
宮城県臨床細胞学会会員学術発表の記録 

  

※日本臨床細胞学会誌、東北臨床細胞学会学術集会、宮城県臨床細胞学会学術集会より  

※平成 30 年１月～平成 31 年 3 月  

  

日本臨床細胞学会誌 2019:58(1):22-28  

  

症例論文  

悪性胸水で発症し, 細胞診で原発巣の推定に苦慮した 甲状腺乳頭冶の 1 例  

  

○伊藤しげみ 1) 植木 美幸 2)村田 孝次 2)竹内 美華 2) 大山 友紀 2) 内城 孝之 2)  安達 友津 3)

佐藤 郁郎 1) 宮城県立がんセンター病理診断科 1), 同 臨床検査科 2),東北大学病院病理部 3)  

  

第 33 回宮城県臨床細胞学会    (平成 31 年 2 月 10 日)  

  

一般演題  

  

1) 2015 年度宮城県肺がん検診における喀痰細胞診の検討  

公益財団法人宮城県対がん協会１） 東北大学病院加齢医学研究所２）仙台徳洲会病院呼吸器外科３） 

宮城県結核予防会複十字センター４）   

○中川 朋美１）田名部 朋子１）大友 久美１）桜田 晃２）遠藤 千顕３）齋藤 泰紀４）  

  

2) 仙台市子宮頸がん検診における従来法と LBC 法との比較  

宮城県医師会健康センター検査部検査三科１）おざわ女性総合クリニック２）松永女性クリニック３）  

東北大学大学院医学系研究科病理病態学講座病理診断学分野４）  

宮城県医師会細胞診検査精度管理委員５）   

○野村 亘１）黒川 典子１）佐々木 麻弥１）相澤 清美１）安田 奈津子１）小澤 信義２） 松永 弦３）

笹野 公伸４）東岩井 久 ５）  

 

3) 腹腔細胞診は子宮体癌の予後因子となり得るか？  

東北大学病院産婦人科１）東北大学病院臨床研究推進センター２）  

東北大学災害科学国際研究所産婦人科学分野３）   

○石橋 ますみ１）岡本 聡１）徳永 英樹１）志賀 尚美１）島田 宗昭１）高野 忠夫２） 伊藤 潔  ３）

八重樫 伸生１）   

  

4) 細胞診で鑑別に苦慮した多形腺腫の一例  

宮城県立がんセンター臨床検査技術部１）宮城県立がんセンター病理診断科２）   

○内城 孝之１）植木 美幸１）大場 いづみ１）大山 友紀１）伊藤 しげみ２）佐藤 郁郎２）  

  

5) 悪性中皮腫、反応性中皮細胞および肺腺癌の鑑別－細胞質辺縁に着目して－  

東北大学病院病理部１）東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野２）   



○菅原 隆譲１）三浦 弘守１）今野 かおり１）安達 友津１）小泉 照樹１）村山 優理香１）  

山口 祐香１）藤島 史喜２）渡辺 みか１）笹野 公伸１）  

  

特別講演 「東北大学病院疾患バイオバンクの設立と婦人科検体でのゲノム解析」  

東北大学病院婦人科  徳永 英樹  

  

「病理学会取扱い規定に基づいた検体の品質管理 および東北大学病院病理部での取り組み」  

東北大学病院個別化医療センター  山﨑 有人  

  

スライドセミナー  

  

（１） 乳腺  出題 ： 東北公済病院    長嶋 真紀（ＣＴ）  

    解答 ： 大崎市民病院臨床検査科     立花 誠康（ＣＴ）  

（２） 消化器  出題 ： 仙台赤十字病院    高橋 幸夫（ＣＴ）  

     解答 ： 仙台医療センター   神 大貴（ＣＴ）  

（３） リンパ節 出題 ： 東北医科薬科大学病院   早坂 裕美（ＣＴ）  

     解答 ： 東北大学病院病理部   向 美祐希（ＣＴ）  

  

 第 57 回日本臨床細胞学会秋期大会学術集会  (平成 30 年 11 月 17 日～18 日)  

  

教育講演 2   

妊婦における子宮頸がん検診の進め方 妊婦における子宮頸癌検診  

 スズキ記念病院  田中耕平  

  

シンポジウム 7  

細胞診判定技術(細胞・集塊・背景のここを見ろ!)  

