第
42回日本臨床細胞学会総会（2001年）
第42回日本臨床細胞学会総会（2001年）
2001年 6月 28日〜6月30日

宇都宮市文化会館 （栃木県）
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学会トピックス
●メインテーマ 新しい世紀に相応しい臨床細胞学を目指して

学会長 長谷川 壽彦

●特別講演Ⅰ Gynecologic Cytology Research in the 21th Century

Marluce Bibbo 先生

●特別講演Ⅱ ﾋﾄｹﾞﾉﾑ解析研究の最前線と医療へのｲﾝﾊﾟｸﾄ

清水信義 先生

●要望講演Ⅰ 細胞老化の分子機構

和気徳夫 先生

●要望講演Ⅱ 肺の大細胞神経内分泌癌

森永正二郎 先生

●教育講演Ⅰ 胃癌の術中腹腔内洗浄細胞診

貝原信明 先生

●教育講演Ⅱ 尿細胞診における疑陽性判定の要因について

佐竹立成 先生

細胞検査士会
第6代会長 都竹正文
長谷川先生ご夫妻

Hit Song !

● 2001年、こんなことがありました

secret base〜君がくれたもの〜 ／ ZONE
アゲハ蝶 ／ ポルノグラフィティ
天体観測 ／ BUMP OF CHICKEN
ひとり ／ ゴスペラーズ
Lifetime Respect ／ 三木道三
白い恋人達 ／ 桑田佳祐
ザ☆ピ〜ス! ／ モーニング娘。
明日があるさ ／ ウルフルズ

写真提供：東京都予防医学協会 長谷川 壽彦先生

･1月 第25代日本臨床細胞学会学会長に長谷川壽彦,M.D.就任.
・2月 第41回細胞検査士ワークショップが実施される.（実施委員長 須古修二 熊本）
･5月 14th International Congress of Cytologyが開催される.（アムステルダム）

・2月 ハワイ･オアフ島沖で，愛媛県宇和島水産高校の練習船
｢えひめ丸｣が米原潜に衝突され沈没．８人死亡１人行方不明.
・3月 サッカーくじ(toto)販売開始.
・4月 自民党の小泉純一郎氏が第87代総理大臣に選出.
・5月 ハンセン病訴訟で原告側全面勝訴判決.
・6月 大阪教育大付属池田小で,宅間守が包丁を持って乱入.
児童8人を刺殺,15人重軽傷.

第
43回日本臨床細胞学会総会（2002年）
第43回日本臨床細胞学会総会（2002年）
2002年 5月 30日〜6月1日

大坂国際会議場 （大阪府）
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学会トピックス
●メインテーマ 臨床細胞学と分子生物学との邂逅
●会長講演

●特別講演

子宮頸部初期癌に対する子宮温存療法の確立と
各種診断法の役割

植木 實 先生

如何にして血管は造られるか

佐藤靖史 先生

●招請講演Ⅰ Molecular and Cellular Changes During Multistep
Carcinogenesis in the Lung
学会長 植木 實

Franklin Wilbur A 先生

●招請講演Ⅱ Liquid Based Gynecologic Cytology；
Experience with Two Systems in a Community Based Hospital Setting Grohs Heinz K 先生

Hit Song !

学会会場

ワダツミの木 ／元ちとせ
亜麻色の髪の乙女 ／島谷ひとみ
The Perfect Vision ／ MINMI
Voyage ／浜崎あゆみ
Way of Difference ／ GLAY
楽園ベイベー ／ RIP SLYME
東京 ／桑田佳祐
SAKURAドロップス ／宇多田ヒカル
Mugen ／ポルノグラフィティ

● 2002年、こんなことがありました
･1月 26代日本臨床細胞学会学会長に植木 實,M.D.就任.

・1月 三和銀行と東海銀行が合併しＵＦＪ銀行発足.

･1月 第8回日本・タイ細胞診ワークショップが開催される.（タイ・チェンマイ）

・1月 欧州連合(ＥＵ)の12ヶ国で,単一通貨ユーロの流通始まる.

･1月 この回よりタイ細胞学会とともに日本臨床細胞学会も後援することとなる.

・2月 9〜24米ソルトレークで冬季オリンピック開催.

・2月 第27回細胞診断学セミナーが開催される.（実施委員長 安田 允）

・4月 定期性預金のペイオフが解禁.

・4月 第44回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 井上正樹 金沢）

・5月 中国で,命を求めて日本総領事館に駆け込んだ北朝鮮
5住民が,敷地内で中国武装警官に拘束,強制連行される.
・6月 サッカー,ＦＩＦＡワールドカップ日本韓国共同開催.

