
 

第 38 回石川県臨床細胞学会 

学術集会 

 

プログラム 

 

 

世話人 小林 雅子 

（金沢市立病院 病理診断科） 

 

期日 令和 4 年 3月 6日（日）12：00〜16：40 

会場 Webinar開催 (金沢市立病院 3 階講堂) 

主催 石川県臨床細胞学会 

 

  



 スライドセミナー標本 Web 閲覧（ホームページに細胞像一部掲載） 

石川県臨床細胞学会 HP：https://www.ishikawa-cytology.com/ 

 

１２：００  幹事会（Zoom会議） 

１３：００  開会の辞 小林 雅子 （金沢市立病院 病理診断科）  

 

１３：０５  一般演題  座長 公立能登総合病院  

病理診断科 佐藤 勝明 

 

１３：５５  休  憩 

１４：００  総  会 

１４：３０  教育講演  座長 金沢大学医薬保健研究域 

病態検査学講座 笠島 里美 

 

「病理解剖へのゲノミクスの応用」 

前田 大地 先生（金沢大学 医薬保健研究域 医学系分子細胞病理学教授） 

 

１５：３０  休  憩 

１５：３５  スライドセミナー  座長 国立病院機構金沢医療センター 

臨床検査科 川島 篤弘 

 

１６：４０  閉会の辞 小林 雅子 （金沢市立病院 病理診断科） 

  

https://www.ishikawa-cytology.com/


１３：００  開会の辞 小林 雅子 （金沢市立病院 病理診断科） 

 

１３：０５－１３：５５ 一般演題   

座長 佐藤 勝明（公立能登総合病院 病理診断科） 

 

１．胸腔洗浄細胞診に出現した肺末梢型粘表皮癌の 1例 

 〇藤野匡，小嶋洋美，梅原瑶子，山岸豊，松田愛子，鈴木啓仁， 

黒瀬望，川島篤弘 

 国立病院機構金沢医療センター 臨床検査科 

 

 

２．肋骨部に転移した肝細胞癌の 1例 

 〇大和茉琴，塩谷晃広，竹中美千穂，寺内利恵，髙田麻央，津幡裕美， 

大兼政良育，山下学，熊谷泉那，山田壮亮 

 金沢医科大学病院 病院病理部 

 

 

３．胃からのＥＵＳ-ＦＮＡで低分化腺癌と鑑別が困難であった腹腔内リンパ節 

anaplastic large cell lymphoma の一例 

 〇新谷慶幸 1)，吉谷久子 1)，都竹遥 1)，鮒岡加奈 1)，水口聖哉 1)， 

黒川綾子 1)，大西博人 1)，小川哲 1)，吉川あかね 2)，津山翔 2)， 

片柳和義 2)，車谷宏 2)，湊宏 2) 

石川県立中央病院 医療技術部検査室 1)，病理診断科 2)  

 

 

４．細胞診材料の固定条件における DNA 品質の検討 

 〇森龍也，水口敬司，嶋口智恵，酒野香織，下田翼，藤田一希， 

林万葉，岡室茉理恵，中田聡子，吉村かおり，阪口真希，野島孝之， 

池田博子 

金沢大学附属病院 病理診断科・病理部 

  



１３：５５－１４：００  休 憩 

 

１４：００－１４：３０  総 会 

 

 

１４：３０－１５：３０  教育講演  

座長 笠島 里美（金沢大学医薬保健研究域病態検査学講座） 

 

「病理解剖へのゲノミクスの応用」 

前田 大地 先生（金沢大学 医薬保健研究域 医学系 分子細胞病理学教授） 

 

 

１５：３０－１５：３５  休  憩 

 

１５：３５－１６：３５  スライドセミナー  

座長 川島 篤弘（国立病院機構金沢医療センター） 

 

１． 総合科 出題者 池田 博子 （金沢大学附属病院 病理診断科） 

解答者 白鳥 絢  （公立松任石川中央病院 検査室） 

 

２． 総合科 出題者 黒瀬 望  （国立病院機構金沢医療ｾﾝﾀｰ 臨床検査科） 

 解答者 三谷 有貴 （JCHO 金沢病院 臨床検査科） 

 

３． 婦人科 出題者 金谷 太郎 （金沢市立病院 産婦人科） 

 解答者 梅原 瑶子 （国立病院機構金沢医療ｾﾝﾀｰ 臨床検査科） 

  

１６：４０  閉会の辞     小林 雅子 （金沢市立病院 病理診断科）  

  



【参加者へのご案内】 

１．参加者の方へ 

【参加方法】 

原則 Web 参加をお願い致します．PayPal か，銀行振込のいずれかの方法で，事

前に参加費を支払い（￥1,000），参加登録（Zoom Webinar）を行ってください．  

 

１．参加費支払（￥1,000） 

１－１）PayPal （学会当日までに入金をお願いします） 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=7UJN562GUDZZ8            

 

 

 

１－２） 銀行振込（3 月 4 日までに入金をお願いします） 

・振込者名はフルネームで記載してください。 

・手数料のご負担をお願いします 

 

北國銀行：円光寺支店 (店番 124) 

 口座番号：33629 

 口座名 ：石川臨床細胞学会学術集会 第 38回代表小林雅子 

 

 

