第
40回日本臨床細胞学会秋期大会（2001年）
第40回日本臨床細胞学会秋期大会（2001年）
2001年 11月 22日〜23日

米子コンベンションセンター / 米子市文化ホール （鳥取県）
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学会トピックス
●メインテーマ 臨床細胞学 -新たな始まり●会長講演

高齢化社会を穏やかに生きるために
‒益軒流の生き方-

●特別講演
学会長 貝原信明

会場風景

貝原信明 先生

細胞工学から見たがん細胞

押村光雄 先生

●教育講演Ⅰ 甲状腺乳頭癌の多彩な細胞像と鑑別診断

広川満良 先生

●教育講演Ⅱ 再生と化生

元井 信 先生

示説会場

大好評！カニ汁

会場風景

ごちそうさまです！！

● 2001年、こんなことがありました
･ 7月 国際細胞検査士CT，IAC資格認定試験が実施される.
･ 7月 第42回細胞検査士ワークショップが実施される.（実施委員長 阿部庄作 札幌）
・ 8月 第26回細胞診断学セミナーが実施される.（実施委員長 安田 允）

細胞診指導医数 1,876名

・ 8月 第41回細胞検査士教育セミナーが実施される.（実施委員長 佐々木 寛 東京）
・ 9月 第42回細胞検査士教育セミナーが実施される.（実施委員長 植田政嗣 大阪）

細胞検査士数

6,203名

・ 9月 第43回細胞検査士ワークショップが実施される.（実施委員長 手塚文明 宮城）
・12月 第34回細胞検査士資格認定試験が実施される.

写真提供：鳥取赤十字病院 植嶋輝久氏

・ 7月 兵庫県明石市の花火大会で,見物人が将棋倒しとなり,
10人死亡，100人以上が重軽傷.
・ 9月 アメリカ,ニューヨークで同時多発テロ.旅客機の衝突で
ツインタワーが崩落.
・ 9月 東京新宿歌舞伎町の雑居ビル３階から出火.客と従業員
44人が死亡,３人負傷.
・12月 東シナ海で海上保安庁の巡視船が不審船に対し威嚇発砲,
不審船は沈没.

第
41回日本臨床細胞学会秋期大会（2002年）
第41回日本臨床細胞学会秋期大会（2002年）
2002年 10月 31日〜11月2日

海峡メッセ / 下関市民会館 （山口県）
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学会トピックス
●メインテーマ 変性を科学する

学会長 石原得博

上段：市民公開講座会場に展示された細胞診標本
の

●会長講演

たかがアミロイド，されどアミロイド

石原得博 先生

●特別講演

「人との出会い」

廣中平祐 先生

●要望講演Ⅰ 膀胱癌の治療指針と細胞診

内藤克輔 先生

●教育講演Ⅱ 細胞診領域における法律責任

麻生利勝 先生（弁護士 法学博士）

●教育講演Ⅲ 乳腺細胞診の新報告様式

土屋眞一 先生

懇親会（ふぐ料理）
学会会場

顕微鏡写真を大きく印刷した巨大な垂れ幕

● 2002年、こんなことがありました

下段：同パネル写真

細胞診指導医数 2,028名
細胞検査士数

6,369名

写真提供：山口大学医学部病理学第一講座 河野裕夫先生
山口大学医学部保健学科 尾野 緑氏
山口大学医学部附属病院 境 一氏
関門医療センター 仲 徹氏
SRL西日本 青木 由香梨氏

･ 7月 第42回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 阿部庄作）

・ 8月 住民基本台帳ネットが全国で稼動.

・ 8月 第43回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 前田昭太郎 東京）

・ 9月 小泉首相が初の北朝鮮訪問.

・ 8月 第44回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 柏村正道 福岡）

・10月 日本人2人がノーベル賞同時受賞.

・ 8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）

・10月 小柴昌俊(76歳,東大名誉教授)物理学賞.

・ 9月 第45回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 小林省二 香川）

田中耕一(43歳,島津製作所)科学賞.

・10月 日韓細胞診学術交流が開催される.

・10月 北朝鮮拉致被害者5人が24年ぶりに帰国.

・11月 日中国交30周年記念「日中医学大会2002」が開催される.

・10月 国連安全保障理事会がイラクへ大量破壊兵器の査察.

・12月 第35回細胞検査士資格認定試験が実施される.

