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会場名

大輪田

A

大輪田

B

大輪田

C

14：50～16：30

偕楽
①

12：00～13：00

偕楽

②

偕楽
③

第８会場 8：00-9：00

8:00

第1会場
14：10～14：40

14:00 15:00 16:00 17:00 18:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00

細胞診専門医試験の
狙いと受験生の

陥りやすい落とし穴

14：50～15：20 15：20～15：50 15：50～16：20

要望講演1 要望講演2 要望講演3 要望講演4 要望講演5 ランチョンセミナー 1 要望講演7 教育講演1 教育講演2 教育講演3 教育講演4 教育講演5

9：00～9：30 9：30～10：00 10:00～10：30 10:40～11:10 11：10～11：40 11：50～12：50 13：00～13：30 13：40～14：10

尿細管上皮の
形態学

気管支標本からの
肺アスペルギルス

感染症の診断
鶴谷純司

長沼 廣 伊藤富士子 高橋健太郎 野々村昭孝 上坊敏子 座長：小山博記 水口國雄 今井律子 矢羽田一信 清水恵子 大崎博之 原 喜与一

乳癌における分子標的
治療薬の変遷と展望 細胞検査士試験の

概要とコツ、ポイント
自然尿細胞診疑陽性
判定の要因について

地域における細胞診の
精度を保証する取り組

み

子宮内膜に生じる
細胞質変化（化生）
が細胞診断に及ぼ

す　　　影響

病理外来の開設
と意義について

100人の産婦人科
医に聞きました

子宮頸癌行政検診に
おけるベセスダシステ

ムへの完全移行のため
の　　　問題点と対策

肝細胞の腫瘍および
腫瘍様病変の病理

座長：白石泰三 座長：片岡秀夫

8：30～10：00 10：10～11：40　 12：00～13：40 13：50～15：50

座長：黒住昌史・春日井 務

共催：和歌山県支部細胞診従事者講習会 共催：和歌山県支部細胞診従事者講習会 共催：日本イーライリリー株式会社 共催：株式会社メディコン

乳腺細胞診断ことはじめ

共催：中外製薬株式会社 座長：大野英治 座長：夏目園子 座長：宇田川康博 座長：桜井孝規座長：田村浩一 座長：小笠原利忠 座長：柏村賀子 座長：横山繁生 座長：藏本博行

懇親会

実践的細胞診断ワークショップ1 実践的細胞診断ワークショップ3 ランチョンワークショップ 1 特別シンポジウム2

扁平上皮癌の細胞像

糸山雅子・川崎朊範・小塚祐司・唐 小燕 大林千穂・西阪 隆・塚本龍子・滝川紀子 田中文啓・山本信之・南 優子 小山徹也・黒住昌史・長嶋 健・吉田 崇・鈴木正人

座長：梅村しのぶ・廣田誠一 座長：大林千穂・中谷行雄 座長：谷田部 恭・福岡正博

座長：長村義之

11：50～12：50 13：00～16：30

実践的細胞診断ワークショップ2 実践的細胞診断ワークショップ4 ランチョンセミナー2 プレリミナリーコース

8：30～10：00　 10：10～11：40

子宮頸部細胞診
－ベセスダ導入に向けて知っておくべきこと、

知られていないこと－
子宮内膜細胞診

座長：児玉省二

共催：和歌山県支部細胞診従事者講習会 共催：和歌山県支部細胞診従事者講習会 共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 座長：金城 満・元井 信

子宮頸部細胞診の誤陰性(見落と
し)　　対策と子宮がん検診の将来

展望
病理組織像を基盤とした細胞診の見方

安田政実・寺本典弘・梅澤 聡・松並平晋 藤原 潔・森谷鈴子・吉田志緒子 西 国広

座長：三上芳喜・藤村正樹 座長：森谷卓也・岡本 聡

ポ
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ト
ピ
ア
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13：00～14：20 16：40～17：20 17：20～18：00

