第
12回日本臨床細胞学会総会（1971年）
第12回日本臨床細胞学会総会（1971年）
1971年 6月26日〜27日

日本生命中之島ビル，日生ホール （大阪府）
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学会トピックス
●会長講演

細胞診の過去 ，現在，未来

水野潤二 先生

●特別講演

The states of school of cytotechnology in the United States

●特別講演

A self-evaluative multiple choice examination for cytopathologists and cytotechnologists

C.M.Keebler先生

C.M.Keebler先生

学会長 水野潤二

●シンポジウムⅠ

細胞診からみた癌化への影響

司会：足高善雄 先生

●シンポジウムⅡ

腫瘍細胞のクロマチン

司会：田嶋基男 先生，服部正次 先生

サイトスクリーナー研究部会
第3代会長 平田守男氏

Hit Song !
わたしの城下町 ／ 小柳ルミ子
知床旅情 ／ 加藤登紀子
また逢う日まで ／ 尾崎紀世彦
花嫁 ／ はしだのりひことクライマックス
さらば恋人 ／ 堺 正章
17才 ／ 南 沙織
京都慕情 ／ 渚ゆう子
雨の御堂筋 ／ 欧陽菲菲
砂漠のような東京で ／ いしだあゆみ
雨がやんだら ／ 朝丘雪路

水野先生

松浪氏

服部先生

● 1971年、こんなことがありました
･1月 衛生検査技師法改正による臨床検査技師，衛生検査技師等に関する法律施行.
・5月 4th International Congress of Cytologyの開催. (ロンドン)

･5月 群馬県で8人の女性を暴行殺害，
山中に埋めた大久保 清逮捕． （大久保 清事件）

･5月 第1回国際細胞検査士(CT，IAC)資格認定試験･ (ロンドンにて実施)
日本人1名合格(斉藤多紀子)
・6月 第6回サイトスクリーナ一研究部会が開催され,第3代会長に平田守男就任.

写真提供：関西医大滝井病院 松波光代氏

第
13回日本臨床細胞学会総会（1972年）
第13回日本臨床細胞学会総会（1972年）
1972年 6月24日〜25日

宮城県民会館
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（宮城県）

学会トピックス
●会長講演
●特別講演

食道，結腸・直腸癌の細胞診と早期癌

山形敞一 先生

リンパ節の細胞診

天木一太 先生

●シンポジウムⅠ 胆道・膵・十二指腸癌の細胞診

司会：石岡国春 先生

●シンポジウムⅡ 子宮頸部の境界領域性病変の細胞診

司会：天神美夫 先生

●シンポジウムⅢ 腫瘍細胞の細胞質

司会：服部正次 先生

●シンポジウムⅣ 肺癌の細胞

司会：高橋正宜 先生

学会長 山形敞一

Hit Song !
女のみち ／ 宮史郎とぴんからトリオ
瀬戸の花嫁 ／ 小柳ルミ子
さよならをするために ／ ビリー・バンバン
旅の宿 ／ よしだたくろう
ひとりじゃないの ／ 天地真理
喝采 ／ ちあきなおみ
ちいさな恋 ／ 天地真理
太陽がくれた季節 ／ 青い三角定規
悪魔がにくい ／ 平田隆夫とセルスターズ
１夜明けの停車場 ／ 石橋正次

● 1972年、こんなことがありました
･6月 細胞検査士の定義,認定試験に関する日本臨床細胞学会会則(第7章第22条)が制定
される.｢細胞検査士とは,細胞診スクリーニング及び技術に関する実務を責任をもって
確実に実施し得る技師をいう.本会は日本臨床病理学会と協同して細胞検査士の資格
認定試験並びに認定を行う｣と規定される.

･1月 グアム島密林内で元日本兵・横井庄一発見，救出．
・2月 連合赤軍の5人，軽井沢の浅間山荘に龍城．28日
警官隊突入，人質救出，犯人逮捕．警官2人死亡．
・5月 沖縄施政権返還．沖縄県発足．
・6月 ピル解禁求める「中ピ連」結成．代表・榎美佐子.

