婦人科細胞学
談話会（1961年）
婦人科細胞学談話会（1961年）
1961年7月2日

築地中央会館
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（東京都）

学会トピックス
婦人科細胞学談話会が発足．
後に第1回日本臨床細胞学会総会(初代 学会長石川正臣: 1961-1965)となる．

学会長

●一般講演 13題

増淵一正・水野潤二

Hit Song !
上を向いて歩こう／坂本九
東京ドドンパ娘／渡辺マリ
ズビズビズー ／森山加代子
北上夜曲／多摩幸子・和田弘とマヒナ・スターズ
子供ぢゃないの／弘田三枝子
雨に咲く花／井上ひろし
硝子のジョニー ／アイ・ジョージ
有難や節／守屋浩
王将／村田英雄
カイマナヒラ／エセル中田
惜別の歌／小林旭
無情の夢／佐川ミツオ
南国の夜／大橋節夫
悲しき街角／飯田久彦
九ちゃんのズンタタッタ／坂本九

初代日本臨床細胞学会会長
石川正臣

● 1961年、こんなことがありました
･2月 日本医師会・日本歯科医師会，医療費値上げ要求で全国1日一斉休診．25日保健医総
辞退を決定． （3．3解決 ）
・6月 政防法反対で国会周辺3万5000人デモ．

写真提供：関西医大滝井病院

松波光代氏

癌研有明病院

古田則行

日本医大附属病院

松原美幸

氏

日本婦人科細胞学会
（1961年）
日本婦人科細胞学会（1961年）
1961年12月3日

ブラッドバンク講堂

(大阪府)
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日本婦人科細胞学会開催．
婦人科細胞学談話会が日本婦人科細胞学会と改称される．
後に第2回日本臨床細胞学会総会となる．
学会長
水野潤二・増淵一正

学会トピックス
●一般講演 22題

Hit Song !
銀座の恋の物語／石原裕次郎、牧村旬子
北帰行／小林旭
スーダラ節／植木等
禁じられた恋のボレロ／水原弘
スタコイ東京／菊地正夫
じんじろげ／森山加代子
別れの磯千鳥／井上ひろし
恋しているんだもん／島倉千代子
武田節／三橋美智也
パイナップル・プリンセス／田代みどり
ドント節／クレイジー・キャッツ
日曜はいやよ／西田佐知子
ゴンドラの歌／佐川ミツオ
南海の美少年／橋幸夫

● 1961年、こんなことがありました

･10月 日紡貝塚女子バレーチーム，欧州遠征より全勝
で帰国． （「東洋の魔女」）
・12月 秋田でニセ千円札発見され，以後も続く． （チー37号事件）

･ 1st International Congress of Gynecological Cytologyの開催．(ウィーン)
International Academy of Gynecological CytologyがInternational Academy of Cytology

・12月 旧軍人らによる内閣要人暗殺計画発覚，
13人逮捕． （「三無事件」）

と改称される．

写真提供：関西医大滝井病院 松波光代氏
癌研有明病院

古田則行氏

第
3回日本臨床細胞学会総会（1962年）
第3回日本臨床細胞学会総会（1962年）
1962年 6月 16日

尾崎記念会館講堂

（東京都）
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日本婦人科細胞学会は，東京細胞診研究会をはじめ小
グループで行われていた細胞診の同好会が発展的に合
流し，日本臨床細胞学会と改称された．
学会は総会と秋期大会の年2回開催．
学会長 増淵一正

学会トピックス
●一般講演（7分） 34題

抄録は当日に受付へ提出

Hit Song !
ルイジアナ・ママ／飯田久彦
ふりむかないで／ザ・ピーナッツ
遠くへ行きたい／ジェリー藤尾
君恋し／フランク永井
哀愁のトランペット／アイ・ジョージ
コーヒー・ルンバ／西田佐知子
琵琶湖周航の歌／ペギー葉山
赤いハンカチ／ 石原裕次郎
江梨子／橋幸夫
川は流れる／仲宗根美樹

