
 主催：福岡県臨床細胞学会  

第 37 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（ライブ配信） 

日  時：2022 年 12 月 4 日（日）13：00～17：00 

学術集会長：小田 義直 

（九州大学大学院 医学研究院 形態機能病理学 教授） 

 

 

 

 

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   

特別講演                   13：20 ～14：10 

一般演題                   14：10～ 17：00 

 

 

 

 

学術集会事務局：九州大学病院 病理診断科・病理部  

〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 

E-mail: 37fukuokasaibou@gmail.com 

連絡先：092-642-5853 

学会当日連絡先：092-641-1151（PHS:3319） 
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【 特別講演 】13：20～14：10 

座長：小田 義直（九州大学大学院 医学研究院 形態機能病理学） 

『口腔上皮性異形成の組織像と細胞像』 

矢田 直美 先生（九州歯科大学 健康増進学講座 口腔病態病理学分野 准教授） 

 

 

【 一般演題 Ⅰ 】14：10～1４：５８  

座長：野上 美和子（九州大学病院 病理診断科・病理部） 

秋葉 純（久留米大学病院 病理診断科・病理部） 

１ 異型細胞を伴う多形腺腫の一例 

久留米大学病院 病理診断科・病理部 1)、久留米大学病院 臨床検査部 2)、 

○牧野 諒央(CT)1)、河原 明彦(CT)1)、安倍 秀幸(CT)1)、髙瀬 頼妃呼(CT)1)、 

村田 和也(CT)1)、熊谷 天斗(CT)1)、大塚 百華(CT)1)、黒木 日菜子(CT)1)、 

古田 拓也(MD)1)、内藤 嘉紀(MD)2)、秋葉 純(MD)1) 

 

２ 耳下腺に発生した導管内癌の一例 

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 臨床検査部 1)、同 病理診断科 2) 

○田島 沙織(CT)1)、西村 久子(CT)1)、勝又 百合子(CT)1)、舛田 昭三(CT)1)、 

古賀 隆(CT)1)、米田 玲子(MD)2) 

 

３ 甲状腺 NIFTP の一例 

北九州市立医療センター 臨床検査技術課 1)、同 病理診断科 2) 

○津留崎 舞(CT)1)、藤原 未紗(CT)1)、平田 信雄(CT)1)、中村 淑美(CT)1)、 

北原 大地(MD)2)、田宮 貞史(MD)2) 

 

４ 肺癌における遺伝子パネルの結果からみえる組織型について 

(株)エスアールエル 1)、公立八女総合病院 臨床検査科 2)、同 病理診断科 3) 

○池本 理恵(CT)1)、跡部 美和(CT)2)、堤 麻莉子(CT)2)、四丸 知弥(CT)2)、谷川健(MD)3) 

 

 

【 一般演題 Ⅱ 】1５：03～1５：５１ 

座長：佐藤 真介（福岡県済生会 福岡総合病院 病理診断科） 

                             大石 善丈（飯塚病院 病理科）  

５ Uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor の一例 

産業医科大学病院 病理部 1)、同 病理診断科 2)、産業医科大学 医学部 産婦人科学 3)、 

産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学 4) 
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○樋口 颯斗(MT)1)、名和田 彩(MD)1)2)、是末 成未(CT)1)、西山 純司(CT)1)、 

岡 春子(CT)1)、寺戸 信芳(CT)1)、栗田 智子(MD)3)、松浦 祐介(MD)4)、 

津田 陽二郎(MD)1)2) 、島尻 正平(MD)1)2) 、久岡 正典(MD)1)2)  

 

６ 子宮体部に発生した奇怪核を伴う平滑筋腫の 1 例 

国立病院機構 小倉医療センター 臨床検査科 1)、同 産婦人科 2)、 

久留米大学 医学部 病理学講座 3) 

○今村 彰吾(CT)1)、北川 麻里江(MD)2)、谷川 雅彦(MD)1)、草野 弘宣(MD)1)、 

中山 正道(MD)3) 

 

7 子宮頸部リンパ上皮腫様癌の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) 

○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)、柴田 大樹(MD)2)、本下 潤一(MD) 2) 

       

８ HeLa 二核細胞の性質について 

  九州大学大学院 医学系学府 保健学専攻 1)、飯塚病院 中央検査部 2)、 

九州大学大学院 医学研究院 保健学部門 3)、製鉄記念八幡病院 検査部 4)、 

東京大学医学部附属病院 病理部 5)、北九州市立医療センター 臨床検査技術課 6)、 

浜の町病院 臨床検査部 7)、飯塚病院 病理科 8)、国際医療福祉大学 9)、福岡山王病院 10) 