写真提供：宮城県対がん協会 及川洋恵氏

第
14回日本臨床細胞学会総会（1973年）
第14回日本臨床細胞学会総会（1973年）
1973年 6月 2日〜 3日

電気ビル
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（福岡県）

学会トピックス
●特別講演

がん細胞膜研究の現況

馬場恒男 先生

●シンポジウム 細胞診断の計量化 −Zeiss SMP-05型スキャンニング顕微鏡光度計による早期子宮癌に関する計量的
細胞診断の研究−
坂井義太郎 先生，天神美夫 先生，石田禮載 先生，川村一知 先生
●教育講演

染色体異常の診断

中込弥男 先生

●教育講演

内分泌細胞診 −性周期におけるパターンと各種インデックス−

塚原英克 先生

●教育講演

内分泌細胞診 −子宮体内膜細胞について−

石束嘉男 先生

学会長 滝 一郎

Hit Song !
学生街の喫茶店 ／ ガロ
早春の港 ／ 南沙織
色づく街 ／ 南沙織
心の旅 ／ チューリップ
恋する夏の日 ／ 天地真理
赤い風船 ／ 浅田美代子
若葉のささやき ／ 天地真理
裸のビーナス ／ 郷ひろみ
草原の輝き ／ アグネス・チャン
個人授業 ／ フィンガー5

サイトスクリーナ一研究部会報 第1号 創刊

● 1973年、こんなことがありました
･7月 サイトスクリーナ一研究部会報 Cytotechnological News第1号が創刊される．

･1月 宮崎県土呂久の慢性批素中毒症を第4の公害病に認定．
・4月 石巻市の菊田昇医師，乳幼児を他人の実子として斡旋
の事実公表，論議をよぶ．
・6月 厚生省，魚貝類の水銀汚染問題で食べ方規制発表．

第
15回日本臨床細胞学会総会（1974年）
第15回日本臨床細胞学会総会（1974年）
1974年 6月 2日〜3日

千葉市民会館
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（千葉県）

学会トピックス
●特別講演Ⅰ

細胞増殖と抗癌剤

寺島東洋三 先生

●特別講演Ⅱ

細胞診における特殊染色の応用

武田 敏 先生

●特別講演Ⅲ

非上皮生腫瘍の剥離細胞像

山田 喬 先生

●シンポジウムⅠ

胃細胞診の現況と問題点 −細胞採取法と生検の検討−

司会：綾部正大 先生，信田重光 先生

●シンポジウムⅡ

穿刺細胞診

司会：香月秀雄 先生，木村禧代二 先生

●シンポジウムⅢ

子宮頸部Dysplasiaの細胞診

司会：高橋正宣 先生，野田起一郎 先生

学会長 綿貫重雄

綿貫先生

奥井先生
平尾先生 長谷川先生

Hit Song !
ふれあい ／ 中村雅俊
うそ ／ 中条きよし
恋のダイヤル6700 ／ フィンガー5
くちなしの花 ／ 渡 哲也
積木の部屋 ／ 布施 明
学園天国 ／ フィンガー5
私は泣いています ／ りりィ
ひと夏の経験 ／ 山口百恵
よろしく哀愁 ／ 郷ひろみ
岬めぐり ／ 山本コウタロー＆ウイークエンド

屋代先生 栗原先生
5th International Congress of Cytology (マイアミ)

● 1974年、こんなことがありました
･5月 日本臨床細胞学会内に各種委員会が発足：検査士委員会に細胞検査士とし
て平田守男，池田栄雄，山岸紀美江が就任する．
・5月 5th International Congress of Cytologyの開催． (マイアミ)
山岸紀美江が日本のCTの現況を報告．

・3月 フィリピン・ルパング島で救出された元日本兵
小野田寛郎，帰国
・5月 伊豆半島沖地震，死者・不明30人．
・5月 東京・江東区にセブン・イレブン一号店開店．

写真提供：東京都予防医学協会
千葉大学医学部附属病院

長谷川壽彦先生
堀内文男氏

第
16回日本臨床細胞学会総会（1975年）
第16回日本臨床細胞学会総会（1975年）
1975年 5月16日〜17日

鳥取大学・米子市公会堂

（鳥取県）
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学会トピックス
●シンポジウムⅠ

微小胃癌の細胞診

●シンポジウムⅡ

乳癌の細胞診

●シンポジウムⅢ

子宮頸部の細胞診と生検の不一致をめぐって

学会長 綾部正大

Hit Song !