  尿細胞診 : 判定のすすめ方一細胞からのメッセージを正しく受信, 状況証拠も見逃すな一  

 東北大学病院病理部 〇三浦弘守  

  

優秀演題   

仙台市子宮顎がん検診における従来法と LBC 法との比較   

宮城県医師会健康センター検査部検査科 1) おざわ女性総合クリニック 2)  

松永女性クリ ニック 3)東 北大学大学院医学系研究科病理病態学講座病理診断学分野 4) 

宮城県医師会細 胞診検査精度管理委員 5)  

〇野村 理 1)黒川典子 1)佐々木麻弥 1)相澤清美 1)安田奈津子 1)小澤信義 2)松永 弦 3)笹

野公伸 4)東岩 井久 5)  

  

一般演題・示説   

2015 年度宮城県肺がん検診における叶導細胞診の検討   

公益財団法人宮城県対がん協会 1)東北大学病院加齢医学研究所 2) 

仙台徳洲会病院呼吸器 外科 3) 宮城県結核予防会複十字健診モセンター4)  

〇中川朋美 1)田名部朋子 1)大友久美 1)桜田 晃 2)遠藤千顕 3)齋藤奏紀 4)  



  

子宮全摘後の膝断端細胞診による卵巣機能評価  

 東北大学産婦人科   

〇石橋ますみ, 岡本 聡,志賀商美, 徳永英樹, 島田宗昭,伊藤 党,八重極伸生  

  

第 55 回東北臨床細胞学会   (平成 30 年 7 月 7 日)  

  

シンポジウム 「子宮頸部腺系病変の細胞診と臨床的取扱いについて」  

  

（3）AGC と判定される病態と臨床経過の検討  

(公財)宮城県対がん協会 山本ちひろ  

   

スライドカンファレンス  

  

症例 1 唾液腺  出題  東北大学病院病理部 佐藤聡子  

  

第 58 回 日本臨床細胞学会総会（春期大会）  （平成 29 年 5 月 26 日～28 日）  

   

ワークショップ 3 子宮頚部腺系病変と LBC   

  

子宮頚部腺系病変における従来法と LBC 法の比較検討   

東北大学病院産婦人科 1),宮城県対がん協会 2),東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学分野 3) 

〇海法道子 1),岡本 聡 1),小田切千恵 2),鷲尾尚子 2),山本ちひろ 2),田勢 亨 2),伊藤 潔 3),新 倉 仁

1),八重樫伸生 1)  

  

ワークショップ 11 乳がん早期診断における細胞診の役割    

  

乳腺粘液産生性病変の細胞診断と臨床像  

国家公務員共済組合連合会東北公済病院検査科病理 1) 

国家公務員共済組合連合会東北公済病院乳腺外科 2),泉中央乳腺クリニック 3) 

東北大学病院病理部 4),川崎医科大学病理学 5)  

○長嶋真紀 1),高橋良輔 1),武田元博 3),平川 久 2),木村道夫 3j,渡辺みか 4),森谷卓也 5)  

  

スライドカンファレンス出題   

    

 症例 3.膵臓 EUS-FNA   藤島史喜（東北大学病院病理部）  

  

わからん会 

胆管内乳頭状腫瘍との鑑別を要した神経内分泌腫瘍の一例  

東北大学病院病理部 1),東北大学大学院医学研究科病理診断学 2)  

○山口祐香 1),三浦弘守 IJ,安達友津 1),今野かおり 1), 小泉照樹 1),村山優理香 1), 菅原隆譲 1) 

藤島史善 2),渡辺みか 1),笹野公伸 1)  



