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◇会長講演

◇特別講演 1

細胞診の可能性を問う：新たなるパラダイムへ

細胞が織り成す不思議な形態 ―『なぜ・どうして』を形態

川崎医科大学病理学

神戸常盤大学保健科学部医療検査学科

学的に理解するために ―
会員ならびに演者・座長の方へのお願い

1 ．一般会員ならびに未入会の方へ
（1） 当日参加受付
① 岡山駅構内の当日参加受付にて行います．

○森谷卓也(MD)

○畠

榮(CT)

受付開始時間 11 月 16 日（土）9：00〜17：30
11 月 17 日（日）8：00〜16：30
当日参加登録費 15,000 円
臨床細胞学は，パパニコロウ染色等による細胞の観察を
認識は基本的には哲学の概念で，主体あるいは主観が対
（学会本部が認めたもの）

学部学生・その他

無料

基盤としているが，形態変化から細胞・組織・臓器の機
象を明確に把握することを言う．知識とほぼ同義の語で
（学生証をご提示ください．資格更新には使えません）
能を探り，予後を推定するなど，医療現場ではより幅広

あるが，日常語の知識と区別され，知識は主に認識によっ

② 当日参加受付にて学会参加費をお支払いください．引き換えに参加証（ネームカード）をお渡しいたし

い分野で活用されている．正確な細胞診断が広く実施さ

て得られた「成果」を意味する．しかし認識は成果のみ

ますので，入場の際には必ず参加証をご着用ください．参加証のない方の入場は固くお断りいたしま

れるためには，細胞観察の基準（クライテリア）の策定

ならず，対象を把握するに至る「作用」を含む概念であ

す．

が必須と思われ，現在では細胞診ガイドラインや各種が

る．形態学的なパターン認識は自然情報処理のひとつ

参加証の再発行はできませんのでご了承ください．

んの取扱い規約など，多くの領域で取り決めがなされて

で，画像などの多量のデータの中から，意味を持つ対象

③ 学生は，受付時に学生証をご提示ください．ご提示のない場合は，通常の参加費をいただきます．

いる．共通の用語を用いることは，診療上も，学術的に

を選別して取り出す処理である．細胞診断において多数

（2） 事前参加登録をされた方

も必要である．しかし，実際の細胞を観察する際には，

の正常細胞の中から，特定の細胞が織り成す形態を識

① 参加証（ネームカード）は 2019 年 10 月下旬に郵送いたします．

別・認識するなどの行為はパターン認識そのものである．

必ずしもクリアカットにいかない，あるいは定型的所見

② 事前に郵送した参加証を忘れずに必ずご持参ください（原則として参加証の再発行はいたしません）．

に収まらないことは少なからず経験され，いかに客観的

「形」は本来「カタ」と「チ」を合わせたもので「カタ」

（3） プログラム集の事前発送はありません．抄録は本号（データ）のみに掲載されますので必ずプリントアウ
な細胞観察・診断・報告を行うかは，細胞診に関わる全

トもしくはデータでご持参ください．

ての者が常に意識し続けなければならない永遠の課題で

は外見的な型やパターン，
「チ」は内面的な力を表現して
いる．そこで細胞の外見と内在する本質的なものとを合

当日会場でお渡しするプログラムには抄録内容は掲載されておりませんのでご注意ください．

あるようにも思われる．一方，現在では免疫組織化学が

（4） 細胞検査士の単位の登録にあたり，

ルーチンで実施可能となり，さらには遺伝子解析をはじ

わせて「形」として細胞を捉え，細胞形態学を理解する
ことが出来ればと考え，細胞が織り成す「形」をパター

① 事前登録，当日登録いずれも，参加費納付の確認をもって大会参加単位受付を完了といたしますので，

めとする新しい手法の応用もはじまり，形態学にとどま

ン分類し診断へのアプローチについて述べる．鑑別にあ

当日，会場の大会参加受付でバーコードの読取りは必要ありません．

らない細胞診断学の新たな展開がなされる時代となっ

たっては，それぞれの病変にとって特異性の高い所見を

② 参加証（バーコード付）を，会員カードとして会期中の各種講演単位登録（細胞診専門医セミナーなら

た．顕微鏡画像のデジタル化や，専用機器や人工知能を

みつけるようにするとよい．特異性はないがその病変に

びに細胞診専門医研修指定講座）にご使用いただきますので，会員カードのご持参は不要です．

