
 

 

 

第 41 回 埼玉県臨床細胞学会・埼玉県臨床細胞医会 学術集会プログラム 

zoom 配信を利用したハイブリッド開催 

 

日  時：2023 年（令和 5 年）4 月 22 日（土）13 時 30 分 

受付開始は 12 時 30 分より 

会  場：埼玉県県民健康センター 2 階大ホール 

    さいたま市浦和区仲町 3-5-1 TEL 048-824-4801 

参 加 費：無料（会場参加・Web 参加共通の申込み制：下記会員を対象とします） 

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 

 

抄録集は，HP より各個人にて，ダウンロードもしくは印刷してご利用下さい． 

 

2023年度（令和5年度）埼玉県臨床細胞学会 総会 

第41回埼玉県臨床細胞学会・埼玉県臨床細胞医会学術集会 申し込み方法 

申 込 期 間 ： 2023年4月18日（火曜日）まで 

申込フォーム： 専用 Google フォーム 

https://docs.google.com/forms/d/1BgRGHtFZ09DSYPmFOR7sKM0wLshByVurkqcBwSRtbJo/edit 

・総会および学術集会への参加は，事前申し込みが必要です． 

・必ず，個人での参加申し込みを行ってください． 

（施設単位や複数人での申し込みはできません） 

・欠席される会員の方も，総会に対する委任状も兼ねますので，必ず欠席申込みをお願い致します． 

・当日は，zoom配信を利用したハイブリッド開催となります． 

・参加を申し込まれた方に，ミーティングID，パスコードを開催日までにメールでお知らせいたします． 

・Web参加を登録された方で，参加が確認されない場合は，議決権を会長に委任したこととします． 

・学術集会は各種クレジットの対象になりますが，当日参加が確認されない場合は対象になりません． 

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

 日本臨床細胞学会細胞診専門医 2 単位 

 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 

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

https://docs.google.com/forms/d/1BgRGHtFZ09DSYPmFOR7sKM0wLshByVurkqcBwSRtbJo/edit


Ⅰ．開会の辞 13：30 ～ 13：35 

集会長：大城 久（自治医科大学附属さいたま医療センター 病理部・病理診断科） 

 

Ⅱ．一般講演 13：35 ～ 14：35 

座 長：河村憲一（独立行政法人 地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター 病理診断科） 

  １）歯肉アメーバと推定された1例 

 〇 水越美咲(CT) 1)，穴原賢治(CT) 1)，桝川睦子(CT) 1)，小川史洋(MD) 2) 

上尾中央医科クループ 彩の国東大宮メディカルセンター 検査技術科1)，病理診断科2) 

 

2）HPV非依存性上皮内腺癌の1例 

 〇 長谷部優弥(CT) 1)，加藤智美(CT) 1)，小窪亜理紗(CT) 1)，戸澤直登(CT) 1)，鈴木展行(CT) 1) ， 

菅野恵士(CT) 1)，鎌田孝一(CT) 1)，細沼佑介(CT) 1)，扇田智彦(CT) 1)，美山優(MD)２）， 

小路口奈帆子(MD)２），佐藤次生(MD)２），本間琢(MD)２），新井栄一(MD)２），川崎朋範(MD)２）， 

黒崎亮(MD)３），安田政実(MD) 1,2) 

埼玉医科大学国際医療センター 病理診断部 1)，病理診断科 2)，婦人科腫瘍科３）  

 

座 長：岡部直太（自治医科大学附属さいたま医療センター 病理部・病理診断科） 

３）当院における乳腺穿刺吸引細胞診の検討～TACASTMRuby：上尾方式～ 

〇 柴田真里(CT) 1)，大野喜作(CT) 1)，小林要(CT) 1)，渡部有依(CT) 1)，蔵光優理香 (CT) 1) ， 

小林高祥(CT) 1)，佐伯尚人(CT) 1) ，今柚乃 (CT) 1) ，横田亜矢(MD) 2)，大庭華子(MD) 2) ， 

絹川典子(MD) 2)，杉谷雅彦(MD) 2) 

