第
32回日本臨床細胞学会総会（1991年）
第32回日本臨床細胞学会総会（1991年）
1991年 5月 29日〜31日

日本コンベンションセンター（幕張メッセ）国際会議場 （千葉県）
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学会トピックス
●会長講演

ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ -子宮頸癌発癌因子としての可能性-

高見澤裕吉 先生

●招請講演

ｻｲﾄｶｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸ

新井賢一 先生

●特別講演

細胞表面糖脂質の解析 -基礎から臨床へ-

野澤志朗 先生

●要望講演Ⅰ 子宮の tissue repair cell その特徴と起源について

植木 實 先生

●要望講演Ⅱ 乳癌の予後よりみた細胞診

堀中悦夫 先生

●要望講演Ⅲ 早期肺癌の治療による細胞変化
学会長 高見澤裕吉

Hit Song !
はじまりはいつも雨 ／ ASKA
SAY YES ／ CHAGE&ASKA
どんなときも ／ 槇原敬之
会いたい ／ 沢田知可子
あなたに会えてよかった ／ 小泉今日子
愛は勝つ ／ KAN
LADY NAVIGATION ／ B'z
ラブストーリーは突然に ／ 小田和正
WON‘T BE LONG ／ バブルガム・ブラザーズ
さよならイエスタデイ ／ TUBE
情けねえ ／ とんねるず
格好悪いふられ方 ／ 大江千里

-特に光線力学的治療法について-

加藤治文 先生

● 1991年、こんなことがありました
・第15代日本臨床細胞学会学会長に高見澤裕吉.M.D.就任.

･1月 湾岸戦争勃発.

・2月 第19回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 長谷川壽彦）

･2月 関西電力美浜原発で国内最大規模の事故 .

・2月 第21回細胞検査士ワークショップが実施される.（実施委員長 矢谷隆一）

・4月 ペルシャ湾への海上自衛隊派遣が決定される.

･4月 「細胞検査士健康調査」が細胞検査士会の協力で本格的に開始される.

・5月 信楽鉄道事故.

・5月 17th International Tutorial on Clinical Cytologyが実施される.（都市センター）

・5月 インドのガンジー元首相,遊説先で爆弾テロによる暗殺 .

・5月 国際CT，IAC資格認定試験が実施される.

・6月 長崎県雲仙普賢岳で大火砕流発生（死者･行方不明者37人）.

･6月 日本臨床細胞学会の日本医学会加盟の申請がなされる.

・6月 自動車免許にオートマチック車限定が新設される.
・6月 小学校の教科書に「日の丸」「君が代」を国旗,国歌と明記.
・6月 フィリピン,ピナツボ火山が大噴火 .

第
33回日本臨床細胞学会総会（1992年）
第33回日本臨床細胞学会総会（1992年）
1992年 6月 4日〜6日
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福岡サンパレス （福岡県）

学会トピックス
●会長講演

子宮頸癌の発癌をめぐって

●特別講演Ⅰ 細胞の癌化とその制御機構

杉森 甫 先生
関口睦夫 先生

●特別講演Ⅱ 免疫組織細胞化学の最近の知見

学会長 杉森 甫

Hit Song !
君がいるだけで ／ 米米CLUB
部屋とYシャツと私 ／ 平松愛理
もう恋なんてしない ／ 槇原敬之
悲しみは雪のように ／ 浜田省吾
それが大事 ／ 大事MANブラザーズバンド
涙のキッス ／ サザンオールスターズ
いつまでも変わらぬ愛を ／ 織田哲郎
BLOWINʻ／ B'z
サヨナラ ／ GAO
Choo Choo TRAIN ／ ZOO
You're the Only… ／ 小野正利

-乳癌細胞の種々ﾚｾﾌﾟﾀｰの検出-

長村義之 先生

●要望講演Ⅰ 肺癌の細胞生物学的特性と悪性度

阿部庄作 先生

●要望講演Ⅱ 乳癌診断における細胞診の意義

矢谷隆一 先生

●要望講演Ⅲ 外陰腫瘍の細胞診

柏村正道 先生

● 1992年、こんなことがありました
・第16代日本臨床細胞学会学会長に杉森 甫,M.D.就任.