写真提供：大阪医科大学附属病院 布引 治氏

第
44回日本臨床細胞学会総会（2003年）
第44回日本臨床細胞学会総会（2003年）
2003年 5月 30日〜6月1日

京王プラザホテル （東京都）
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学会トピックス
●メインテーマ 臨床細胞学の新たな展開 (Breakthrough in Clinical Cytology)
●会長講演

子宮内膜癌細胞と共に

蔵本博行 先生

●特別講演Ⅰ わが国の医療改革論と臨床細胞診断学

坪井栄孝 先生

●特別講演Ⅱ ノーベル賞候補者としての山極勝三郎先生
-癌研究と科学の政治、1913-27
学会長 蔵本博行

James R.Bartholomew 先生

●招請講演Ⅰ 子宮頸部悪性腺腫を認識する抗体HIK1083の生まれるまで

石原和彦 先生

●招請講演Ⅱ 骨はどのようにしてできるか -軟骨分化の謎を探る-

鈴木不二男 先生

似顔絵コーナー

上段 会場入り口
下段 会場受付

上段 蔵本先生
上段 学会スタッフルームにて

下段 シンポジウムの1こま
懇親会（右下写真：プロのジャグリング）

下段 会場風景

Hit Song !

世界に一つだけの花 ／SMAP
月のしずく
／RUI
明日への扉 ／ I WiSH
COLORS ／ 宇多田ヒカル
涙雪の華 ／中島美嘉
もらい泣き ／一青窈
地上の星 ／中島みゆき
real Emotion ／ 倖田來未

写真提供：北里大学医療衛生学部 服部 学氏

学会スタッフと共に

● 2003年、こんなことがありました
･1月 第27代日本臨床細胞学会学会長に蔵本博行,M.D.就任.

・1月 横綱貴乃花が引退記者会見.

･1月 第9回日本・タイ細胞診ワークショップが開催される.（ホアヒン タイ）

・2月 米スペースシャトル･コロンビアがテキサス州上空で空中

・2月 日本臨床細胞学会によるNPO法人設立.

分解炎上.乗員７人死亡.
・6月 有事関連３法(武力攻撃事態対処法,改正自衛隊法,改正
安全保障会議設置法)成立.

第
45回日本臨床細胞学会総会（2004年）
第45回日本臨床細胞学会総会（2004年）
2004年 7月 8日〜7月11日

京王プラザホテル・新宿ファーストウエストビル （東京都）
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学会トピックス
●メインテーマ ポストゲノム時代-癌診断に向けての細胞形態学新戦略●会長講演

肺癌細胞診の将来への展望

加藤治文 先生

●特別講演Ⅰ Lessons learned from USA Pap test litigation
: Perspection from over 100 litigated cases
学会長 加藤治文

R. Marshall Austin 先生

●特別講演Ⅱ 光の可能性

晝馬輝夫 浜松ホトニクス株式会社

●招請講演Ⅰ Lung cancer pathology and phenotyping

Elisabeth Brambilla 先生

●招請講演Ⅱ Molecular biomarkers for early detection of lung cancers

Wilbur A. Franklin 先生

加藤先生
学会スタッフと共に

Hit Song !

● 2004年、こんなことがありました
･1月 第28代日本臨床細胞学会学会長に加藤治文,M.D.就任.

瞳をとじて ／平井堅
Jupiter ／平原綾香
さくらんぼ ／大塚愛
かたちあるもの ／柴咲コウ
ロコローション ／ ORANGE
RANGE
君にBUMP ／ケツメイシ
ハナミズキ ／一青窈
栄光の架橋 ／ ゆず

･1月 日本臨床細胞学会の施設認定制度で710施設が認定される.
･1月 第10回日本・タイ細胞診ワークショップが開催される.（チェンマイ・タイ）
・2月 第48回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 中島久良 長崎）
・3月 宮城肺癌検診喀痰細胞診勉強会が開催される.
・4月 15th International Congress of Cytologyが開催される.（サンチャゴ・チリ）

・1月 イラク復興支援特別措置法に基づき陸上自衛隊がイラク
南部サマワに派遣.
・1月 マイケル･ジャクソンが性的虐待容疑で裁判に出廷.
・3月 スペイン，マドリード中心部の鉄道三駅で,国際テロ組織
アルカイダによる爆弾10個が爆発.死亡200人,負傷1000.
・5月 北朝鮮拉致被害者家族,蓮池薫さんと地村保志さん両夫妻
の子供5人が帰国.
・5月 イラクでフリー記者橋田信介さんら2人が銃撃され死亡.
・6月 長崎県佐世保の小学校で6年生が同級生の女児に

写真提供：東京医科大学附属病院 三宅真司氏

カッターナイフで首を切られ殺害される.