・10月 北朝鮮,核開発継続が発覚.
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第
42回日本臨床細胞学会秋期大会（2003年）
第42回日本臨床細胞学会秋期大会（2003年）
2003年 10月 25日〜10月26日

パシフィコ横浜 （神奈川県）

学会トピックス

学会長 篠塚孝男

●メインテーマ

医療の原点に返って

●会長講演

卵巣癌治療と腹腔内細胞診

篠塚孝男 先生

●特別講演

神奈川県における子宮がん車検診35年間の成績と検診の有効性について

岡島弘幸 先生

●要望講演

子宮内膜細胞診の診断的・治療的役割

●一般公開講座

：婦人科医の立場から見た現状と問題点

杉山裕子 先生

がんの告知とインフォームド・コンセントはどうあるべきか

パネラー：蔵本博行 先生
パネリスト：なだ いなだ 先生
中山裕樹 先生
玉池任子 先生
上野 創 先生

学会会場
学会スタッフと共に

懇親会風景

● 2003年、こんなことがありました
細胞診指導医数 2,159名

・ 7月 第46回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 水口 國雄 東京）

･ 9月 住民基本台帳ネットワークが本格稼動.

･ 8月 第28回細胞診断学セミナーが開催される.（実施委員長 安田 允 東京）

･ 9月 星野仙一監督率いる阪神タイガースが1985年以来18年ぶり4度

･ 8月 第45回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 平井康夫 東京）

細胞検査士数

6,573名

写真提供：篠塚孝男先生

目のリーグ優勝.

･ 8月 第46回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 中村 忍 奈良）

・10月 中国,初の有人宇宙飛行に成功．旧ソ連，米に次いで3ヶ国目.

・10月 第47回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 植田政嗣 大阪）

・11月 イラク復興支援特別措置法案成立.自衛隊のイラク派遣が決定.

・11月 第2回日韓細胞診合同会議が開催される.（ヨンピョン 韓国）

・12月 米軍がフセイン元大統領をティクリット郊外の穴倉の中で発見,拘束.

・12月 第36回細胞検査士資格認定試験が実施される.

・12月 新型肺炎(SARS)が世界中で猛威.
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第
39回日本臨床細胞学会
43
回日本臨床細胞学会秋季大会（
秋期大会（2005
2004年）
第39回日本臨床細胞学会秋季大会（2005年）
第43回日本臨床細胞学会秋期大会（2004年）
2004年 11月12日〜13日

京王プラザホテル （東京）

学会トピックス
●メインテーマ 腺癌をせめる
●特別講演

甲状腺組織分類の新しい流れと細胞診

●国際シンポジウム

坂本穆彦 先生

ASIA FORUM
アジア諸国における細胞診領域の協力体制

学会長 團野 誠

座長： 和田順子 ， 岡 輝明 先生

●バーチャルスライドカンファランス
乳腺細胞診新報告における「鑑別困難」例に迫る

学会受付

学会スタッフ

都竹氏

小島ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長と都竹検査士会会長密談中

学会本部 團野先生

後列：垣花先生 児玉先生
前列：長谷川先生 半藤先生 青木先生

團野先生 小島先生 和田先生

座長： 土屋眞一 ，田中文彦 先生

田中先生

都竹検査士会会長から学会長に感謝状授与

亀井先生

團野先生

柏村先生ご夫妻

後列：根本先生 ｽﾀｯﾌ 小島先生 ｽﾀｯﾌ 阿部氏

團野先生

蔵本先生

團野先生ご夫妻

前列：團野先生 長谷川先生 都竹氏

● 2004年、こんなことがありました
細胞診指導医数 2,274名
細胞検査士数

6,784名

・ 8月 第29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1回日中細胞診合同カンファランスが開催される.（長春 中国）
・ 8月 第47回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 太田博明 東京）
・ 9月 第48回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 覚道健一 和歌山）
・ 9月 第49回細胞検査士ワークショップが開催される.（実施委員長 山下幸紀 札幌）

写真提供：團野 誠先生

･10月 第3回日韓細胞病理学合同会議が開催される.（済州島 韓国）
・12月 第37回細胞検査士資格認定試験が実施される.