・2月 アルベールビル冬季オリンピック開催（メダル7個）.

･2月 日本細胞診断学推進協会が細胞学会からの受託業務として,指導医,細胞検査士試験

・3月 東海道新幹線に「のぞみ」登場.

および各種講習会を実施することとなる.

･4月 『尾崎豊』死去.

･2月 第23回細胞検査士ワークショップが実施される.（実施委員長 桔梗辰三 神奈川）

･4月 長島茂雄氏,12年ぶりに巨人軍監督復帰.

･4月 老人保健事業3次五ヵ年計画としてのがん検診（大腸がんを追加）が発表される.

･6月 PKO協力法案成立,カンボジアへ派遣.

･5月 11th International Congress of Cytologyが開催される.（メルボルン）

写真提供： 杉森 甫先生

第
34回日本臨床細胞学会総会（1993年）
第34回日本臨床細胞学会総会（1993年）
1993年 5月 26日〜28日

9 56
1
e
c
n
Si

仙台サンプラザ （宮城県）

学会トピックス
●会長講演

帯刀益夫 先生

●特別講演Ⅱ ﾏｽｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞのﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｱｾｽﾒﾝﾄ

久道 茂 先生

●要望講演

上段：会場受付

Hit Song !
ロード ／ THE虎舞竜
夏の日の1993 ／ class
島唄 ／ THE BOOM
エロティカ・セブン ／ サザンオールスターズ
このまま君だけを奪い去りたい ／ DEEN
負けないで ／ ZARD
真夏の夜の夢 荒井由実
YAH YAH YAH ／ CHAGE&ASKA
裸足の女神 ／ B'z

矢嶋 聰 先生

●特別講演Ⅰ 細胞分化と癌遺伝子

●招請講演

学会長 矢嶋 聰

子宮頸癌検診の再評価

情報伝達の手段としての形態分類の数理的解析
-Bethesda Systemを中心として-

岡垣 敬 先生

AIDSの細胞診と細胞病理

高橋正宣 先生

会場風景

示説会場

会場スタッフ

下段：及川氏 伊藤氏

● 1993年、こんなことがありました
・第17代日本臨床細胞学会学会長に矢嶋 聰,M.D.就任.
･5月 日本臨床細胞学会役員および評議員選出規定が改訂される.

･1月 曙関,初の外国人横綱に昇進.
･1月 貴ノ花,宮沢りえが別々に婚約解消記者会見.
･1月 『福岡ドーム』完成.日本初の屋根開閉式 .
･1月 チェコとスロバキア,独立.
・2月 上野,不忍池で矢ガモ発見.
･3月 プロサッカー･Ｊリーグ開幕.
・6月 皇太子さま,雅子さま結婚の儀.

写真提供：東北大学産婦人科学教室

第
35回日本臨床細胞学会総会（1994年）
第35回日本臨床細胞学会総会（1994年）
1994年 6月 2日〜4日

島根県民会館 / 島根県立産業交流会館（くにびきメッセ） （島根県）
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学会トピックス
●会長講演

