第
22回日本臨床細胞学会総会（1981年）
第22回日本臨床細胞学会総会（1981年）
1981年 5月 27日〜 29日
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芝郵便貯金ホール・ABCホール・日本女子会館（東京都）

学会トピックス
●会長講演

細胞形態からみたdysplasia，初期頸癌の認識

天神美夫 先生

●特別講演

多核細胞の形成機序

井坂英彦 先生

●シンポジウムⅠ

子宮頸部腺癌の細胞

司会：栗原操寿 先生，山辺 徹 先生

●シンポジウムⅡ

炎症と細胞診

司会：山田 喬 先生，坂井英一 先生

●教育研究部会・教育講演

これからの子宮癌検診の動向

●教育研究部会・教育シンポジウム
学会長 天神美夫

●教育研究部会・外人講演

野田起一郎 先生

細胞診における同定上の諸問題

司会：坂井 義太郎 先生，西 国広 先生

中国に於ける腫瘍細胞学診断の概況に就いて

闞 秀 先生

● 1981年、こんなことがありました
・1月 第5代日本臨床細胞学会学会長に天神美夫,M.D.就任．
天神先生

杉下先生

山形先生

Hit Song !
ルビーの指環 ／寺尾聰
みちのくひとり旅 ／ 山本譲二
奥飛騨慕情 ／竜鉄也
長い夜 ／松山千春
街角トワイライト ／シャネルズ
ハイスクールララバイ ／イモ欽トリオ
守ってあげたい ／荒井由実
メモリーグラス ／堀江淳
ブルージーンズメモリー ／ 近藤真彦
ギンギラギンにさりげなく ／ 近藤真彦
夏の扉 ／松田聖子

･1月 細胞検査士(CT，JSC)資格更新実施要項が改訂される．
4年毎に更新･ 4年間に180単位
専任CT

年25単位

日本臨床細胞学会総会への参加

25単位

日本臨床細胞学会秋期大会への参加

25単位

同主催細胞検査士教育セミナーへの参加

25単位

同主催細胞検査士ワークショップへの参加

25単位

･1月 各種講習会等実施規定が改訂される.細胞診スクリーナー養成講習会3週間コース，

・3月 神戸ポートアイランド博覧会開幕（〜9．15）．
・6月 パリ警視庁，日本人留学生をオランダ人女性
留学生殺害容疑で逮捕 （死体切断・肉片を
食したとして話題に）．

医師の細胞診断学教育セミナー，細胞検査士教育セミナー，細胞検査士ワーク
ショップなどについて．
･1月 指導医試験施行細則：年1回の実施となる試験コースを専門別に総合科，婦人科，
呼吸器科の3科とする．
･4月 杏林大学保健学部に細胞診断字数室が設置される．

写真提供：天神美夫先生

第
23回日本臨床細胞学会総会（1982年）
第23回日本臨床細胞学会総会（1982年）
1982年 5月 20日〜 22日 大阪府青年会館・大阪市立労働会館・大阪市立中央
青年センター（教育青年センター）
（大阪府）
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学会トピックス
●会長講演

超微形態学と細胞診断学

椹木 勇 先生

●特別講演

腫瘍細胞の形態分化と機能分化

藤田哲也 先生

●特別講演（外人講演）

学会長 椹木 勇

The possible role of wart virus infection in genesis of cervical cancer−a morphologic approach−
Michael Drake 先生

●記念講演

細胞診と臨床細胞学

水野潤二 先生

●シンポジウムⅠ

癌検診における受診間隔 −とくに婦人科を中心として−

司会：野田 起一郎 先生

●シンポジウムⅡ

術中細胞診

司会：信田重光 先生， 桂 栄孝 先生

●シンポジウムⅢ

細胞分化度と悪性度 −とくに腺癌について−

司会：高橋正宣 先生， 福間誠吾 先生

●教育研究部会・教育講演Ⅰ

肝、胆道、膵領域の細胞診 −とくにPTCD等を利用して−

●教育研究部会・教育講演Ⅱ（外人講演)

Study of cervical smears prior to diagnosis of adenocarcinoma of endocervical
origin
John M. Grainger 先生

●教育シンポジウム

胸腹水の細胞診 −原発病変の推定について−

奥井勝二 先生

司会：桜井幹己 先生，竹田繁美 先生

学会スタッフと共に

Hit Song !