第3代日本臨床細胞学会会長
増淵一正

シクラメンのかほり ／ 布施 明
昭和枯れすすき ／ さくらと一郎
想い出まくら ／ 小坂恭子
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ ／
ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
カッコマン・ブギ ／ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
心のこり ／ 細川たかし
我が良き友よ ／ かまやつひろし
冬の色 ／ 山口百恵
スモーキン’ブギ ／ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
「いちご白書」をもう一度 ／ バンバン

● 1975年、こんなことがありました
･第3代日本臨床細胞学会学会長に増淵一正,M.D.就任(1975-1979)．

・3月 歯科診療の脱保険・差額徴収を指示した中原歯科
医師会会長の通達（46年）判明，問題化．
・5月 日本女子登山隊，女性初のエベレスト登頂に成功．
・6月 東京都で初の公害患者57人認定．

第
17回日本臨床細胞学会総会（1976年）
第17回日本臨床細胞学会総会（1976年）
1976年 7月 2日〜 4日

北海道厚生年金会館
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（北海道）

学会トピックス
●特別講演Ⅰ

ＤＮＡ distribution of malignant tumors and automatization in cytology

W. Sandritter 先生

●特別講演Ⅱ

癌細胞と免疫

小林 博 先生

●シンポジウムⅠ

癌細胞像の悪性度

司会：服部正次 先生

●シンポジウムⅡ

胸腹水細胞診の問題点

司会：木村禧代二 先生

●シンポジウムⅢ

治療選択よりみる子宮頸部初期浸潤癌の細胞像

司会：滝 一郎 先生

学会長 松田正二

Hit Song !
およげ！たいやきくん ／ 子門真人
北の宿から ／ 都はるみ
木綿のハンカチーフ ／ 太田裕美
俺たちの旅 ／ 中村雅俊
横須賀ストーリー ／ 山口百恵
わかって下さい ／ 因幡 晃
あの日にかえりたい ／ 荒井由実
赤いハイヒール ／ 太田裕美
めまい ／ 小椋 佳
山口さんちのツトム君 ／ 斉藤こず恵

● 1976年、こんなことがありました
･1月 国際細胞検査士(CT，IAC)資格更新継続規約の我国での実施規約が制定される．
4年毎に更新 4年間に160単位

専任 CT年20単位

・1月 鹿児島で日本初の五つ子誕生．
・2月 ロッキード事件，強制捜査始まる．

日本臨床細胞学会総会への参加

20単位

・2月 初の実用衛星「うめ」打ち上げ成功．

日本臨床細胞学会秋期大会への参加

15単位

・6月 アントニオ猪木の格闘技世界一決定戦と銘打った

サイトスクリーナ一研究部会への参加5単位取得単位が不足の場合：有効期限

プロボクシング世界ヘビー級チャンピオン，モハメッド・

前に再試験を受けるものとする (受験料免除)．

アリへの挑戦は，ＴＶ視聴率も50％超える等人気は
上々だったが，「今世紀最大の退屈試合」と評された．

写真提供：北海道対がん協会 田上 稔氏

第
18回日本臨床細胞学会総会（1977年）
第18回日本臨床細胞学会総会（1977年）
1977年 4月21日〜23日

日本都市センターホール

（東京都）
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学会トピックス

学会長 村上忠重

●会長講演

胃癌の組織発生と細胞診

村上忠重 先生

●特別講演Ⅰ

腫瘍と染色体異常

外村 昌 先生

●特別講演Ⅱ

電子顕微鏡オートラジオグラフィーを中心として

水平敏知 先生

●シンポジウムⅠ

子宮頸癌における癌細胞の局在と細胞診

司会：天神美夫 先生

●シンポジウムⅡ

肺細胞診と扁平上皮化生

司会：田嶋基男 先生

●シンポジウムⅢ

膵胆管造影と細胞診

司会：信田重光 先生

●教育研究部会

パパニコロークラス分類をめぐって

司会：野田起一郎 先生

●教育研究部会・教育講演

子宮内膜癌の細胞診 −最近の診断的進歩に2，3の新知見を加えて− 武田 敏 先生

●教育研究部会・教育講演

大腸細胞診について

原島三郎 先生

●教育研究部会・教育講演

肺癌検診のための喀痰細胞診

坂井英一 先生

●パネルディスカッション

生検と細胞診の不一致例

司会：田中 昇 先生

Hit Song !
渚のシンドバッド ／ピンクレディー

雨やどり ／ さだまさし
勝手にしやがれ ／沢田研二
ウォンテッド（指名手配） ／ ピンクレ
ディー
星の砂 ／小柳ルミ子
フィーリング ／ハイ・ファイ・セット
憎みきれないろくでなし ／沢田研二
失恋レストラン ／清水健太郎
カルメン ʻ77 ／ ピンクレディー
帰らない ／清水健太郎
夢先案内人 ／ 山口百恵
愛のメモリー ／松崎しげる
青春時代 ／ 森田公一とトップギャラン
SOS ／ ピンクレディー
イミテイション・ゴールド ／山口百恵