● 1962年、こんなことがありました
･2月 Dr.Papanicolaou逝去． ( 2月19日,享年78歳)

･1月 東京医科歯科大教授・柳沢文徳ら中性洗剤の有害性を指摘．

･2月 国立がんセンター開設．

・5月 大日本製薬，西独のサリドマイド系睡眠薬による奇形児問題

・6月 癌研究会附属病院婦人科内に事務所を設置．

で出荷中止． （9．13製薬5社，販売中止）
・7月 台湾のコレラ騒動で厚生省，台湾バナナの輸入禁止．

写真提供：癌研有明病院 古田則行氏

第
4回日本臨床細胞学会総会（1963年）
第4回日本臨床細胞学会総会（1963年）
1963年 6月16日

日本生命中之島ビル大講堂
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（大阪府）

学会トピックス
●講演Ⅰ
●講演Ⅱ

学会長 水野潤二

方法ならびに基礎的検索 9題
Screening 並びに Follow up 4題

●講演Ⅲ

流血中の異常細胞 4題

●講演Ⅳ

呼吸器系統 4題

●講演Ⅴ

消化器系統 9題

●講演Ⅵ

子宮頸癌 8題

●講演Ⅶ

特殊腫瘍 4題

●講演Ⅷ

性ホルモンの影響 4題

●講演Ⅸ

妊娠ならびに分娩 4題

Hit Song !
美しい十代／三田明
高校三年生／舟木一夫
けんかでデイト／田辺靖雄と梓みちよ
若い季節／ザ・ピーナッツ
ワン・ボーイ／スリー・グレイセス
夢みる片想い／伊東ゆかり
想い出のダイアナ／スリー・ファンキーズ
大脱走のテーマ／デューク・エイセス
悲しきカンガルー ／ダニー飯田とパラダイス・キング
キューティ・パイ／伊東ゆかり

● 1963年、こんなことがありました
･ 3月 東京・入谷で吉展ちゃん誘拐事件．身代金奪われる．
（40．7．3犯人小原保逮捕，5日遺体発見）
・ 6月 黒四ダム完成．

写真提供：関西医大滝井病院 松波光代氏

第
5回日本臨床細胞学会総会（1964年）
第5回日本臨床細胞学会総会（1964年）
1964年 6月20日〜21日

日本都市センター別館新講堂 （東京都）
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学会トピックス
●特別講演

病理組織学と細胞診

太田邦夫 先生

●特別講演

消化器癌の細胞診

山形敝一 先生，石岡国春 先生

●外人講演

Office Cytology

Dｒ.Joseph W.kelso

●一般演題

60題

学会長 増淵一正

岩谷氏

渡部氏

山崎氏

池田氏

山岸氏

浦部氏

田中先生

田嶋先生

高橋先生

柴田先生

Hit Song !
恋のバカンス／ザ・ピーナッツ
夜明けのうた／岸洋子
自動車ショー歌／小林旭
ラ・ノビア／ペギー葉山
何も言わないで／園まり
アンコ椿は恋の花／都はるみ
涙を抱いた渡り鳥／水前寺清子
恋をするなら／橋幸夫
皆の衆／村田英雄

昭和40年頃 3週間コースにて

● 1964年、こんなことがありました
･1月 厚生省,肺ガン対策打ち合わせ会議開催.

・1月 第9回冬季オリンピック・インスブルック大会，

日本選手48人参加．

写真提供：田中 昇先生
癌研有明病院 古田則行氏

・4月 予防接種法改正公布．
・7月 母子福祉法公布．

第
6回日本臨床細胞学会総会（1965年）
第6回日本臨床細胞学会総会（1965年）
1965年 6月26日〜27日

日本生命中之島ビル大講堂
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（大阪府）

学会トピックス
●特別講演

癌細胞における細胞化学

御園生雄三 先生

●特別講演

肺癌の細胞診 −特に限界領域細胞の診断について− 服部正次 先生

●シンポジウムⅠ

細胞診検査室運営に関する諸問題

●シンポジウムⅡ

胃癌の細胞診

学会長 水野潤二

山岸氏

柴田先生

金子先生

田中先生

天神先生

高橋先生

山崎氏

ラストダンスは私に／越路吹雪
ウナセラディ東京／和田弘とマヒナスターズ
悲しき願い／尾藤イサオ
女の意地／西田佐知子
柔／美空ひばり
二人の世界／石原裕次郎
私を愛して／奥村チヨ
涙くんさよなら／和田弘とマヒナスターズ