● 1982年、こんなことがありました
・2月 日航機，羽田空港着陸直前海中に墜落．

北酒場 ／細川たかし
聖母たちのララバイ ／岩崎宏美
待つわ ／あみん
心の色 ／ 中村雅俊
チャコの海岸物語 ／サザンオールスター
ズ
ハイティーン・ブギ ／近藤真彦
哀愁のカサブランカ ／郷ひろみ
赤いスイートピー ／ 松田聖子
ふられてBANZAI ／ 近藤真彦
渚のバルコニー ／松田聖子

・1月 第6代日本臨床細胞学会学会長に椹木勇,M.D就任．
･5月 杏林大学保健学部に細胞診スクリーナー養成講座が開設され，学会の認定を受ける．

24人死亡．（28日警視庁，異常操縦による事故
と断定．機長の精神鑑定を決定）．
・3月 1000年ぶり九惑星による惑星直列現象．
・6月 東北新幹線（大宮−盛岡間）開業．

写真提供：関西医大滝井病院 松波光代氏

第
24回日本臨床細胞学会総会（1983年）
第24回日本臨床細胞学会総会（1983年）
1983年 5月 12日〜 14日 岐阜市民会館大ホール・岐阜大学医学部講堂・婦人会
館大会議室・岐阜市民会館大集会室・岐阜市民会館集会室
（岐阜県）
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学会トピックス
●パパニコロウ生誕100年記念会長講演
●招請特別講演

学会長 高橋正宣

癌細胞の医原性修復像

高橋正宣 先生

The Clinical and Cytologic Presentation of Carcinoma in Situ of the Bladder

M. E. Boon 先生

●特別講演Ⅰ

子宮頸癌の組織発生

野田 起一郎 先生

●特別講演Ⅱ

肺癌検診と細胞診

柴田偉雄 先生

●シンポジウムⅠ

子宮腺癌の形態と生物学的特徴

司会：天神美夫 先生，武田 敏 先生

●シンポジウムⅡ

細胞診における技術的アプローチの展望

司会：木村 禧代二 先生，田中 昇 先生

●教育シンポジウム

諸臓器における悪性類似病変

司会：信田重光 先生，池田栄雄 先生

●パネルディスカッション

穿刺生検細胞診における臓器特異性と限界 −とくに病理学的知見から−
司会：田嶋基男 先生，松田 実 先生

Hit Song !
矢切の渡し／細川たかし
初恋 ／村下孝蔵
めだかの兄妹 ／わらべ
さざんかの宿 ／大川栄策
氷雨 ／佳山明生
探偵物語 ／薬師丸ひろ子
め組のひと ／シャネルズ
ガラスの林檎 ／松田聖子
浪花恋しぐれ ／都はるみ & 岡千秋
1/2の神話 ／中森明菜
禁区 ／中森明菜
CATʻS EYE ／杏里
時をかける少女 ／原田知世
メリーアン ／ THE ALFEE
天国のキッス ／松田聖子
僕 笑っちゃいます ／ 風見慎吾

● 1983年、こんなことがありました
・1月 第7代日本臨床細胞学会学会長に高橋正宜,M.D.就任．
・1月 日本臨床細胞学会支部に関する施行細則が制定される．
･2月 老人保健法が施行される．
･5月 国際細胞学会会長 増淵一正と日本臨床細胞学会細胞検査士会会長 平田守男が，
Papanicolaou生誕100年記念式典に出席 (アテネ)．
･6月 がん対策関係閣僚会議にて｢対がん10ヶ年総合戦略｣が決定される．

・3月 東北大医学部，日本初の体外受精による着床成功を発表（10．14出生）．
・5月 日本海中部地震．津波が発生，遠足の児童ら死者・行方不明104人．

・6月 厚生省,エイズ研究班が発足．
・6月 8th International Congress of Cytologyの開催 (モントリオール)．

写真提供：岐阜大学腫瘍病理 高橋京子氏

第
25回日本臨床細胞学会総会（1984年）
第25回日本臨床細胞学会総会（1984年）
1984年 5月 24日〜 26日 千葉県文化会館
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（千葉県）