学会長 北尾 學

集検から子宮温存療法への展開

北尾 學 先生

●特別講演Ⅰ 細胞周期とﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ

木村元喜 先生

●特別講演Ⅱ がんとがん遺伝子：分子病理学は細胞・組織診断に貢献したか

井藤久雄 先生

●招請講演

岩國哲人 出雲市長

高齢化社会と小さな市民

●要望講演Ⅰ 子宮腟部細胞診とその電顕像 -特にHPV感染細胞を中心として-

畑 俊夫 先生

●要望講演Ⅱ 悪性腫瘍化学療法による細胞の死

中村 忍 先生

●要望講演Ⅲ 口腔病変の細胞診

山本浩嗣 先生

田嶋先生 南雲氏

松田先生
細胞診従事者研修会 南雲サチ子氏を囲ん
で

学会実行委員

Hit Song !
innocent world ／ Mr.Children
愛が生まれた日 ／ 藤谷美和子 & 大内義昭
恋しさとせつなさと心強さと ／ 篠原涼子 with t.
BOY MEETS GIRL ／ trf
ITʻS ONLY LOVE ／ 福山雅治
OH MY LITTLE GIRL ／ 尾崎豊
空と君のあいだに ／ 中島みゆき
ロマンスの神様 ／ 広瀬香美
夏が来る ／ 大黒摩季
純愛ラプソディ ／ 竹内まりや
Hello, my friend ／ 荒井由実

学会風景
懇親会風景

● 1994年、こんなことがありました

細胞診従事者研修会 都竹正文氏を囲んで

・第18代日本臨床細胞学会学会長に北尾 學,M.D.就任.

･2月 リレハンメル冬季オリンピック.

･1月 北里大学医療衛生学部に細胞検査士コースが開設される.

･4月 中華航空機着陸失敗/名古屋空港 ２６４人死亡 .

・3月 35th Annual Postgraduate Institute for Pathologist in Clinical Cytopathology開催.
・3月 第27回細胞検査士ワークショップが実施される.（実施委員長 城下 尚 群馬）
･4月 厚生省,がん克服新10ヵ年戦略開始.
･6月 全国細胞診精度管理に関する実態調査報告.

・5月 英仏間ユーロ･トンネル（50km）開通.
・6月 製造物責任（PL）法が成立.
・6月 松本サリン事件.

写真提供：島根大学附属病院 小池 美貴男
氏

第
36回日本臨床細胞学会総会（1995年）
第36回日本臨床細胞学会総会（1995年）
1995年 6月 8日〜10日
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千葉県文化会館 / 千葉県教育会館 （千葉県）

学会トピックス
●会長講演

肺癌細胞診における検体採取法の進歩

山口 豊 先生

●特別講演

接着因子研究の最近の展開

宮坂昌之 先生

●招請講演Ⅰ Clinical Cytopathology of AIDS

David B.Kaminsky 先生

●招請講演Ⅱ Molecular Tumor Patｒhology

Gert U.Auer 先生

●要望講演Ⅰ 喀痰細胞診による肺癌集検

斎藤泰紀 先生

●要望講演Ⅱ ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ(HPV)16型の発癌機構

清水文七 先生

山口先生

学会長 山口 豊

細胞検査士会
第5代会長 武智昭和氏

Hit Song !

ロビンソン ／ スピッツ
LOVE LOVE LOVE ／ Dreams Come True
ズルい女 ／ シャ乱Q
WOW WAR TONIGHT ／ H Jungle with t
TOMORROW ／ 岡本真夜
奇跡の地球(ほし) ／ 桑田佳祐 & Mr.Children
碧いうさぎ ／ 酒井法子
Man&Woman ／ MY LITTLE LOVER
HELLO ／ 福山雅治

学会会場風景
上段：スタッフルームにて

● 1995年、こんなことがありました
・第19代日本臨床細胞学会学会長に山口 豊,M.D.就任.
･1月 細胞検査士会第5代会長に武智昭和就任.

下段：標本鏡検室

･1月 午前5時45分『阪神･淡路大震災』.死者6425人,
家屋全壊11万7489棟（消防庁発表）.

･1月 標本作製標準化作業が開始される.

･3月 地下鉄サリン事件死者12人,重軽傷者5500人 .

･1月 第1回指導医,細胞検査士合同あり方委員会開催される.

・4月 山梨県上九一色村の施設（第7サティアン）からサリン生成物質を検出.

・4月 第30回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 谷本一夫 石川）

・5月 新宿地下街で青酸ガス発生.