･ 9月 関西電力美浜原発3号機で配管が破裂し作業員5人死亡．
原発史上最悪の事故となる．
･ 9月 プロ野球再編問題で日本プロ野球選手会が計12試合で史上
初のストライキを決行．オリックスと近鉄が合併．楽天がライブ
ドアと競った後新規参入．ソフトバンクがダイエーを買収．
・10月 新潟県中越地震．マグニチュード6.8，震度7．死者40人負傷
者約4500人の大惨事となる．

第
44回日本臨床細胞学会秋期大会（2005年）
第44回日本臨床細胞学会秋期大会（2005年）
2005年 11月 11日〜11月12日

奈良県文化会館 / 奈良県新公会堂 （奈良県）
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学会トピックス
●メインテーマ 情報化社会と細胞診

学会長

●会長講演

細胞の増殖と死

中村 忍 先生

●特別講演

細胞の死とその異常

長田重一 先生

●特別報告

医療情報化の近未来

天神美夫 先生

中村 忍

奈良県文化会館

学会受付

奈良県新公会堂

ロビー（機器展示）

示説発表

第四会場 能楽堂ホール

第一会場

中村先生

第二会場

天神先生

シモンズ先生

国際フォーラムにて

● 2005年、こんなことがありました
細胞診専門医数 2,366名
細胞検査士数

6,943名

懇親会 都竹氏

懇親会にて
バンドリーダー 大橋氏

・ 7月 HOTLINE情報処理マニュアルの制定.

･ 8月 アメリカ,ルイジアナに巨大ハリケーン『カトリーナ』が上陸.犠牲者は120万人.

・ 7月 国際細胞検査士CT，IAC資格認定試験が実施される.

・10月 郵政民営化関連法案成立.

・ 8月 第30回細胞診断学セミナーが開催される.（実施委員長 安田 允）

・11月 大相撲九州場所で横綱朝青龍が優勝.前人未到の７連覇.

・ 8月 第49回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 根本則道 東京）

・11月 天皇家の長女,紀宮さまが,民間人の東京都職員黒田慶樹さんと結婚.

・ 8月 第50回細胞検査士教育セミナーが開催される.（実施委員長 植田政嗣 大阪）

・11月 姉歯秀次一級建築士によるマンション,ホテルの耐震強度計算書の偽造が発覚.

･ 9月 Dr.G.L.Wied Memorial Symposiumが開催される.（ウィーン）

・11月 鳥インフルエンザウイルス(H5N1)がアジアからヨーロッパに拡大.

･ 9月 第2回日中細胞診カンファランスが開催される.（長江 中国）
・10月 第51回細胞検査士ワークショップが開催される. （実施委員長 佐竹立成 愛知）
・11月 第4回日韓細胞診合同会議が開催される.（春川 韓国）
・12月 第38回細胞検査士資格認定試験が実施される.

写真提供：中村 忍先生
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第
45回日本臨床細胞学会秋期大会（2006年）
第45回日本臨床細胞学会秋期大会（2006年）
2006年 11月 10日〜11月11日

東京ビックサイト （東京都）

学会トピックス

学会長 宝来 威

●メインテーマ

臨床に語りかける細胞診

●会長講演

肺癌細胞診：肺癌細胞型分類と今後の展望

●特別報告

呼吸器細胞診のガイドライ

井上勝一 先生

●要望教育ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

液状処理細胞診

池本理恵 先生

赤松 節 先生 岡本 聡 先生

松並平晋 先生

三宅康之 先生 岩崎由恵 先生

中山富雄 先生

難波 清 先生 逸見晴恵 先生

●市民公開講座

宝来 威 先生

もっと気軽に、がん検診

常設展示 細胞学会50年の歩み

宇津木 久仁子 先生 石井保吉 先生

シンポジウムの１コマ
懇親会

昭和音楽大学木管五重奏の演奏

懇親会 早稲田大学チアリダーズのパフォーマンス

上段：田嶋先生 高橋先生 手塚先生 藤澤先生
下段：坂井先生 澤田先生
ワークショップの１コマ

学会会場

会長招宴にて

都竹事務局長を囲んで

● 2006年、こんなことがありました
･ 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 東京）

細胞診指導医数 2,476名

･ 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）
･ 9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）

細胞検査士数

7,174名

写真提供：癌研有明病院

・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）

･ 8月 国際天文学連合は、惑星の定義に関する決議を行った。これにより、
冥王星の分類が惑星から、矮惑星に変更されることになった。
･ 8月 衆参両院は本会議において内閣総理大臣指名選挙で自民党の安倍
晋三総裁（52）を第90代、57人目の首相に指名し、安倍内閣が発足した。

・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）

・10月 日本国内で携帯電話の番号ポータビリティが開始。

・11月 第3回日中細胞診合同会議が開催される.（桂林 韓国）

・10月 北海道日本ハムファイターズが44年ぶり2度目の日本シリーズ優勝。

・12月 第39回細胞検査士資格認定試験が実施される.