学会トピックス

学会長 福間誠吾

●招請講演

Cytologic Diagnosis of Early Lung Cancer and Precursor Lesions

●特別講演

癌細胞のCell Kinetics

高橋 学 先生

●特別報告Ⅰ

末梢性肺癌とクララ細胞

木村雄二 先生

●特別報告Ⅱ

癌の転移と細胞診

庵原昭一 先生

John F. Frost 先生

●シンポジウムⅠ

癌治療の経過に伴う細胞像の変化

司会：坪井栄孝 先生，柴田偉雄 先生

●シンポジウムⅡ

細胞診の自動化

司会：田中 昇 先生

●教育研究部会・教育講演

悪性リンパ腫の細胞像（LSG分類を中心として）

●教育研究部会・教育シンポジウム

酵素染色・腫瘍マーカー

三方淳男 先生

司会：武田 敏 先生，椎名義雄 先生

千葉県がんセンター慰労会にて
福間先生ご夫婦

Hit Song !
長良川艶歌 ／五木ひろし
涙のリクエスト ／チェッカーズ
哀しくてジェラシー ／チェッカーズ
ワインレッドの心 ／安全地帯
娘よ ／芦屋雁之助
星空のディスタンス ／ THE ALFEE
十戒(1984) ／中森明菜
星屑のステージ ／チェッカーズ
ふたりの愛ランド ／石川優子&チャゲ
雨音はショパンの調べ ／小林麻美
北ウイング ／中森明菜
サザン・ウインド ／中森明菜
モニカ ／ 吉川晃司
ミス・ブランニュー・デイ ／ サザンオールスターズ

● 1984年、こんなことがありました
・第8代日本臨床細胞学会学会長に福間誠吾,M.D.就任．
･日本臨床細胞学会賞選考基準に関する内規が制定される．
･日本臨床細胞学会技師賞選考基準に関する内規が制定される．
･第17回細胞検査士資格認定実施要項が改定される．
筆記試験：東京，関西，九州で行うこととなる．
実地試験：染色および標本作製実技が廃止される．

・2月 第14回冬季オリンピック・サラエボ大会．日本選手69人参加．
・2月 植村直己，マッキンリーの冬季単独登頂成功．下山途中行方不明
（12・20米国政府死亡を認定） ．
・5月 グリコ製品に青酸毒物混入との脅迫状，グリコ製品の店頭撤去始まる．
・6月 東京の百貨店でエリマキトカゲが日本初公開．

･日本臨床細胞学会連合会設立に関する内規が制定される．
･5月 細胞検査士セミナー，関東・関西2ヶ所での実施となる.

写真提供：千葉大学医学部附属病院 堀内文男氏

第
26回日本臨床細胞学会総会（1985年）
第26回日本臨床細胞学会総会（1985年）
1985年 5月 30日〜6月1日
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ホテルパシフィック （東京都）

学会トピックス
●特別講演

免疫組織化学の臨床応用

渡辺慶一 先生

●招請講演

Quantitative Morphology of Gynecologic Cancer and its Precursors
using Computerized Digital Imaging Technique

学会長 栗原操寿

Yao S.Fu. 先生

●要望講演Ⅰ 検診における喀痰細胞診の問題点

坂井英一 先生

●要望講演Ⅱ 甲状腺の細胞診 ‒内科の立場から-

石原明夫 先生

●要望講演Ⅲ 前立腺腫瘍の細胞診

矢谷隆一 先生

●特別報告

野澤志朗 先生

子宮癌の形質発現異常

Hit Song !
悲しみにさよなら／安全地帯
ミ・アモーレ／中森明菜
ふたりの夏物語／杉山清貴&オメガトライブ
恋におちて〜Fall In Love〜 ／小林明子
あの娘とスキャンダル／チェッカーズ
俺たちのロカビリーナイト／チェッカーズ
翼の折れたエンジェル／中村あゆみ
SAND BEIGE〜砂漠へ〜 ／中森明菜
Bye Bye My Love ／サザンオールスターズ
そして…めぐり逢い／五木ひろし
Romanticが止まらない／ C-C-B
天使のウィンク／松田聖子
Lucky Chanceをもう一度／ C-C-B

● 1985年、こんなことがありました
･1月 第9代日本臨床細胞学会学会長に栗原繰寿,M.D.就任.