２．参加登録（Zoom Webinar） 

========================================================== 

開催時刻：2022 年 3月 6日 12:30 大阪，札幌，東京 

トピック：第 38 回石川県臨床細胞学会学術集会 

このウェビナーに参加登録する 

ミーティング ID： 984 5104 7252        

パスコード：  V5c2M9 

https://zoom.us/j/98451047252?pwd=UkJ4aVhzS2dqRy9IZDhuMmxWYjcvQT09 

========================================================== 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=7UJN562GUDZZ8
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=7UJN562GUDZZ8
https://zoom.us/j/98451047252?pwd=UkJ4aVhzS2dqRy9IZDhuMmxWYjcvQT09


 

※ PayPal で『続行』を押した後，『回答待機中』という画面で“30 秒～数分”

かかることがあります． 

※ PayPal 支払受領メールが届いていれば，正常に支払いされています． 

※ クレジットカードの登録情報等が古い場合には支払いが正常に進行しない可

能性がありますので， PayPal を最近お使いでない場合はご注意ください． 

※ PayPal 送金では，名前，メールアドレスの他，配送住所 (shipping 

address)が受取側に送信されます．配送住所を自宅以外（勤務先等）に設定くだ

さい．住所は複数登録できます． 

 

なお PayPal の登録方法は下記サイトを参照ください． 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal/how-to-signup-personal 

 

  

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal/how-to-signup-personal


【参加証および領収証】 

PayPal或いは銀行振込で参加費を支払い，Zoomウェビナーで学会参加をされた方

に，学会終了後，参加証および領収書をお送りいたします (Zoom Webinarで登録

いただいたアドレス宛)．支払いが確認できない場合は，参加証も領収書もお送

りできませんので，ご注意下さい．3 月中に届かない場合は世話人までご連絡下

さい．  

※単位認定のため参加者名簿を学会に報告する必要があります．Zoom Webinarに

参加する際は，入力画面に従い，病院・施設名，氏名の登録をお願いします．氏

名が確認出来ない場合は，単位認定されない可能性があります． 

 

【認定単位】 

〇 細胞検査士 

○ JSC 10 単位，IAC 4 単位が認定されます． 

○ Web 参加者の出席シールは，後日事務局から送付致します． 

 

〇 細胞診専門医 

○ 細胞診専門医資格更新 2 単位が認定されます． 

 

〇 産婦人科医 

○ 日本産婦人科学会専門医制度学術集会等参加登録単位 1 単位が認定され 

ます． 

（注意）産婦人科医の参加単位 

Web での学術集会の参加認定には，事務局から日本産婦人科学会に「産婦人科学

会会員番号」及び「Zoom の出退時間のログ」の提出が求められます．参加単位

が必要な場合は，学会終了後に，下記事務局宛に氏名と会員番号を連絡して下さ

い． 

石川県臨床細胞学会事務局 cytooffice@ipch.jp 

 

 

  

mailto:cytooffice@ipch.jp


【金沢市立病院で現地参加される方へのご案内】 

視聴のみの場合は，原則 Web 参加をお願い致します．現地参加される場合は，

事前に世話人まで電子メール，または電話にてご連絡ください． 

E-mail：masako_kobayashi@utopia.ocn.ne.jp 

TEL : 076-245-2600 (病院代表) 

・既に伺っている発表者，座長の方は，再度ご連絡の必要はありません． 

・病院の駐車場・会場の地図などは，後日連絡いたします． 

駐車券は会場までお持ちください (無料手続き)． 

・Zoom登録・PayPal支払い・銀行振込の必要はありません． 

・受付時に，参加費 1,000円をお支払い頂き，その場で参加証および領収書を 

直接お渡しします． 

・病院内講堂で開催のため，感染対策にご協力をお願いいたします． 

 

● 発熱や呼吸器症状のある方，体調がすぐれない方，10 日以内に感染者と濃厚

接触された方，県外からのご来場はお控え願います． 

● 病院入口にて，検温及び体調の確認をさせていただきますので，ご協力をお

願いします． 

● 感染防止の為，常時マスクの着用をお願いします． 

● 会場の換気作業で，会場が冷え込むため，暖かい衣服でご参加ください． 

 

２．発表者の方へ 

〇 一般演題： 発表時間は 7 分以内，討論時間は 3 分です． 

〇 スライドセミナー： 出題者発表，指定回答，討論合わせて 20 分です． 

 

〈連絡先〉 

世話人：金沢市立病院 病理診断科 小林 雅子 

TEL : 076-245-2600 FAX : 076-245-2692 

E-mail：masako_kobayashi@utopia.ocn.ne.jp 

 

事務局：石川県立中央病院病理検査室 

TEL：076-237-8211（内線 2050） 

FAX：076-238-5366  

E-mail:：cytooffice@ipch.jp  

mailto:masako_kobayashi@utopia.ocn.ne.jp
mailto:masako_kobayashi@utopia.ocn.ne.jp
mailto:cytooffice@ipch.jp


＜協 賛＞ 

 

アークレイマーケティング株式会社 

株式会社インテック 

株式会社 LSIメディエンス 

株式会社 片岡 

セントラルメディカル株式会社 

東ソー株式会社 

冨木医療器株式会社 

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 

平野純薬株式会社 

丸文通商株式会社 

武藤化学株式会社 

(五十音順) 

  



 

 



 



 



 



 

 



 



  



 



 



 

 



 
 


