) 1)，山本美里(CT) 1)，

野本伊織(CT) 1)，大谷奈穂(CT) 1)，山﨑早苗(MD) 2)，佐藤英章(MD) 2)，毛利紘子(MD) 3)，

吉野真紀(MD) 4)，林　千裕(MD) 4)，橋本恭伸(MD) 4)，

済生会川口総合病院　臨床検査科 1），同 病理診断科 2)，同 婦人科 3), 同 泌尿器科 4) 
  

Ⅲ．特別講演 （１４：０５～１５：１０）

座　長 ： 津田 均（防衛医科大学校 病態病理学講座）

河村 憲一（JCHO埼玉メディカルセンター 病理診断科）

 

「子宮頸部病変の病理診断　WHO2020の改訂ポイントを中心に」　

　　　　　　　　　　　　　　笹島 ゆう子（帝京大学医学部病院　病理部）

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　休憩（10分） ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 



Ⅳ．総 会 （１５：２０～１５：５０）

 

会長挨拶 ： 安田 政実（埼玉医科大学国際医療センター　病理診断科）会長代行

事業報告，会計報告および事業計画，予算案，菊池賞授賞式等その他

 

Ⅴ. スライドカンファレンス（１５：５０～１７：０５）

司　会 ： 山﨑 早苗（済生会川口総合病院　病理診断科）

扇田 智彦（埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科）

　　　【婦人科】

出　題 　加藤 智美　(ＣＴ) （埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科）

解　答   小川 弘美　(ＣＴ) （埼玉石心会病院 病理検査室）

 

【呼吸器】

出　題 　沼上 秀博　(ＣＴ) （埼玉県立循環器・呼吸器病センター 検査技術部）

解　答   阿部 倫子　(ＣＴ) （埼玉医科大学総合医療センター 病理部）

 

【体腔液】

出　題 　松本 祐弥　(ＣＴ) （獨協医科大学埼玉医療センター 病理診断科）

解　答   立澤 美咲  (ＣＴ) （株式会社アムル 病理学検査）

 

・  当日は会場において出題標本を鏡検することができます

・  代表的な細胞像写真をポスターとして掲示します

 

Ⅵ. 閉会の辞 （１７：０５）　　　　

　　　　　　　　　　　　　実行委員長 ：鶴岡 慎悟（JCHO埼玉メディカルセンター 病理診断科）

                              協　　賛

アジア器材株式会社                 株式会社エスアールエル

株式会社 ニコンソリューションズ    白井松器械株式会社

松浪硝子工業株式会社               武藤化学株式会社

村角工業株式会社　　　　　　　　　 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社　　　　　　　　　

 

第39回埼⽟県臨床細胞学会・埼⽟県臨床細胞医会学術集会 実⾏委員

学術集会⻑  河村 憲⼀ （JCHO埼⽟メディカルセンター）

実⾏委員⻑  鶴岡 慎悟 （JCHO埼⽟メディカルセンター）

実⾏委員   伊佐⼭ 絹代（さいたま⾚⼗字病院）
  

  ⾦守 彰 （済⽣会川⼝総合病院）
  

  ⾦⽥ 佳史 （JCHO埼⽟メディカルセンター）
  

  急式 政志（埼⽟県⽴⼩児医療センター）
  

  清⽔ 健  （JCHO埼⽟メディカルセンター 
  

  鈴⽊ 隆 （JCHO埼⽟メディカルセンター）
  

  松井 宏江 （JCHO埼⽟メディカルセンター）
  

   松内 萌 （越⾕市⽴病院）
  

  ⼭﨑 泰樹 （獨協医科⼤学埼⽟医療センター）
 



 
 

埼⽟県県⺠健康センター

さいたま市浦和区仲町３－５－１

TEL ０４８－８２４－４８０１（代）

 