・1月 山口組組長竹中正久ら３人,一和会系組員に射殺される.

・4月 藤田学園衛生技術短期大学専攻科衛生技術専攻細胞診コースが開設される.

・2月 新風俗営業法施行.

（同年5月,日本臨床細胞学会から細胞診スクリーナー養成専攻課程として認定,

・2月 「かい人21面相」森永へ終結宣言．

平成5年以降休講）

・2月 田中角栄元首相，脳こう塞で倒れ入院．

・5月 日本臨床細胞学会理事選出施行細則が改訂される.

・3月 国際科学技術博覧会（科学万博一つくばʼ85 ）開催.
入場者2000万人.
・3月 厚生省,エイズ患者第１号確認を発表.
・6月 大鳴門橋開通．

第
27回日本臨床細胞学会総会（1986年）
第27回日本臨床細胞学会総会（1986年）
1986年 4月 24日〜26日

宇都宮市文化会館 （栃木県）
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学会トピックス
●会長講演

消化器細胞診の現状と将来

信田重光 先生

●招請講演

Immunocytochemistry and Its use in clinical cytology

Anders Hjerpe 先生

●特別講演

増殖因子とそのﾚｾﾌﾟﾀｰの増殖・分化・がん化における役割

黒木 登志夫 先生

●教育映画

生きている細胞の活動 ‒組織培養の動的側面-

丹羽 章 先生

学会長 信田重光

Hit Song !
BAN BAN BAN ／ KUWATA BAND
DESIRE〜情熱 ／中森明菜
シーズン・イン・ザ・サン ／ TUBE
CHA-CHA-CHA ／石井明美
仮面舞踏会 ／少年隊
スキップ・ビート ／ KUWATA BAND
君は1000% ／ 1986オメガトライブ
ダンシング・ヒーロー〜Eat You Up〜 ／ 荻野目洋子
Song for USA ／チェッカーズ
OH !! POPSTAR ／チェッカーズ
My Revolution ／渡辺美里

● 1986年、こんなことがありました
・第10代日本臨床細胞学会長に信田重光,M.D.就任.

・1月 米のスペースシャトル,打上げ直後に爆発.

・1月 細胞学会誌,年6回発行.

・2月 長寿世界一の泉重千代死去（120歳）.

･5月 9th International Congress of Cytologyの開催（ブリュッセル）.

･4月 ソ連,チェルノブイリ原発事故.
･4月 アイドル歌手・岡田有希子飛び降り自殺.
・5月 英皇太子夫妻来日（ダイアナ・フィーバー） .
・6月 上野動物園のパンダ「ホアンホアン」に赤ちゃん誕生
・6月 一般公募で「トントン」と命名 .

第
28回日本臨床細胞学会総会（1987年）
第28回日本臨床細胞学会総会（1987年）
1987年 5月 21日〜23日
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都ホテル大阪 （大阪府）

学会トピックス
●会長講演

学会長 野田 起一郎

子宮がん検診

●特別講演Ⅰ 頸癌の発生と細胞診

杉浦 甫 先生

●特別講演Ⅱ 発癌の機構

北川知行 先生

●要望講演Ⅰ 好銀性細胞を有する婦人科腫瘍の免疫組織学

上田外幸 先生

●要望講演Ⅱ 免疫組織化学の細胞診への応用

長村義之 先生

●要望講演Ⅲ 術中迅速診断時における同時捺印細胞診の有用性

黒川彰夫 先生

●要望講演Ⅳ 子宮頸部腺癌の臨床・病理形態学的検討

工藤隆一 先生

●要望講演Ⅴ 気管支肺胞系の上皮細胞の病態と腫瘍発生

岡田慶夫 先生

野田会長

会場風景

Hit Song !
命くれない ／ 瀬川瑛子
君だけに ／ 少年隊
追憶 ／ 五木ひろし
ろくなもんじゃねえ ／ 長渕剛
STAR LIGHT ／ 光GENJI
難破船 ／ 中森明菜
サマードリーム ／ TUBE
雪国(雪國) ／ 吉幾三
Get Wild ／ TM NETWORK
Marionette〜マリオネット〜 ／ BOOWY
木枯しに抱かれて ／ 小泉今日子
愚か者 ／ 近藤真彦
I Love you, SAYONARA ／ チェッカーズ

野田 起一郎 先生

懇親会風景

● 1987年、こんなことがありました
・第11代日本臨床細胞学会長に野田起一郎,M.D.就任.

