第 36 回福岡県臨床細胞学会総会・学術集会
プログラム
開催形式：Web 開催（事務局、座長、演者のみ現地開催 Web 配信視聴）
会

場：産業医科大学 2 号館 2201 講義室

日

時：2021 年 12 月 5 日（日）13：00～16：30
：学術集会長：松浦 祐介
（産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学）

学術集会事務局：産業医科大学病院
病理部 岡 春子
〒807-8555 北九州市八幡西区医生ケ丘 1-1
連絡先：093-603-1611（PHS:7019）
学会当日連絡先：093-603-1611（PHS:7019）

参加者へのお知らせ
【開催方法】
Zoom ミーティングを利用しライブ配信による Web 学会として開催します．開催日に Zoom
での視聴が可能です．オンデマンドでの配信はありません．
【学会参加について】
・学会視聴 Zoom ID とパスコードを取得するために、参加登録用 QR コードが印刷されたハ
ガキを福岡県臨床細胞学会会員へ送付いたしますので QR コードから登録してください.
※11 月 22 日(月)を過ぎてもハガキが届かない場合は下記へご連絡ください.
問い合わせ先：fukusaibougakkai @gmail.com
・事前参加登録締切：11 月 30 日(火)

主催：福岡県臨床細胞学会

プログラム
＊ 福岡県臨床細胞学会総会

13：00～13：15

＊ 学術集会長挨拶

13：15～13：20

【会長講演】 13：20～14：00
『北九州市における子宮頸がん検診の取り組み』
松浦 祐介（産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学）

【教育講演】 14：05～14：45
『尿細胞診新報告様式における atypical cell について』
岩井 幸子（PCL 福岡病理細胞診センター）

【一般演題Ⅰ】14：50～15：40

座長：槇原康亮（九州労災病院 病理診断科）

１ 原発巣と転移巣で腫瘍捺印細胞診を実施した妊娠性子宮体部絨毛癌の１例
産業医科大学 医学部 産科婦人科学 1）、同 産業保健学部 広域・発達看護学 2）、
産業医科大学病院 病理部 3）
〇植田 多恵子(MD) 1）、田尻 亮祐(MD) 1）、西村 和朗(MD) 1）、原田 大史(MD) 1）、
栗田 智子(MD) 1）、松浦 祐介(MD) 2）、吉野 潔(MD) 1）、岡 春子(CT)3）、
恒成 徳子(CT)3）、中島 悠貴(CT)3）、寺戸 信芳(CT)3）、島尻 正平(MD) 3）
２ 甲状腺転移をきたした頭蓋内原発悪性孤立性線維性腫瘍の一例
産業医科大学病院 病理部 1）、同 病理診断科 2）
〇浦辺 大輝(CT)1）、名和田 彩(MD)1）2）、福島 千晃(CT)1）、光田 成未(CT)1）、
中島 悠貴(CT)1）、恒成 徳子(CT)1）、西山 純司(CT)1）、岡 春子(CT)1）、
寺戸 信芳(CT)1）、島尻 正平(MD)1）2）、久岡 正典(MD)1）2）

３ ERCP 下胆汁細胞診で診断し得た胆管内乳頭状腫瘍（IPNB）の 1 例
久留米大学病院 病理診断科・病理部 1）、久留米大学 医学部 内科学講座 消化器内科部門 2）
〇高瀬 頼妃呼(CT)1）、河原 明彦(CT)1）、安倍 秀幸(CT)1）、福満 千容(CT)1）、
村田 和也(CT)1）、篠田 由佳子(CT)1）、牧野 諒央(CT)1）、熊谷 天斗(CT)1）、
大塚 百華(CT)1）、岡部 義信(MD)2）、内藤 嘉紀(MD)1）、秋葉 純(MD)1）
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４ 胸水中に出現した血管肉腫の 1 例
独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 臨床検査科 1）、同 病理診断科 2）
〇平川 萌絵(CT)1）、藤本 翔大(CT)1）、山本 将義(CT)1）、藤田 綾（MD）2）、
浅川 拓也(CT)1）、山田 拓哉(MT)1）、澤邊 昂平(MT)1）、加藤 千春(MT)1）、
杉井 梓(MD)2）、太田 かおり(MD)2）、古賀 裕(MD)2）、田口 健一(MD)2）
５ EGFR 遺伝子変異陽性肺癌から小細胞癌転化をきたした 3 症例
独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 臨床検査科 1）、同 病理診断科 2）
〇浅川 拓也(CT)1）、平川 萌絵(CT)1）、藤本 翔大(CT)1）、山本 将義(CT)1）、
澤邉 昂平(MT)1）、山田 拓哉(MT)1）、加藤 千春(MT)1）、太田 かおり(MD)2）、
杉井 梓(MD)2）、藤田 綾(MD)2）、古賀 裕(MD)2）、田口 健一(MD)2）

【一般演題Ⅱ】15：45～16：25

座長：島尻正平（産業医科大学病院 病理部）

６ 濾胞性リンパ腫の一例と検体処理について
独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院 中央検査室 1）、同 病理診断科 2）
〇奥薗 学(CT)1）、安部 拓也(CT)1）、立岩 友美(CT)1）、井手 圭一郎(CT)1）、
豊嶋 憲子(CT)1）、立石 悠基(MD)2）、伊地知 佳世(MD)2）、本下 潤一(MD)2）

７ 診断に苦慮した胸水の 1 例
製鉄記念八幡病院 検査部 1）、同 病理診断科 2）
〇黒枝 瑠菜子(CT)1）、下釜 達朗(MD)2）、尾坂 明美(CT)1）、西堂園 紀子(CT)1）、
濱﨑 有実慧(CT)1）、土器 若穂(CT)1）、金城 満(MD)2）

８ 耳下腺に原発した MALT リンパ腫の 1 例
独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院 中央検査室 1）、同 病理診断科 2）
〇井手 圭一郎(CT) 1）、安部 拓也(CT) 1）、立岩 友美(CT) 1）、奥薗 学(CT) 1）、
豊嶋 憲子(CT)1）、伊地知 佳世(MD) 2）、立石 悠基(MD) 2）、本下 潤一(MD) 2）
９

診断に苦慮した腹膜中皮腫の 1 例
独立行政法人 労働者健康安全機構 九州労災病院 病理診断科 1)、同 消化器内科 2)
〇槇原 康亮(MD) 1）、丈達 真央(MD) 1）、稲葉 優奈(MD) 1）、金澤 茂正(CT) 1）、
藤木 正昭(CT) 1）、津留崎 裕太(CT) 1）、花井 高文(MT) 1）、占部 一孝(MT) 1）、
西嶋 健一(MD) 2）

【閉会挨拶】16：25～16：30
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