利用したスクリーニング補助（さらには診断補助？）も

しばしばみられる組織細胞所見は診断のヒントあるいは

※各種講演の単位登録は，入場時に，参加証に記載のバーコードの読取りを行います．

大いに注目されている．ただし，新しい手法により細胞

鍵となる．細胞診断を行う場合には，2 つの原則を念頭

単位は入場時のバーコード読取りと終了時の複写用紙の提出をもって取得できます．

形態から脱却するのではなく，形態観察が基本であるこ

に置き，細胞を観察することが重要である．1 つめは，

（5） 日本産婦人科学会会員の方は必ず e 医学会カードをお持ちください．
とは疑いの余地がないものと思われる．プログラムにメ

学会参加単位は e 医学会カードで登録を行います．

ディカルイラストレーションを取り入れた理由も形態学

（6） 日本産婦人科医会研修参加証を発行いたします．
を大切にしたいためである．これからの細胞診はどこに

（7） 演者および共同研究者

向かうのか，改めて考えてみたい．

正常細胞は丸みを有し，規則的かつ均一である．2 つめ

は，核の形態は細胞の活動状況，また細胞質は細胞の機
能的分化を反映するということである．今回は主に腺系
細胞が織り成す形態特徴をパターン分類し，その診断的

本学会会員に限ります．未入会の方は，日本臨床細胞学会事務局（http:／／jscc.or.jp／formalities／enroll／）に
意義について述べる．日頃観察している細胞が織り成す

て入会手続きをご覧ください．なお，
大会会場では入会手続きならびに年会費の払い込み等はできません．
不思議な形態は『なぜ・どうして』形成されるのかを形

2 ．座長の方へ

態学的に理解するための一助になれば幸いである．

（1） 口演発表の座長の方は，セッション開始の 30 分前までに各会場内右前方の次座長席にお着きください．
（2） 示説発表の座長の方は，セッション開始の 30 分前までに，ポスター会場前のポスター受付にて座長リボン
をお受け取りください．
（3） 進行は座長に一任いたしますが，セッションごとの時間厳守にご協力ください．
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◇特別講演 2
3 ．演者の方へ：利益相反の開示について

穿刺吸引細胞診―如何に論理的に観察するか、如何に合

◇特別講演 3
パターン認識から見た病理組織診断

筆頭演者自身の過去年間における，発表内容に関連する利益相反の有無を開示していただきます．詳細
理的に報告するか
は 386
18 ページの「演者の方への重要なお知らせ」をご参照ください．
ページの

医療法人神甲会隈病院病理診断科

京都大学名誉教授

4 ．口演発表の演者の方へ

（1） 発表時間，討論時間についてはセッションにより異なります．事前にご案内いたしました内容をご確認く
ださい．
（2） 投影スクリーンは 1 面で，発表には Windows PC とプロジェクター 1 台を使用いたします．
○廣川満良(MD)

○真鍋俊明

※ DVD，VTR や 35 mm スライドプロジェクター等の用意はございません．
（3） 演者は，各セッション開始の 40 分前までに以下の PC センターにて試写確認を行ったうえで，データを提
出してください．
≪ご注意：ご発表会場によりスライド受付（PC センター）の場所が異なります．
≫
演者が病理を始めた当初，顕微鏡での標本観察時，臨床
受付場所：PC センター① ホテルグランヴィア岡山 3 階 トパーズ
る学問で，そのプロセスには主観的要素が多く，客観的
診断があれば，それを手掛かりに病理の教科書をみて
「合
PC センター② 岡山コンベンションセンター 2 階 展示ホール
な判断基準を設けにくく，各論的な知識や長年の経験な
う，合わない」と考え込むか，そのような情報なしでは
PC センター③ 岡山シティミュージアム 5 階 会場前
くして成り立たないと思われがちである．確かに，剥離
どこを読めばよいか分からない」と頭を抱え
PC センター④ 岡山県医師会館 2 「どの本の，
階 エントランス
細胞診が主流であった時代はそうであったかもしれな
ることが多かった．病理診断は未知の状態から始まる．
PC センター⑤ ANA クラウンプラザホテル岡山
1 階 会場前
細胞診は個々の細胞を詳細に観察し，病態を明らかにす