･1月 日本初のエイズ女性患者死亡.

･1月 細胞検査士（CT，JSC）資格更新実施要項一部改訂される.

・2月 リニア・モーター・カー，実験で時速400キロ超す.

4年間の内に学会・セミナー・ワークショップのいずれか2回以上の参加を含めて

･3月 九州中心に西日本一帯にＭ6．9の地震 .

この間に最低180単位を満たすこと.

・3月 日医の生命倫理懇「脳死」を個体死と認める.

・3月 国際CT(IAC)資格認定試験.

・4月 国鉄民営化，ＪＲ11社発足.

･6月 成人病検診従事者講習会の開催（健医老第68号).

・5月 広島カープ衣笠選手，2131回連続出場の世界新.

･6月 臨床工学技師法公布.

・5月 西独青年ルスト（19）セスナ機でモスクワ赤の広場に着陸.

･6月 老人保健事業第2次五カ年計画としてのがん検診が策定される.

写真提供：近畿大学医学部 山本良子氏

第
29回日本臨床細胞学会総会（1988年）
第29回日本臨床細胞学会総会（1988年）
1988年 5月 18日〜20日
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京王プラザホテル （東京都）

学会トピックス
●会長講演

学会長 奥井勝二

乳腺・甲状腺の穿刺吸引細胞診

奥井勝二 先生

●特別講演Ⅰ ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体の臨床応用

谷口 克 先生

●特別講演Ⅱ 細胞診における悪性性格の再確認

天神美夫 先生

●要望講演Ⅰ 泌尿器科領域の特殊腫瘍細胞診

山田 喬 先生

●要望講演Ⅱ 中枢神経系腫瘍の細胞診

藤井雅彦 先生

●要望講演Ⅲ 抗癌剤感受性試験と細胞形態

時田尚志 先生

●要望講演Ⅳ レトロウイルス感染とその病態

高橋正宣 先生

●要望講演Ⅴ アスベスト汚染と肺癌

君塚五郎 先生

●要望講演Ⅵ 肝細胞癌の生検・細胞診のための病理学的背景

近藤福雄 先生

奥井先生

細胞検査士会
第4代会長 池田栄雄氏
奥井先生

学会会場

Hit Song !
パラダイス銀河 ／ 光GENJI
乾杯 ／ 長渕剛
人魚姫〜mermaid〜 ／ 中山美穂
MUGO・ん…色っぽい ／ 工藤静香
DAYBREAK ／ 男闘呼組
ガラスの十代 ／ 光GENJI
ANGEL ／ 氷室京介
TATTOO ／ 中森明菜
C-Girl ／ 浅香唯
Youʻre My Only Shininʼ Star ／ 中山美穂
FU-JI-TSU ／ 工藤静香

増淵先生 奥井先生

懇親会風景

● 1988年、こんなことがありました
・第12代日本臨床細胞学会長に奥井勝二,M.D.就任.

･3月 青函トンネル（53・85キロ）開通.

･1月 細胞検査士会第4代会長に池田栄雄就任.

･3月 日本初の屋根つき球場,「東京ドーム」落成.

・2月 第15回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 垣花昌彦 東京）

･3月 中国上海付近で列車事故,修学旅行中の高校生ら27人死亡.

･4月 臨床工学技師法施行.

・4月 瀬戸大橋開業．4つの島ひとつに結ばれる.

･4月 原爆被爆者がん検診開始.
･4月 日本臨床病理学会認定臨床病理医制度が発足.