上野氏

安田氏

萩島氏

岡林氏

池田氏

Hit Song !

● 1965年、こんなことがありました
・1月 Dr.Leopold G.Koss講演会 Some New Observation on the Ｅａｒｌｙ ｓtage of Human

･2月 アンプル入り風邪薬による死者続出，
製薬会社，販売自主規制．

Carcinogenesis.
･6月 理学療法士および作業療法士法公布.

・4月 東京電力，電気料金の銀行口座振替制
を開始.11月には都の水道料金も.

写真提供：田中 昇先生
関西医大滝井病院 松波光代
氏

第
7回日本臨床細胞学会総会（1966年）
第7回日本臨床細胞学会総会（1966年）
1966年 6月26日

全協連ビル
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（東京都）

学会トピックス
学会長 水野重光

●特別講演

術中細胞診

林田健男先生，城所 仂先生

●シンポジウム

子宮内膜細胞診

●一般講演

池田氏

小泉氏

新井田氏

山崎氏

山岸氏

金子先生

高橋先生

田中先生

天神先生

田嶋先生

柴田先生

第2代日本臨床細胞学会会長
福田 保

Hit Song !

● 1966年、こんなことがありました
･第2代日本臨床細胞学会会長に福田保,M.D.就任． (1966-1974)
・厚生省が.がん専門技術者の養成研修を日本対ガン協会に委託し,細胞診技師コースを
癌研究会附属病院で開始．

悲しい酒／美空ひばり
涙の連絡船／都はるみ
絶唱／舟木一夫
ほんきかしら／島倉千代子
お嫁においで／加山雄三
想い出の渚／ザ・ワイルドワンズ
星のフラメンコ／西郷輝彦
恋のフーガ／ザ・ピーナッツ

・厚生省が,国立がんセンターを中心とし,各ブロック別に地方がんセンターを，各都道府県
に都道府県がん診療施設の整備を開始．

･4月 千葉大チフス事件．千葉大付属病院
医局員・鈴木充，人体実験容疑で逮捕．
・6月 ビートルズ，日本武道館で公演．

･厚生省医務局主催臨床検査技師講習会細胞診課程が開始される ．(国立がんセンター) ．
･第1回細胞診スクリーナー養成講習会3週間コース開始.日本臨床病理学会関東支部が
日本臨床細胞学会の協力のもとに開催 ． (第1回目，日赤中央病院,以後癌研究会附属
病院,千葉県がんセンター，中央鉄道病院，杏林大学で交互に開催される) ．
･サイトスクリーナ一研究部会準備会が開かれ,同準備会代表に浦部幹雄就任．
(於,癌研究会附属病院)

写真提供： 田中 昇先生
順天堂医院 竹田桂子氏

第
8回日本臨床細胞学会総会（1967年）
第8回日本臨床細胞学会総会（1967年）
1967年 6月2日〜3日

大阪府厚生会館文化ホール
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（大阪府）

学会トピックス
●特別講演

腫瘍細胞異型の客観的表現

岡野錦弥 先生

●シンポジウム

学会長 千田信行

Ａ．子宮癌の集団検診

司会：水野潤二 先生

Ｂ．剥離胃癌細胞の形態

司会：千田信行 先生

Ｃ．肺癌の細胞型分類の組織型

司会：服部正次 先生

山田先生

学会会場

原島先生

武田先生

信田先生

夜霧よ今夜も有難う ／石原裕次郎
世界は二人のために／佐良直美
小樽のひとよ／鶴岡雅義と東京ロマンチカ
小指の想い出／伊東ゆかり
モナリザの微笑／ザ・タイガース
風が泣いている／ザ・スパイダース
忘れ得ぬ君／ザ・テンプターズ