･5月 12th International Congress of Cytologyが開催される.（マドリッド）

・5月 青島東京都知事宛の郵便物が爆発 .
・5月 第7サティアンでオウム真理教代表,

写真提供：千葉大学医学部附属病院 堀内文男氏
NTT西日本大阪病院

阿倉 薫氏

麻原彰晃（本名･松本智津夫）を殺人･同未遂容疑で逮捕.

第
37回日本臨床細胞学会総会（1996年）
第37回日本臨床細胞学会総会（1996年）
1996年 5月 30日〜6月1日
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岩手県民会館 / 盛岡市勤労福祉会館 （岩手県）

学会トピックス
●会長講演

ｲﾒｰｼﾞｻｲﾄﾒﾄﾘｰ VS ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ

西谷 巖 先生

●特別講演

老化と癌化

加治和彦 先生

●招請講演Ⅰ Clinical Applications of Flow and Image Cytometry
：Complementary or Competing Technology

James B.Hendricks 先生

●招請講演Ⅱ Clinical Applications of Image Cytometry
：DNA-Ploidy Analysis and its Clinical Relevance

Heinz K.Grohs 先生

学会長 西谷 巖

第37回日本臨床細胞学会総会（盛岡市）の直前にギリシャ政府からG.N.パパニコロウの偉業を
記念した紙幣10,000ドラクマが発行され,話題になった.
その時,前例のない写真やテレホンカードを顕微鏡の位置を変えて作成した.

Hit Song !
アジアの純真 ／ PUFFY
チェリー ／ スピッツ
田園 ／ 玉置浩二
YELLOW YELLOW HAPPY ／ ポケットビスケッツ
青いイナズマ ／ SMAP
BELOVED ／ GLAY
LA LA LA LOVE SONG ／
久保田利伸 with Naomi Campbell
これが私の生きる道 ／ PUFFY
名もなき詩 ／ Mr.Children
Iʻm proud ／ 華原朋美
Donʻt wanna cry 安室奈美恵
DEPARTURES ／ globe

● 1996年、こんなことがありました
・第20代日本臨床細胞学会学会長に西谷 巖,M.D.就任.

･1月 スペースシャトル･エンデバーに若田さん搭乗.

･ 6月 日本細胞診断学推進協会設立.

･1月 橋本内閣成立.

初代理事長に天神美夫,M.D.就任,理事総数29名で発足.

・2月 北海道トンネル岩盤崩落事故.

写真提供：西谷 巌先生(テレホンカード・紙幣提
供）
盛岡臨床検査センター 川村知正氏

第
38回日本臨床細胞学会総会（1997年）
第38回日本臨床細胞学会総会（1997年）
1997年 5月 29日〜31日

香川県民ホール / サンメッセ香川 / 香川県立文書館 （香川県）
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学会トピックス
●会長講演

絨毛性疾患の細胞診

●特別講演Ⅰ 今後の医療動向の変革と細胞診

天神美夫 先生

●特別講演Ⅱ 「遺伝子の疾患としてのがん」の概念はいかにして作られたか

黒木 登志夫 先生

●招請講演

細胞骨格の分子細胞生物学
：細胞の形作りと細胞内物質の分子機構について

学会長 半藤 保

蔵本博行 先生

●要望講演Ⅱ 脳腫瘍の細胞診とその展望

小林省二 先生

半藤先生

地方部会の１コマ

硝子の少年 ／ Kinki Kids
HOWEVER ／ GLAY
ひだまりの詩 Le Couple
Glass ／ 河村隆一
CAN YOU CELEBRATE? ／ 安室奈美恵
WHITE LOVE ／ SPEED
BEAT ／ 河村隆一
口唇 ／ GLAY
HIGH PRESSURE ／ T.M.Revolution
Hate tell a lie ／ 華原朋美
Melty Love ／ SHAZNA
ダイナマイト ／ SMAP

廣川信隆 先生

●要望講演Ⅰ 内膜腺癌と増殖症の細胞診

長谷川先生 舩本氏

Hit Song !

半藤 保 先生

● 1997年、こんなことがありました
・第21代日本臨床細胞学会学会長に半藤 保,M.D.就任.
・厚生省，がん診療画像レファレンスシステム事業の開始.