○上原 俊貴(CT)1)2)、渡辺 寿美子(CT)3)、岩崎 遥菜(MT)1)4)、中島 海(MT)1)5)、 

近藤 守(MT)1)6)、西村 和徳(CT)1)7)、大石 善丈(MD)2)8)、加来 恒壽(MD)9)10) 

 

 

【 一般演題 Ⅲ 】15：56～16：32   

座長：安部 拓也（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） 

                  武藤 礼治（福岡大学 医学部 病理学講座・病院 病理部 病理診断科）  

9 穿刺吸引細胞診にて推定し得た PTCL, NOS（Lennert's type）の一例 

社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 病理細胞診 1)、同 病理診断科 2) 

○坂本 康輔(CT)1)、木村 芳三(MD)2)、塚本 孝久(CT)1)、長山 大輔(CT)1)、 

楳田 明美(CT)1)、深川 良隆(CT)1)、武井 美和(CT)1)、檜垣 浩一(MD)2) 

 

10  血管内大細胞リンパ腫の診断に、副腎腫大に対する穿刺吸引細胞診が有用だった一例 

小倉記念病院 検査技師部 1)、同 病理診断科 2) 

○脇坂 雄太(CT)1)、田中 小夜(CT)1)、内田 準(CT)1)、安河内 達郎(CT)1)、 

甲斐 桜子(CT)1)、山田 優衣(MD)2) 
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１１ 悪性リンパ腫との鑑別に苦慮した Histiocytic sarcoma の 1 例 

飯塚病院 中央検査部 1)、同 病理科 2) 

○吉田 健登(CT)1)、川嶋 大輔(CT)1)、上原 俊貴(CT)1)、金谷 直哉(CT)1)、 

宮﨑 佳子(MD)2)、立石 悠基(MD)2)、平木 由佳(MD)2)、大石 善丈(MD)2)   

 

 

【 一般演題 Ⅳ 】16：36～17：00    

座長：仲 正喜（九州大学病院 病理診断科・病理部） 

                                                    毛利 太郎（九州大学病院 病理診断科・病理部） 

１２ 鑑別に苦慮した大腿部原発類上皮肉腫の一例 

NHO 九州がんセンター 臨床検査技術部 1)、同 病理診断科 2)、 

九州大学大学院 医学研究院 形態機能病理学 3) 

○藤本 翔大(CT)1)、山本 将義(CT)1)、平川 萌絵(CT)1)、浅川 拓也(CT)1)、杉井 梓(MD)2)

古賀 裕(MD)2)、田口 健一(MD)1)2)、孝橋 賢一(MD)3)、小田 義直(MD)3) 

 

１３ 乳腺血管肉腫の一例 

製鉄記念八幡病院 検査部 1)、同 病理診断科 2) 

○太田 淑貴(CT)1)、黒枝 瑠菜子(CT)1)、尾坂 明美(CT)1)、土器 若穂(CT)1)、 

西堂園 紀子(CT)1)、奥村 幸彦(MD)2)、下釜 達朗(MD)2)、金城 満(MD)1)2) 
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【ご連絡事項】 

 

（学会参加のための事前登録）  

学会視聴用のURL（Zoom ID 、パスコード）を取得するために、下記の参加登録用 フォー

ム（Google フォーム）から登録してください。 

https://forms.gle/TfdM3ZYxMctdQcbD9 

 

事前登録締め切り：11月３０日 

 

学会視聴用のURL 配信：１２月初旬 

ご登録いただいたメールアドレスに、学会視聴用の URL（Zoom ID 、パスコード）を配信

します。 

 

 

（学会当日） 

・事務局より送られてきた Zoom ID からご自身のパソコン等でログインしてください。 

・ログイン時には必ずお名前と所属を入力してください。（例：九大太郎 九州大学病院） 

 尚、お名前が不明の場合（略語で表示）は、日本臨床細胞学会への参加登録ができませんので、

予めご了承ください。 

・入室できましたら、マイクをミュート、ビデオの開始をOFF にお願いします。 

・質問時はご自身のミュートを解除、ビデオの開始を ON にし、所属とお名前の後にご質問くだ

さい。尚、質問は簡潔にお願いします。 

・複数人で同じ PC で視聴される場合は、事前登録は各個人で行ってください。その後、PC を

共有される方のご氏名を事務局へ事前にご連絡ください。 

 

https://forms.gle/TfdM3ZYxMctdQcbD9