写真提供：大阪成人病センター 南雲サチ子
氏
澤太郎氏

中央：平澤氏

右から二番目：服部先生

シンポジウム

シンポジウム

中央受付：松田先生

剥離胃癌細胞の形態

肺癌の細胞型分類の組織型

● 1967年、こんなことがありました

綾部先生

下里先生

田嶋先生

大塚先生

松田先生

学会受付

Hit Song !

福田先生

･3月 青年医師連合，インターン制に反対し国家
試験ボイコット．

･6月 第1回スクリーナーミーティングが開催され,北海道から沖縄まで総勢76名の
スクリーニング従事技師が参集する． （細胞検査士会創設）

・4月 岡山大教授・小林純，富山県のイタイイタイ病
は三井金属神岡鉱業所の廃水が原因と発表．
・4月 厚生省，阿賀野川水銀中毒は昭和電工鹿瀬
工場の廃水が原因と結論．

第
9回日本臨床細胞学会総会（1968年）
第9回日本臨床細胞学会総会（1968年）
1968年 6月16日〜17日

日本都市センター

（東京都）
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学会トピックス
●特別講演Ⅰ

肺癌の細胞診，その臨床病理学的基礎

高橋正宜 先生

●特別講演Ⅱ

各種検体における細胞判定の特異性とその必要な観察法

田嶋基男 先生

●シンポジウム
Ⅰ．婦人科領域における腺癌の細胞診
Ⅱ．早期胃癌の剥離細胞の形態について
学会長 林田健雄

Ⅲ．剥離細胞の変化・変性および診断に関する諸問題

● 1968年、こんなことがありました
･4月 日本臨床細胞学会公認の6ヶ月コースとして細胞診スクリーナ-養成所が開設される．
(癌研究会附属病院付設細胞診スクリーナ-養成所,大阪府立成人病センター細胞診

サイトスクリーナ一研究部会
初代会長

浦部幹雄

スクリーナ一高等研修課程の2カ所)
・5月 3rd International Congress of Cytologyの開催． (リオデジャネイロ)
･6月 細胞診指導医制度が制定される．日本臨床細胞学会会則第7章第21条に｢指導医とは､
細胞診断実務の教育ならびに指導に当たる医師｣と規定される．･第1回指導医認定が

Hit Song !
恋の季節／ピンキーとキラーズ
天使の誘惑／黛ジュン
好きになった人／都はるみ
新宿そだち／津山洋子・大木英夫
ブルー・ライト・ヨコハマ／いしだあゆみ
愛の園／(布施明)
夕月／黛ジュン
愛のさざなみ／島倉千代子
霧にむせぶ夜／黒木憲
三百六十五歩のマーチ／水前寺清子

なされる． (65名)
・6月 サイトスクリーナ一研究部会が発足する． 178名が参加し､初代会長に滞部幹雄就任.
活動計画として，総会,秋期大会時に研究部会を開催し，他に例会をもつことになる．

･1月 東大医学部で医師法改正に反対，無期限
ストに突入（東大紛争の発端）．
・6月 東大，当局に反対し安田講堂など占拠の
医学部学生に対し，機動隊を導入．
20日，全学部に紛争拡大．

･ 日本臨床細胞学会，日本臨床病理学会が共同で,特殊臨床検査士資格認定制度としての
細胞検査士資格が制定される．受験資格：次の1つに該当する者．①癌研究会附属病院付設
細胞診スクリーナー養成所，大阪府立成人病センター細胞診スクリーナ一高等研修課程を
卒業した者．②衛生検査技師学校(または養成所)卒業後,細胞診検査業務に1年以上従事
した者．③細胞診検査業務に3年以上従事した者．試験方法： 1次:筆記試験とスライドテスト
即日合否発表2次: 1次合格者のみ.技術(喀痰,体腔液の塗抹,染色実技)，スクリーニング，
少数細胞，同定，面接試験