写真提供：千葉大学医学部付属病院 堀内文男氏

第
30回日本臨床細胞学会総会（1989年）
第30回日本臨床細胞学会総会（1989年）
1989年 6月 14日〜16日

京王プラザホテル （東京都）
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学会トピックス

学会長 早田義博

●会長講演

肺癌診断への細胞診の役割

早田義博 先生

●特別講演

ｾﾙ・ｻｲｸﾙの新しい考え方

高橋 学 先生

●招請講演

Diagnostic and prognostic markers

Gert Auer 先生

●要望講演Ⅰ 遺伝子工学の細胞診への応用

高橋正宣 先生

●要望講演Ⅱ 喀痰細胞診の自動化の研究の今後の進め方と問題点

高浜素秀 先生

●教育講演

宝来 威 先生

集団検診と細胞診

Hit Song !
Diamonds ／ プリンセス・プリンセス
世界でいちばん熱い夏 ／ プリンセス・プリンセス
愛が止まらない ／ Wink
恋一夜 ／ 工藤静香
夢の中へ ／ 斉藤由貴
シングル・アゲイン ／ 竹内まりや
淋しい熱帯魚 ／ Wink
嵐の素顔 ／ 工藤静香
太陽がいっぱい ／ 光GENJI
GLORIA ／ ZIGGY
ごめんよ 涙 ／ 田原俊彦
黄砂に吹かれて ／ 工藤静香
Runner ／ 爆風スランプ
リゾ・ラバ〜resort lovers〜 ／ 爆風スランプ
涙をみせないで ／ Wink
とんぼ ／ 長渕剛

● 1989年、こんなことがありました
・第13代日本臨床細胞学会長に早田義博,M.D.が就任.
・1月 第17回細胞検査士ワークショップが実施される.（実施委員長 杉森 甫 熊本）
・2月 国際CT(IAC)資格認定試験.
・2月 30th Annual Postgraduate Institute For Pathlogists in Clinical Cytopathology
Johns Hopkins Medical Institutions.USA

･1月 天皇崩御、皇太子が新天皇に即位.
閣議,新元号を「平成」と決定し公布.
･4月 一般消費税導入.
・6月 宇野内閣成立.

・5月 10th International Congress of Cytologyの開催される.（ブエノスアイレス）

・6月 中国天安門事件.

･6月 細胞診指導医資格更新実施要項の改訂.

・6月 美空ひばりさん死去.

写真提供：東京医科大学病院 三宅真司氏

第
31回日本臨床細胞学会総会（1990年）
第31回日本臨床細胞学会総会（1990年）
1990年 5月 31日〜6月2日

長崎市公会堂 / 長崎市民会館 （長崎県）
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学会トピックス

学会長 山邊 徹

会場受付

Hit Song !
おどるポンポコリン ／B.B.クィーンズ
浪漫飛行 ／ 米米CLUB
恋唄綴り ／ 堀内孝雄
真夏の果実 ／サザンオールスターズ
今すぐKiss Me ／ LINDBERG
夢を信じて ／ 徳永英明
壊れかけのRadio ／ 徳永英明
さよなら人類 ／ たま
くちびるから媚薬 ／ 工藤静香
P.S. I LOVE YOU ／ PINK SAPPHIRE
笑顔の行方 ／ Dreams Come True
情熱の薔薇 ／ THE BLUE HEARTS

●会長講演

婦人科領域における腺癌の細胞診

山邊 徹 先生

●招請講演

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫並びに類縁疾患の病理

菊池昌弘 先生

●特別講演

非放射性 In situ hybridization による細胞蛋白合成機構の検索 中根一穂 先生

●要望講演Ⅰ 細胞診への超微形態学的ｱﾌﾟﾛｰﾁ

橋本正淑 先生

●要望講演Ⅱ 肝癌の細胞診 -早期肝癌の診断を目指して-

信田重光 先生

●教育講演

宝来 威 先生

早期肺癌（扁平上皮癌）の細胞像 -ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞと鑑別診断-

懇親会

学会会場

● 1990年、こんなことがありました
・第14代日本臨床細胞学会学会長に山邉 徹,M.D.就任

・2月 ラトビア共和国，リトアニア，エストニア，ソ連からの独立決議.

・4月 31st Annual Postgraduate Institute for Pathologists in Clinical Cytopathology

･3月 大阪「花の万博」開幕.
･3月 『ポール･マッカートニー』ビートルズ以来24年ぶりの来日公演.
･3月 南アフリカから,アフリカ最後の植民地ナミビアが独立.
･6月 礼宮殿下・紀子さま結婚の儀.

写真提供：長崎大学病院 穴見正信氏

