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第８会場 13：00-15：00 15：00-15：30 15：30-17：30

共催：日本肺病理学会(JPPS)

共催：日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会

示説発表

座長：羽場礼次・若狭朊子

15：10～17：10                                    専門医研修指定講座

実践的細胞診断ワークショップ11

術中迅速細胞診の現状

12：00～13：00

12：00～13：00

羽場礼次・松永 徹・田村 元・渡辺みか・岩瀬裕美

座長：木口一成

日本肺癌学会 細胞診判定基準改訂委員会報告

16：00～18：00

シンポジウム 8

「胸水細胞診における中皮腫細胞判定基準」

胆道・膵臓の細胞診

初期頸部腺病変を克朋する

卵巣腫瘍の組織像からみた細胞形態の検討

伊藤智雄

免疫染色の新展開

共催：シスメックス株式会社
座長：稲澤譲治

示説撤去 会場撤去

ワークショップ4 ワークショップ6

廣川満良・三橋 暁・小島 勝・山田隆司
座長：植田政嗣・久布白兼行

12：10～13：10

井本逸勢

マイクロアレイによる
Cytogeneticsの基礎から

臨床応用

13：20～14：508：30～10：00

臨床検査技師の国際化

平成21～22年度
第3回コントロールサーベイ報告：

集計結果と症例解説

共催：施設認定委員会座長：坂本秀生・小松京子 座長：鴨志田伸吾・布引 治

阪埜浩司・井村穣二・嵯峨 泰・宮本 強・杉山太朗
座長：青木大輔・小林 浩

 －ASC-Hの細胞学的検討－

共催：ライカマイクロシステムズ株式会社

実践的細胞診断ワークショップ9

高水竜一・熊谷幸江・小林孝子・姫路由香里
座長：鷲谷清忠・岩井宗男

13：10～15：00

安松弘光・楾 清美・坂本秀生

ランチョンセミナー9

細胞検査士のキャリア・アップを目指した学位取得

中澤久美子・仲 正喜・柴田由加・佐藤妃映・則松良明

10：10～11：50

ワークショップ5　

分子診断に焦点を合わせた
内膜病変の診断法、検査法

8：30～10：00

ワークショップ3

Webを活用したベセスダシステム細胞診カンファランス

9：40～10：40

呼吸器

久保田佳奈子
座長：单口早智子・入江準二座長：单口早智子・入江準二

　共催：浜松ホトニクス 　共催：浜松ホトニクス

子宮頸部

益澤尚子

10：50～11：50

齋藤勝彦・山城勝重・森 一郎・大塚重則・谷山清己
座長：森 一郎・土橋康成

ランチョンセミナー8

松本和也・若狭朊子・吉村英雄・中泉明彦・井村穣二 九島巳樹・笹島ゆう子・加藤哲子・柳井広之
座長：九島巳樹・名方保夫

14：10～15：10

日本細胞診断学推進協会代議員会

実践的細胞診断ワークショップ10

座長：若狭研一・内藤善哉
座長：鬼島 宏

15：10～17：10

15：20～17：20

デジタル化時代の細胞診断学

シンポジウム6
13：10～14：10

細胞検査士会支部代表者会議

ランチョンセミナー7

デジタルパソロジーの流れと応用：
最新世界事情も含めて

長村義之
座長：土屋眞一

共催：株式会社クラーロ

閉
会
式

10：30～11：109：40～10：20

特別講演4 特別講演5特別講演2 特別講演3

子宮頸がん
検診の改新

玉置知子 近藤稔和

組織修復と
骨髄由来細胞

座長：井箟一彦座長：根本則道 座長：安田 允座長：中村 忍

13：00～15：00 15：10～15：50

シンポジウム7　

長村義之

8：30～10：00

15：10～15：50

子宮頸部HPV関連病変：

15：10～15：50

新しい技術・情報を如何に
細胞診に生かすか？

特別講演6

細胞検査士諸君への期待

特別講演7

 －診断に有用な分子生物学－

黒住昌史

16：00～18：00　　　                           　専門医研修指定講座

肺癌における組織像・細胞像と遺伝子変化

11：50～12：50

シンポジウム4ランチョンセミナー6

‐尿細胞診を中心として‐

村田晋一・都築豊徳・島田啓司

尿路上皮癌の最近の知見 脳・神経系腫瘍の細胞診断