第
46回日本臨床細胞学会総会（2005年）
第46回日本臨床細胞学会総会（2005年）
2005年 5月 26日〜5月28日
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福岡国際会議場 （福岡県）

学会トピックス
●メインテーマ がん検診の明日をめざして
●会長講演

子宮頸がん検診の現状と今後の展望

●特別講演

HPV testing ‒Use in clinical practice as an enhancement
to cytology

●教育講演
学会長 柏村正道

Hit Song !
青春アミーゴ / 修二と彰
バン!バン!バカンス / スマップ
プラネタリウム / 大塚愛
ノー･モア･クライ ./ D-51
オーシャン / ビーズ
さくら / コブクロ
さくら / ケツメイシ
粉雪 / レミオロメン
四次元 Four Dimensions /
Mr.Children
花 / ORENGE RENGE
マツケンサンバⅡ / 松平 健
Anniversary / Kinki Kids

写真提供：SRL西日本 西 国広氏

肝胆膵領域における異型細胞の採取と判定

柏村正道 先生

Walter Kinney 先生
広岡保明 先生

●要望講演Ⅰ アポトーシスと細胞診

井上勝一 先生

●要望講演Ⅱ 子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)の発がんリスク評価

古田玲子 先生

懇親会風景

● 2005年、こんなことがありました

マツケンサンバショー

・1月 NHK不祥事による受信料不払いが急増し,海老沢会長ら
幹部3人が引責辞任.

･1月 第29代日本臨床細胞学会学会長に柏村正道,M.D.就任.

・2月 ライブドア(堀江貴文社長)によるフジテレビ買収騒動.

･1月 この年より細胞学会誌の雑誌サイズと表紙デザインが変更された.

・3月 愛知県瀬戸市で愛知万博『愛･地球博』が開幕.

･1月 第11回日本・タイ細胞診ワークショップが開催される.（チョンブリ・タイ）

・4月 音楽配信サービスが本格的にスタート.

・3月 第2回肺癌検診喀痰細胞セミナー in Miyagiが開催される.

・4月 個人情報保護法が全面施行.

・4月 第50回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 田勢 亨 宮城）

・4月 兵庫県尼崎市でJR福知山線の快速電車が脱線し,マンション
に激突.死者107人,負傷者555人.
・6月 兵庫県から発生したアスベスト被害が全国に拡大.
政府が全面使用禁止を決定.

第
47回日本臨床細胞学会総会（2006年）
第47回日本臨床細胞学会総会（2006年）
2006年 6月 8日〜6月11日
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パシフィコ横浜 （神奈川県）

学会トピックス
●メインテーマ 臨床細胞学のNew Challenge
●特別講演Ⅰ Real-Time Multi-Color-Cellular Imaging in Live Mice

Robert M. Hoffman 先生

●特別講演Ⅱ これからの医学・医療 ‒日本臨床細胞学会に望む事-

日本医学会会長 高久史麿 先生

●特別講演Ⅲ 挑戦

国際柔道連盟教育コーティング理事
山下泰裕 先生

学会長 長村義之

高久先生
上段：山下泰裕 先生
下段：伊藤氏
学会会場風景

Hit Song !
feel / 倖田來未
Venus / タッキー＆翼
衝動 / Bʼz
ソメイヨシノ /
ENDLICHERI☆ENDLICHERI
Real face / KAT-TUN
Dear WOMAN / SMAP
旅人 / ケツメイシ
チャンピオーネ /
ＯＲＥＮＧＥ ＲＡＮＧＥ
抱いてセニョリータ / 山下智久
帚星 / Mr.Children

都竹氏

市民フォーラム

長村先生

● 2006年、こんなことがありました
･ 1月 第30代日本臨床細胞学会学会長に長村義之,M.D.就任.
･ 1月 第12回日本・タイ細胞診ワークショップが開催される.（チェンマイ・タイ）
・ 2月 第52回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 亀井敏昭 山口）
・ 3月 第3回肺癌検診喀痰細胞診セミナー in Miyagiが開催される.
・ 8月 第31回細胞診断学セミナーが開催される.（実施委員長 安田 允）
・ 8月 第51回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 大村峯夫 東京）
・ 8月 第52回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 日浦昌道 広島）

懇親会の風景

・10月 第53回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 清水道生 埼玉）

ワイルドワンズを迎えて

・10月 第5回日韓細胞診合同会議が開催される.（ソウル 韓国）
・11月 第3回日中細胞診合同会議が開催される.（桂林 中国）

写真提供：東海大学医学部附属病院 伊藤 仁 氏