● 1977年、こんなことがありました
･1月 第10回細胞検査士資格認定試験受験資格変更：第3項を廃止.これ以降，衛生検査
技師,臨床検査技師以外の受験はできなくなる．
・5月 6th International Congress of Cytologyの開催 .(会長増淵一正,ニューオータニ)
IAC会長に増淵一正,M.D.就任 (東京)．

・1月 東京の品川駅付近の電話ボックスに
置かれた青酸入りコーラを飲んで，二人死亡．
・6月 タバコの「マイルドセブン」発売．
・6月 和歌山県有田市で集団コレラ発生．

第
19回日本臨床細胞学会総会（1978年）
第19回日本臨床細胞学会総会（1978年）
1978年 6月 1日〜 3日

岩手県民会館
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（岩手県）

学会トピックス

学会長 秦 良麿

●特別講演Ⅰ

子宮頸部上皮内癌のNatural History

野田 定 先生

●特別講演Ⅱ

気管支における発癌過程とその細胞所見

小林延年 先生

●シンポジウムⅠ

癌細胞形態の臓器による差異

司会：柴田偉雄 先生

●シンポジウムⅡ

膀胱腫瘍の細胞診

司会：山田 喬 先生

●シンポジウムⅢ

子宮頸部境界病変および早期癌における細胞採取法の問題点

司会：栗原操寿 先生

●サイトスクリーナー研究部会・教育講演

子宮頸部Tissue Repair Cell について 長谷川 壽彦 先生

●サイトスクリーナー研究部会・シンポジウム

司会：木村 禧代二 先生，平田守男 先生

懇親会風景

Hit Song !
銃爪 ／世良公則&ツイスト
微笑がえし ／キャンディーズ
宿無し ／世良公則&ツイスト
プレイバックPart2 ／山口百恵
サウスポー ／ピンクレディー
ジョニーの子守唄 ／アリス
時間よ止まれ ／矢沢永吉
サムライ ／沢田研二
ダーリング ／沢田研二
かもめが翔んだ日 ／渡辺真知子
Mr.サマータイム ／ サーカス
UFO ／ピンクレディー
LOVE(抱きしめたい) ／沢田研二
季節の中で ／松山千春

会場風景

● 1978年、こんなことがありました
・3月 初の国産発電用原子炉「ふげん」臨界に．29日送電開始．
･1月 日本臨床細胞学会誌が1978年のみ年3回の発行となる．
･6月 細胞検査士会会則が制定される．

・4月 日大北極点遠征隊，日本人初の極点到達．
30日植村直己，犬ぞりで単独到達．

サイトスクリーナ一研究部会が細胞検査士会と改称される．

・5月 新東京国際空港（成田）開港．

サイトスクリーナ一研究部会報が第7号より細胞検査士会会報と改称される．

・6月 Ｇ・ルーカス監督の映画「スターウォーズ」封切
（初めて一般入場料が1500円に）．

写真提供：盛岡臨床検査センター 川村知正氏
岩手県対がん協会

熊谷裕子氏

第
20回日本臨床細胞学会総会（1979年）
第20回日本臨床細胞学会総会（1979年）
1979年 5月 11日〜 12日

名古屋市公会堂
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（愛知県）

学会トピックス

学会長 木村 禧代二

●20周年記念講演

日本臨床細胞学会20年の歩み

増淵一正日本臨床細胞学会会長

●会長講演

血液細胞と腫瘍細胞 −核小体を中心に−

木村 禧代二 先生

●特別講演

胃癌の組織発生と細胞形態

長与健夫 先生

●シンポジウムⅠ

婦人科領域における自動細胞診は可能か

●シンポジウムⅡ

特殊染色の細胞鑑別への活用

●教育シンポジウム

検体取り扱いをめぐって

司会：柴田偉雄 先生

● 1979年、こんなことがありました

Hit Song !