8：30～10：30

特別シンポジウム3

子宮頸部円錐切除の適応と限界

座長：越川 卓・中村浩淑

共催：サイロイドクラブ

甲状腺細胞診とベセスダ報告

坂本穆彦・Claire W. Michael

西尾和人・谷田部 恭・竹内賢吾・池田 聡

座長：佐藤之俊・石川雄一

13：00～15：00

工藤玄恵・清水秀樹・小松京子 座長：山本尚人 加藤 拓・井之本英俊・藪下竜司・藤井和晃・山城 篤

シンポジウム5特別シンポジウム4

10：40～11：40

―再燃症例からの知見と細胞診の役割―Over diagnosis, Under
diagnosisされやすい疾患

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社 座長：古田則行・竹中明美 座長：小林忠男

共催：㈱医学生物学研究所・オリンパス㈱・
日本ﾍﾞｸﾄﾝ･ﾃﾞｨｯｷﾝｿﾝ㈱・武藤化学㈱

日本の液状化検体細胞診（ＬＢＣ）の広がりと課題

佐伯健二・山城勝重・平井康夫・内藤雅嗣・武井英博・
阿部香織・垣花昌俊

座長：平井康夫・金城 満

14：30～15：00

榎本隆之
座長：斉藤 豪

田中祐吉

13：00～15：00

小児腫瘍の特色：
組織・細胞診断と

遺伝子診断

細胞診で知って
おきたいがん疫学
の　　　　　　基礎知

識

要望講演15要望講演12

光学顕微鏡下での
骨軟部肉腫の細胞
遺伝学的異常の解
析、LBC標本上の
CISH法を用いて

進行肺癌に対す
る　　　　新治療

戦略

座長：福永真治
西尾誠人

座長：真能正幸
中山富雄

細胞検査士10年後の未来像と医療における役割

元井 亨
座長：池田徳彦

横井豊治
座長：河原 栄

乳癌診療におけるHER2検査
の重要性と精度管理

11:00～11:30

要望講演11

糖鎖研究によって
明らかになった

胃腺粘液の機能

13:00

15：30～16：00

子宮体癌に対する
新しい治療戦略

16:00

要望講演17

17:00 18:00

15：00～15：3013：20～13：50 13：50～14：2012：50～13：20

要望講演16

非腫瘍性肺疾患に
見られる

異型上皮細胞

15:00

第1会場

第2会場

10:30～11:00

要望講演10

共催：アストラゼネカ株式会社
中山 淳

座長：稲田健一 座長：中山雅弘
座長：光冨徹哉

簡便な気管支肺胞
洗浄液中の石綿小
体計量法の開発

河原邦光
座長：楠 洋子

実践的細胞診断ワークショップ７

8：30～10：20

10：10～11：40　　　　

実践的細胞診断ワークショップ8

座長：植田政嗣・室谷哲弥
斉藤淳子・藤井多久磨・加藤久盛

8:00 9:00 11:00

要望講演13シンポジウム3

子宮頸部初期病変と保存的治療―HPV-DNA診断の有用性―

14:0012:00

11：40～12：40

ランチョンセミナー5

EGFR遺伝子変異検査で進む
肺がんの個別化治療

西尾和人

10:00

要望講演14

田中尚武・東田太郎・坂本 優・金山清二・尾松公平・吉田憲生

座長：竹島信宏・中西 透

16：00～18：00

座長：川野 潔・木村伯子岡 輝明・濱川真治・佐久間暢夫・片山博得・鍋島一樹

小椋聖子・池田 仁・大谷 博・岡田裕之・
三橋智子・遠藤希之・冨田裕彦

共催：ライカマイクロシステムズ株式会社

中皮細胞の
不思議と魅力

スライドセミナー

座長：園部 宏

特別講演8

座長：中山裕樹・佐々木 寛

片渕秀隆・小島淳美・早田篤子・及川洋恵

座長：秋田弘俊・前田昭太郎・辻村 亨

本山悌一

特別シンポジウム5

亀井敏昭

第3会場

第4会場

ポ
ー

ト
ピ
ア

ホ
ー

ル

第5会場

第6会場

第7会場

神戸国際
展示場３

号館

座長：小西 登・正和信英 座長：水口國雄・岡部英俊

9：00～9：40

井上正樹米澤 傑

ムチン：ヒト癌における
臨床病理学的意義、遺伝
子発現機構、早期診断シ

ステムへの応用

11：10～11：50

羊水細胞の検査と
遺伝カウンセリング

バーチャルスライド講習会4 バーチャルスライド講習会6

8：30～9：30

10：10～11：50

座長：单口早智子・入江準二

バーチャルスライド講習会5

　共催：浜松ホトニクス

乳腺

蒲池綾子

2010/10/8