写真提供：杏林大学保健学部 郡 秀一氏

第
10回日本臨床細胞学会総会（1969年）
第10回日本臨床細胞学会総会（1969年）
1969年 6月7日〜8日

日本生命中之島ビル，日生ホール
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（大阪府）

学会トピックス
学会長 足高善雄

●特別講演
1．剥離胃癌細胞の退行変性 −特に位相差所見と染色所見との対比を中心として− 田村 宏 先生
2．癌化の細胞学的研究
●シンポジウム

釜洞 醇太郎 先生

細胞診の自動化

司会：足高善雄 先生

岩谷氏

武智氏

遠藤氏

遠藤氏

宮森氏

渡部氏

黒木氏

山岸氏

浦部氏

田嶋先生

田中先生

高橋先生

柴田先生

山崎氏

.時には母のない子のように／カルメン・マキ
白いブランコ／ビリー・バンバン
みんな夢の中／高田恭子
夜明けのスキャット／由紀さおり
白いサンゴ礁／ズー・ニー・ブー
フランシーヌの場合／新谷のり子
風／シューベルツ
禁じられた恋／森山良子
ある日突然／トワ・エ・モワ

鈴木氏

池田氏

上野氏

Hit Song !

宮脇一男 先生

昭和40年頃 国立ガンセンターにて

● 1969年、こんなことがありました

･1月 東大に機動隊8500人導入，安田講堂など
占拠の学生と攻防戦．神田駿河台付近で

･1月 細胞検査士(CT，JSC)資格更新規定が制定: 3年毎の更新が義務づけられる．

東大闘争，支援学生が解放区闘争．

･3月 第1回細胞検査士資格認定試験． (以後日本臨床病理学会と共催， 8名受験8名合格)

19日安田講堂封鎖解除．

試験後,試験講評，合格者氏名と筆記試験模範解答などが｢臨床病理｣に公表される．

・5月 東名高速道路全線開通．

写真提供： 田中 昇先生

第
11回日本臨床細胞学会総会（1970年）
第11回日本臨床細胞学会総会（1970年）
1970年 6月27日〜28日

日本都市センター

（東京都）
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学会トピックス
●会長講演

肺癌細胞診における採取法の改良と治療適応への応用

石川七郎 先生

●シンポジウム

腫瘍細胞の核小体 −基礎と臨床−

司会：木村禧代二 先生
服部正次 先生

学会長 石川七郎

サイトスクリーナー研究部会
第2代会長 山崎正道

Hit Song !
黒ネコのタンゴ ／ 皆川おさむ
ドリフのズンドコ節 ／ ザ・ドリフターズ
圭子の夢は夜ひらく ／ 藤圭子
噂の女 ／ 内山田洋とクールファイブ
手紙 ／ 由紀さおり
愛は傷つきやすく ／ ヒデとロザンナ
今日でお別れ ／ 菅原洋一
京都の恋 ／ 渚ゆう子
白い色は恋人の色 ／ ベッツィ & クリス
愛の旅路を ／ 内山田洋とクールファイブ

● 1970年、こんなことがありました
･日本衛生検査技師会細胞診研究班の初代班長に平田守男就任．
･5月 衛生検査技師法が改正され，臨床検査技師､衛生検査技師等に関する法律公布．
・第4回サイトスクリーナ一研究部会開催,サイトスクリーナ-のためのスライドカンファレンス実施．

･1月 日本医師会，医療費値上げ問題で全国
一斉休診． （1〜4日）
・3月 日本万国博覧会，大阪千里で開催． （〜9．13）

・サイトスクリーナ一研究部会第2代会長に山崎正道就任．

写真提供：国立ガンセンター中央病院 渋木康雄氏