・1月 日本臨床細胞学会誌が年4回発行となる．
・1月 3週間コースを中級,初級に分けることを協議し，この方式で10年間に1,000名達成

おもいで酒 ／小林幸子
いとしのエリー ／サザンオールスターズ
夢追い酒 ／渥美二郎
カリフォルニア・コネクション ／水谷豊
燃えろいい女 ／ツイスト
関白宣言 ／ さだまさし
YOUNG MAN (Y.M.C.A.) ／西城秀樹
銀河鉄道999 ／ゴダイゴ
きみの朝 ／岸田智史
チャンピオン ／アリス
魅せられて ／ジュディ・オング

することを目標とする．(千葉がんセンター，国立がんセンター，癌研究会附属病院,
杏林大学，中央鉄道病院で実施)．
・4月 東京都がん検診センターに細胞診スクリーナ一養成講座が開設される ．(昭和55年
1月：日本臨床細胞学会から細胞診スクリーナ-養成講座として認定され，平成2年
7月：東京都健康推進財団多摩がん検診センターに移管される）
・5月 第1回学会賞，技師賞(20名)が授与される．

・1月 国公立大で初の共通一次試験実施．
・1月 江川卓，阪神と入団契約，即日，巨人の
小林繁とのトレード成立．
・5月 日本電気，パソコン「ＰＣ‐8001」を発表．

・5月 日本臨床細胞学会細胞診指導医会規約(第7章第22条)が改訂される．｢本会に
細胞診指導医会を設ける．その運営は細胞診指導医会規約による｣と規定される．
・5月 日本臨床細胞学会細胞検査士会規約(第7章第24条)が改訂される．｢本会に細胞
検査士会を設ける．その運営は細胞検査士会規約による｣と規定される．

写真提供：田中 昇先生

第
21回日本臨床細胞学会総会（1980年）
第21回日本臨床細胞学会総会（1980年）
1980年 6月 12日〜 13日

千葉市民会館
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学会トピックス
●特別講演

腫瘍細胞を分化させる試み

岡田節人 先生

●シンポジウムⅠ

いわゆる前癌病変の細胞形態

司会：滝 一郎 先生，上井良夫 先生

●シンポジウムⅡ

リンパ節の細胞診

司会：須知泰山 先生，田中 昇 先生

●教育研究部会・教育講演

血液病の細胞診

●教育研究部会・教育シンポジウム

重田英夫 先生

術中細胞診の方法と成績検討および症例提供

司会：柴田偉雄 先生
池田栄雄 先生

学会長 香月秀雄

Hit Song !

● 1980年、こんなことがありました
・1月 第4代日本臨床細胞学会学会長に香月秀雄,M.D.就任．この年以降，同学会長の

別れても好きな人 ／ ロスインディオス&シルヴィア
ダンシングオールナイト ／ もんた&ブラザーズ
倖せさがして ／五木ひろし
順子 ／長渕剛
大都会 ／クリスタルキング
ランナウェイ ／ シャネルズ
贈る言葉 ／海援隊
パープルタウン ／八神純子
哀愁でいと ／ 田原俊彦
さよなら ／オフコース

任期が一年となる．
･1月 第13回日本臨床細胞検査士資格認定試験実施要項が改訂される．筆記試験と実地
試験の日時を約1ヶ月離し，筆記試験を東京と関西で行うことになる．
・5月 7th International Congress of Cytologyの開催 (ミュンヘン)．
･6月 日本臨床細胞学会細胞診指導医会規約(第7章第22条)，細胞検査士会規約(第7章
第24条)がそれぞれ実施される．細胞検査士会規約に名称，目的，会員，役員，事業，
地方機構などが規定される．また，細胞検査士(CT，JSC)の業務および資格更新規定
が改訂され， ｢4年毎に更新，日本臨床細胞学会総会，日本臨床細胞学会秋期大会
に4年間に2回以上出席し，さらに細胞検査士教育セミナーを1回以上受講する．｣と
規定される．

・4月 東京・銀座の路上に風呂敷包みの1億円
（持ち主現われず，11．9に1億円は拾得者へ）．
・5月 ＪＯＣ総会，採決でモスクワ・オリンピック不参加を決定．
・6月 気象庁，東京地方で「降水確率予報」を開始．