学会関係者一同

・1月 島根県，隠岐島沖でロシア･タンカー（ナホトカ号）が沈没,
流出重油が日本海沿岸に漂着.

･1月 「スクリーナー」の呼称が全て「細胞検査士」に変更.

･4月 消費税が3％から5％に引き上げ.

スクリーナー養成所 → 細胞検査士養成所

･4月 ペルー日本大使公邸に武力突入.

スクリーナー養成講習会 → 細胞検査士養成講習会

･4月 幼女連続誘拐殺人事件（89年）の宮崎勤に死刑判決.

・2月 第34回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 薬師寺道明）

･5月 神戸児童連続殺傷事件.

・4月 38th Annual Postgraduate Institude for Pathologists in Clinical Cytopathologyが開催される.
･5月 法改正に関する要望書（細胞診の項）について，日本臨床細胞学会から
日本臨床衛生検査技師会へ意見書が送付される.
・6月 国際細胞検査士CT，IAC資格認定試験が実施される.

写真提供：香川大学医学部附属病院 舩本康申
氏

第
39回日本臨床細胞学会総会（1998年）
第39回日本臨床細胞学会総会（1998年）
1998年 6月 18日〜20日

札幌市教育文化会館 / 北海道厚生年金会館 （北海道）
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学会トピックス
●会長講演

子宮頸部腺癌の細胞形態と細胞生物学的特性

工藤隆一 先生

●招請講演

がん検診無用論に反論して

久道 茂 先生

●特別講演Ⅰ 癌細胞の形態変化とその細胞生物学的基礎
-化学・内分泌療法への応用-

学会長 工藤隆一

Hit Song !
長い間 ／ Kiroro
HONEY ／ L'Arc-en-Ciel
Timing〜タイミング〜 ／ BLACK BISCUITS
夜空ノムコウ ／ SMAP
Time goes by ／ Every Little Thing
全部だきしめて ／ Kinki Kids
誘惑 ／ GLAY
my graduation ／ SPEED
POWER ／ ポケットビスケッツ
There will be love there ／ the brilliant green
ALIVE ／ SPEED
Winter fall ／ L'Arc-en-Ciel
snow drop ／ L'Arc-en-Ciel

西谷 巌 先生

●特別講演Ⅱ 癌の免疫 -昨日，今日，明日-

菊池浩吉 先生

●要望講演Ⅰ 遺伝子診断の細胞診への応用

嶌田雅光 先生

●要望講演Ⅱ 腫瘍穿刺細胞診の有用性と限界

覚道健一 先生

● 1998年、こんなことがありました
・第22代日本臨床細胞学会学会長に工藤隆一,M.D.就任.

・2月 長野冬季オリンピック開催.

・老人保健事業のうち,がん検診については地方交付税により一般会計より支出される.

・3月 特定非営利活動促進法案（NPO法案）成立.

・4月 39th Annual Postgraduate Institute for Pathologists in clinical Cytopathology が

・4月 明石海峡大橋が開通.

実施される.（ボルチモア USA）

・5月 インド，パキスタンが核実験.

日本細胞診断学推進協会副理事長に細胞検査士会長武智昭和就任.

・6月 サッカーＷ杯出場 日本３戦３敗.

･5月 13th International Congress of Cytologyが開催される．（会長 加藤治文 東京）
第36回細胞検査士ワークショップ（実施委員長 中村眞一 岩手）

写真提供：北海道対がん協会 田上 稔氏

第
40回日本臨床細胞学会総会（1999年）
第40回日本臨床細胞学会総会（1999年）
1999年 6月 25日〜27日

日本都市センター会館 / シェーンバッハ・ｻﾎﾞｰ （東京都）
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学会トピックス