細胞検査士会要望教育シンポジウム1　 特別シンポジウム1

細胞診専門医総会
会長講演

鑑別困難症例における診断ポイントと問題点 専門医研修を考える 甲状腺腫瘍組織分類と
甲状腺細胞診の問題点

甲斐俊一・水野幸恵・菊池 優・三浦弘守・有安早苗

9：10～11：10 11：10～11：50

最優秀論文賞
受賞記念講演

前川観世子・佐藤之俊・

座長：是松元子・辻本正彦 加藤生真・渋谷信介・石田雄介・井内康輝・若狭研一

座長：坂本穆彦

開
会
の
辞

覚道健一
共催：細胞検査士会学術委員会 座長：井内康輝・紀川純三

Weihua Tang, Bo Han, Claire W. Michael 矢本希夫, Yanhua Bai, Qifeng Yang

南口早智子 福島万奈 串田吉生

国際フォーラム2 国際フォーラム3

尿 甲状腺 消化器 講演未定 アジアフォーラム スライドカンファレンス

バーチャルスライド講習会3 ランチョンセミナー3　 国際フォーラム１

8：30～9：30 9：40～10：40 10：50～11：50 12：00～13：00 13：10～14：40 14：50～16：20 16：30～18：00

バーチャルスライド講習会1 バーチャルスライド講習会2

共催：日本甲状腺学会

9:30～11：10

大澤政彦・舩本康申・野田みゆき・岸本浩次

座長：加藤良平・尾﨑 敬 丸田淳子・前川観世子・高橋真帆・佐々木栄司 古旗 淳・白波瀬浩幸・竹中明美・稲山久美子・羽場礼次 清川貴子 井上 健

高野 徹・光武範吏・尾﨑 敬

高野 徹 座長：森谷卓也

中枢神経病変の
術中迅速細胞診

細胞検査士養成の現状と将来

 －カリキュラムと細胞検査士－
臓器横断（2）：扁平上皮病変リンパ節病変の基本的な見方

11：20～11：50 13：00～14：40 14：50～16：50

実践的細胞診断ワークショップ5 要望講演6 ワークショップ1 シンポジウム2

16：00～18：00

示説掲示 示説発表神戸国際展
示場３号館

武井英博 田中陽一・澁木康雄・棟方 哲 古田則行・神崎由佳・尾野 緑・朋部 学・杉島節夫

座長：大澤政彦・舩本康申 座長：向井萬起男 座長：川本雅司・田中陽一 座長：高橋睦夫・南雲サチ子

第7会場

最も身近な癌： 液状化検体細胞診「ThinPrep」
甲状腺癌の発生メカニズムの最前線 と新たな子宮頸がん検査

座長：矢本希夫, Xiaojuan Wang 座長：廣川満良・福田利夫

9：00～11：00   11：10～11：50 13：10～14：50 15：00～16：40 16：50～17：20 17：20～17：50

シンポジウム1 特別講演1 ランチョンセミナー4 実践的細胞診断ワークショップ６ ワークショップ2

共催：株式会社クラーロ 共催：株式会社クラーロ 共催：株式会社クラーロ 共催：株式会社クラーロ 座長：Claire W. Michael, Weihua Tang

19:00 20:00 21:00

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

伊藤 仁

Recent Advances in Cytological Diagnosis
Chiung-Ru Lai, Yong-Jin Kim,
Jiyou Li, Pamela Tauchi-Nishi

山東省・和歌山県交流と細胞診

18：30-21：00

―末梢の直接採取検体を中心に―
NSCLC治療における個別化治療の進歩

下釜達朗・元井 信・畠  榮・鹿毛政義・廣島健三・樋口佳代子

細胞検査士会総会
2009年

乳癌診療における穿刺吸引細胞診(FNAB)と針生検のすみわ
け

要望講演8 要望講演9

座長：南口早智子・村田晋一 座長：南口早智子・村田晋一 座長：南口早智子・村田晋一

座長：亀山香織・近藤哲夫 座長：中泉明彦・広岡保明 座長：武島幸男 座長：蔦 幸治

明日から役に立つ甲状腺細胞診のキモ 貯留胆汁細胞診判定基準は膵領域にも有効か
腹膜中皮腫との
鑑別を要する

婦人科領域の腫
瘍

肺神経内分泌腫瘍
の病理診断・細胞
診断における問題
－大細胞神経内分
泌癌を中心に－

座長：菅間 博 共催：オリンパス株式会社

藤井多久磨

細胞材料からの核酸診断

―穿刺吸引核酸診断法の
開発の経験から－