い．近年，
穿刺吸引細胞診が様々な部位に対して行われ，
受付
発表会場

では，病理医は一体何を見て，どのように診断していけ
11 月 16 日（土)
11 月 17 日（日)

様々な検体処理法や検索法が氾濫しており，その診断学

ば良いのだろうか．私は，「病理医は組織の破壊像を認

はより複雑化している．しかし，幸いなことに，穿刺吸

識することによって，疾患を診断していく」，そして「そ

PC センター②
第 4・5・6 会場
引細胞診では病変部に穿刺針を刺入し，組織塊を採取す

9：00
の手立てを，腫瘍では組織模様や細胞像に求め，炎症性

PC センター①

第 1・2・3 会場

PC センター③
第 7 会場
るため，標本上の検体は組織構築をそのまま反映してい

～
病変では病変の主座と組織反応の様式に求める．これら

断への近道であるかが理解できるはずである．原則的

接しては，そこに潜むパターンを認識・分析し，鑑別を

に，穿刺吸引細胞診標本上に塗抹された検体のすべてが

繰り返して診断に到達すればよい」，と考えるに至った．

8：00
～
17：30
る．従って，その読みには病理組織学的知識が大いに役
模様や様式がパターンであり，これにより疾患を分類し
第 8 会場，
16：30
PC センター④
立ち，論理的な観察法を導入することが如何に正確な診
第 9 会場（11/16（土）のみ)たものをパターン分類として持っておけばよい．症例に
PC センター⑤

第 9 会場（11/17（日）のみ)

※ 11 月 17 日（日）の午前中に発表がある方は，前日（16 日（土）
）の午後までにデータ受付をお済ませ

診断の根拠となる．従って，標本上のすべての成分を余

になることをお勧めします．

すことなく観察することが重要であり，1）構成成分，2）

このパターン認識とそれに基づく分類を基にすれば，診
断のつけ方の原則がみえ，診断へのアプローチの方法を

（4） 発表データのファイル名は「セッション名_演題番号_氏名」としてください．
背景，3）出現様式，4）細胞形，5）細胞質所見，6）核

（5） 発表データは，PC データのみの受付とします．
所見の順に観察し，すべての所見を総合的に分析するこ

編み出すことができると思えた．また，形態の変化から
機能の変化を知ることもでき，病態をより深く理解でき

当日会場でご用意いたします Windows OS は，Windows 10 になります．

とが肝要である．そして，その報告は必ずその後の臨床

る．これらのために必要な基礎知識が，正常組織の熟知

※ Macintosh をご使用の方はご自身のパソコンをお持ちください（
【ノートパソコンをお持ち込みの場

的対応に役立つ合理的な記載であるべきである．本講演

合】をご参照ください）
．

では，穿刺吸引細胞診の論理的な観察法および合理的な

であり，その生理的変化のバリエーション，発生時にお
ける経時的形態変化，病理総論から見た組織像の特徴と

※ iPad を使用しての発表もできませんのでご注意ください．

報告を解説することを目的とする．

その意義の理解，病理組織変化の経時的変化を含めたバ

（6） 発表データは，CD-R か USB メモリにてご持参ください．

リエーション，生化学，免疫学，超微細構造からの解釈

※保存するメディアには発表に必要なデータのみとし，他のデータは保存しないでください．

の仕方，をしっかりマスターすることである．その上で，

※持ち込まれるメディアは，各自にて最新のデータによるウィルスチェックを必ず行ってご持参ください．
特殊染色や免疫染色などの手段を利用し確認していけ

※バックアップとして予備のデータもお持ちいただくことをお勧めします．

ば，より正確に鑑別し診断したり，病態を深く理解でき

（7） 発表に使用できるデータは，PowerPoint 2007・2010・2013・2016 を使用し作成したものに限ります．
る．

※ PowerPoint の機能の中にある，
「発表者ツール」を使用しての発表はできませんので，作成の際はご
本講演では，パターン認識を考えるに至った過程，パター