学会長 杉下 匡

スタッフルームにて

Hit Song !
LOVEマシーン ／ モーニング娘。
Automatic ／ 宇多田ヒカル
フラワー ／ Kinki Kids
Garden ／ Sugar Soul feat.Kenji
Grateful Days ／ Dragon Ash
Winter,again ／ GLAY
春〜spring〜 ／ Hysteric Blue
Boys&Girls ／ 浜崎あゆみ
Movinʻ on without you ／ 宇多田ヒカル
First Love ／ 宇多田ヒカル
Let yourself go, Let myself go ／ Dragon Ash

●会長講演

婦人科細胞診の理論と実際

杉下 匡 先生

●招請講演

New Age Perspective in Clinical Cytology

G.Peter Vooijs 先生

●特別講演Ⅰ 抗原ペプチド：上皮性癌ワクチンとしての可能性

伊東恭悟 先生

●特別講演Ⅱ 小円形細胞腫瘍の細胞学的特徴と鑑別診断

牛込新一郎 先生

●要望講演Ⅰ 肺腺癌の組織診と細胞診

野口雅之 先生

●要望講演Ⅱ コルポ像と細胞診

室谷哲弥 先生

杉下先生を囲んで

天神先生

● 1999年、こんなことがありました
・第23代日本臨床細胞学会学会長に杉下 匡,M.D.就任.

･1月 ユーロ始動,欧州11カ国に単一通貨導入.

・1月 細胞検査士会30周年記念誌発行.

・4月 東京都知事選 石原慎太郎氏当選.

･5月 第38回細胞検査士ワークショップが開催される．（実施委員長 貝原信明 鳥取）

米コロラド州リトルトンの高校で武装した生徒2人による乱射事件.
・5月 佐渡トキ保護センターでトキのひなが誕生.
国内初の人工ふ化.

写真提供：杉下 匡先生

第
41回日本臨床細胞学会総会（2000年）
第41回日本臨床細胞学会総会（2000年）
2000年 5月 31日〜6月2日
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ホテルパシフィック東京 （東京都）

学会トピックス
●特別講演

想像力をつくる

建築家 安藤忠雄 先生

●招請講演Ⅰ Tリンパ球が認識するヒト癌抗原を用いた免疫療法

河上 裕 先生

●招請講演Ⅱ 腫瘍生物学に基づく癌転移機構の診断と治療

入村達郎 先生

●招請講演Ⅲ 遺伝子操作による病態生理学の研究

市川家國 先生

学会長 野澤志朗

Hit Song !
TSUNAMI／サザンオールスターズ
らいおんハート／ SMAP
Love, Day After Tomorrow ／倉木麻衣
桜坂／福山雅治
サウダージ／ポルノグラフィティ
あなたのキスを数えましょう／小柳ゆき
孫／大泉逸郎
SEASONS ／浜崎あゆみ
慎吾ママのおはロック／慎吾ママ
夏の王様／ Kinki Kids
Stay by my side ／倉木麻衣
Everything ／ MISIA
Wait&See〜リスク〜 ／宇多田ヒカル
HOTEL PACIFIC ／サザンオールスターズ
愛情／小柳ゆき
ハッピーサマーウェディング／モーニング娘。
恋のダンスサイト／ モーニング娘。
楽園 ／平井堅

野澤先生 矢島先生 長谷川先生

● 2000年、こんなことがありました
第24代日本臨床細胞学会学会長に野澤志朗,M.D.就任.

・1月 Y2K問題大きなトラブルの発生なしと表明.

･3月 第40回細胞検査士ワークショップが開催される.(実施委員長 宝来 威 大阪)

・3月 米大リーグ･タイガースの野茂英雄投手が日本人初の
大リーグ開幕投手に決定.
・4月 介護保険スタート.
・4月 小渕恵三首相が脳梗塞で緊急入院,小渕内閣総辞職.
・4月 米セレーラ･ジェノミクス社が,人間の全遺伝子情報
(ヒトゲノム)の読み取り完了を発表.
・6月 伊豆諸島の三宅島で火山性地震が頻発し,住民が避難.

写真提供： 長谷川 壽彦先生