  

ランチョンセミナー５  

がんゲノム医療時代に向けて知っておくべきこと  

東北大学産婦人科 高野忠夫                                         

  

一般演題・口演  

子宮頚部 妊婦子宮頚がん検診時の採取器具検討 スズキ記念病院  

○田中耕平,及川洋恵,赤石一幸,栃木実佳子,長谷川祐子,藤井 調,佐々木宏子,和田裕一，星 和彦  

  

一般演題・示説 頭頚部  

細胞診で鑑別に苦慮した多形腺腫の一例  

宮城県立がんセンター臨床検査技術部 1),宮城県立がんセンター病理診断科 2)  

○内城孝之 1),伊藤しげみ 2),植木美幸 1),大場いづみ 1),大山友紀 1),佐藤郁郎 2)  

  

 第 32 回宮城県臨床細胞学会    (平成 29 年 2 月 5 日)  

教育講演  

悪性中皮腫の体腔液細胞診断と患者認定  

東北大学病院病理部  三浦 弘守  

 

一般演題  

コンパニオン診断を念頭に置いた気管支鏡ブラシ擦過細胞診の検体処理法の提案  

 大崎市民病院病理１）  

 ○戸村 弘樹１） 本谷 友紀１）高野 託顧 1）谷内 真司 1）坂元 和広１） 

  

気管支肺胞洗浄液（ＢＡＬ）における反応性Ⅱ型肺胞上皮細胞の細胞像の検討  

公益財団法人宮城県対がん協会 1）仙台徳州会病院呼吸器外科 2） 

東北大学病院加齢医学研究所３）宮城県結核予防会複十字センター４）  

○羽場 詩穂美 1）青野 佳美 1）近 京子１）遠藤 千顕 2）桜田  晃 ３) 齋藤 泰紀４）   

 

低異型度子宮内膜間質肉腫の１例  

 東北大学病院産婦人科 1）東北大学病院臨床研究推進センター２） 

東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学分野３）東北大学病院病理部４） 

東北大学大学院医学系研究科婦人科学分野５）  

 ○石橋 ますみ１) 岡本 聡１）橋本 千明１）徳永 英樹１）高野 忠夫 2） 伊藤 潔 3）  

渡辺 みか４） 新倉  仁 １）八重樫 伸生５）   

 

左頬部小唾液腺に発生した乳腺相似分泌癌（分泌癌）の１例  

国立病院機構仙台医療センター臨床検査科１）国立病院機構弘前病院研究検査科２）  

国立病院機構仙台医療センター病理診断科３）  

○真山 晃史 1)高橋 真紀 1)齋藤 邦倫 2)藤井 正宏 1)櫻田 潤子３)鈴木 博義１)３)  

 

 



子宮原発悪性リンパ腫の１例  

宮城県立がんセンター臨床検査技術部 1)  宮城県立がんセンター婦人科２） 

宮城県立がんセンター病理診断科３）  

 ○大山 友紀１)植木 美幸 1)大場いづみ１)内城 孝之１)田勢 亨２)大友 圭子２)藤田 信弘 

２)伊藤 しげみ３)佐藤 郁郎３)  

  

特別講演  

ゲノムと病理  

  東北大学大学院医学系研究科病理形態学分野       古川  徹  

 

特別講演  

卵巣癌の細胞・病理組織像に着目した新しい治療法の探索  

       東北大学医学部産婦人科       豊島 将文  

スライドセミナー  

（１）呼吸器    出題：仙台厚生病院    諸橋 彰（CT)  

     解答：宮城県対がん協会   石川 恵（CT)  

（２）婦人科   出題：宮城県医師会健康センター 黒川 典子（CT)  

     解答：東北大学病院病理診断学 北脇 優子（MD)  

（３）泌尿器   出題：東北医科薬科大学若林病院  趙  真海（CT)  

     解答：東北大学病院病理部  吉田 詩織（CT)  

  

 