上尾中央総合病院 検査技術科 1)，病理診断科 2) 

４）組織型推定が困難であった Mesonephric-like adenocarcinoma の 1 例 

〇 大森綾(CT) ，今田浩生(MD) ，戸田成美(CT) ，針谷佳那(CT) ，笹谷愛結(CT) ， 

佐藤達也(CT) ，日下卓万(CT) ，青木智章(CT) ，松野和子(CT) ，木内恭子(CT) ，大野優子(CT) ， 

阿部倫子(CT) ，大澤久美子(CT) ，沢田圭佑(MD) ，伊藤梢絵(MD) ，菊地淳(MD) ， 

増田渉(MD) ，百瀬修二(MD) ，東守洋(MD)  

埼玉医科大学総合医療センター 病理部 

 

Ⅲ．特別講演 14：35 ～ 15：25 

座 長 大城 久（自治医科大学附属さいたま医療センター 病理部・病理診断科） 

講 演 長尾俊孝（東京医科大学病院 病理診断科） 

「唾液腺腫瘍の病理と細胞診断 up-to-date」 

 

― 休 憩 ―（10分） 

 



Ⅳ．総会 15：35 ～ 16：25 

業務報告，会計報告，栄誉会員・功績会員表彰，その他 

 

Ⅴ．集計アプリ「Mentimeter」を用いた聴衆参加型スライドカンファレンス 16：25 ～ 17：05 

座 長 藤井晶子（獨協医科大学埼玉医療センター 病理診断科）  

    河野哲也（自治医科大学附属さいたま医療センター 病理部） 

 

Ⅶ．閉会の辞 17：05 ～ 17：10 

実行委員長 河野哲也（自治医科大学附属さいたま医療センター 病理部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41 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・実務委員 

学術集会長  大城 久   （自治医科大学附属さいたま医療センター） 

実行委員長  河野 哲也 （自治医科大学附属さいたま医療センター） 

実行委員  高瀬 優   （越谷市立病院） 

藤井 晶子 （獨協医科大学埼玉医療センター） 

蛭田 昌弘 （自治医科大学附属さいたま医療センター）  

岡部 直太 （自治医科大学附属さいたま医療センター）  

山﨑 泰樹 （獨協医科大学埼玉医療センター） 

鶴岡 慎悟 （独立行政法人 地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター） 

日下 卓万 （埼玉医科大学総合医療センター） 

小林 要   （医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院） 

小島 朋子 （自治医科大学附属さいたま医療センター） 

細田 健太 （自治医科大学附属さいたま医療センター） 

実務委員  守川 春花 （自治医科大学附属さいたま医療センター） 

      中村 啓子  (自治医科大学附属さいたま医療センター） 

      織田 聖月  (自治医科大学附属さいたま医療センター） 

      松本 健宏 （戸田中央病理診断科クリニック） 

      大谷 奈穂 （社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院） 

      猪山 和美 （自治医科大学附属さいたま医療センター） 

      石松 寛美 （越谷市立病院） 

      三瓶 祐也 （独立行政法人 地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター） 

小林 高祥 （医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院） 

内田 春香 （越谷市立病院） 

 

 



Mentimeter （メンチメーター）とは，リアルタイムでアンケート

を集計できるアプリケーションとなります．回答する方のアカウントは必要とせず，エンターコー

ドを入力すれば回答できますので，使い易いと思います．匿名で回答ができます．是非，ご賛同頂

き，今回初の企画である聴衆参加型スライドカンファレンスにアプリケーションを事前にダウンロード

してご参加下さい． 

 

Android 用 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentimeter.voting&hl=ja&gl=US 

 

 
 

 

iPhone 用 https://apps.apple.com/jp/app/mentimeter/id1064435577 

 

 
 

上記のいずれかの方法で利用可能となります．インストールおよび利用に際しては無料です． 

なお，接続状態においては，通信料がかかりますのでご了承下さい． 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentimeter.voting&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/mentimeter/id1064435577