注意ください．発表原稿が必要な方は，あらかじめプリントアウトをお持ちください．会場でのプリ
ン分類の枠組みについてお話したい．

ントアウトは対応しておりません．
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◇会長講演

◇特別講演 1

細胞診の可能性を問う：新たなるパラダイムへ

細胞が織り成す不思議な形態 ―『なぜ・どうして』を形態

（8） 発表データに使用するフォントは，Windows 10 に標準搭載されているフォントを推奨いたします．
〔日本語〕
〔英

学的に理解するために ―

語〕

川崎医科大学病理学

神戸常盤大学保健科学部医療検査学科

（9） PowerPoint 上の動画は使用可能ですが，動画データは Windows 10 で標準状態の Windows Media Player で
再生できるファイル形式にて作成し，PowerPoint にリンクしてください．
※事前に発表データを作成した PC とは別の PC で，動作確認をお願いいたします．
※動画データは，PowerPoint データとともに使用する動画ファイルを同一フォルダーに整理し，保存の

○森谷卓也(MD)

○畠

榮(CT)

うえ，ご持参ください．
※標準的な動画コーデック以外の動画ファイルの場合，再生に不具合を生じる場合がございます（動画
再生に不安のある方は，ご自身の PC をご持参いただくことをお勧めいたします）
．
※ Microsoft PowerPoint 2010・2013・2016 で，動画ファイルを埋め込み処理された場合は，別途その動画

臨床細胞学は，パパニコロウ染色等による細胞の観察を

認識は基本的には哲学の概念で，主体あるいは主観が対

ファイルもご持参いただくことをお勧めいたします．

基盤としているが，形態変化から細胞・組織・臓器の機

象を明確に把握することを言う．知識とほぼ同義の語で

（10） 発表は，演者ご自身で演台上に設置されているマウス・キーボードを操作し，行ってください．
能を探り，予後を推定するなど，医療現場ではより幅広

あるが，日常語の知識と区別され，知識は主に認識によっ

※ PowerPoint の機能にある，
「発表者ツール」を使用しての発表はできませんので，ご注意ください．

い分野で活用されている．正確な細胞診断が広く実施さ

て得られた「成果」を意味する．しかし認識は成果のみ

※ iPad を使用しての発表もできませんのでご注意ください．

れるためには，細胞観察の基準（クライテリア）の策定

ならず，対象を把握するに至る「作用」を含む概念であ

（11） 次演者の方は，前の演者が登壇後すぐに次演者席にお着きください．
が必須と思われ，現在では細胞診ガイドラインや各種が

る．形態学的なパターン認識は自然情報処理のひとつ

んの取扱い規約など，多くの領域で取り決めがなされて

で，画像などの多量のデータの中から，意味を持つ対象

【ノートパソコンをお持ち込みの場合】

いる．共通の用語を用いることは，診療上も，学術的に

を選別して取り出す処理である．細胞診断において多数

（1） Macintosh を使用される方は，ご自身の PC をお持ちください．
も必要である．しかし，実際の細胞を観察する際には，

の正常細胞の中から，特定の細胞が織り成す形態を識

（2） モニター出力端子に Mini-D-Sub15pin 3 列コネクター（通常のモニター端子）が装備されているものに限
必ずしもクリアカットにいかない，あるいは定型的所見

別・認識するなどの行為はパターン認識そのものである．

ります．タブレット端末でのご発表はご遠慮ください．

に収まらないことは少なからず経験され，いかに客観的

「形」は本来「カタ」と「チ」を合わせたもので「カタ」

（3） スクリーンセーバー，省電力設定をあらかじめ解除してください．
な細胞観察・診断・報告を行うかは，細胞診に関わる全

（4） AC アダプターは必ずご持参ください．

ての者が常に意識し続けなければならない永遠の課題で

は外見的な型やパターン，
「チ」は内面的な力を表現して
いる．そこで細胞の外見と内在する本質的なものとを合

（5） 故障などの予期せぬトラブルに備え，バックアップデータをご持参ください．
あるようにも思われる．一方，現在では免疫組織化学が

わせて「形」として細胞を捉え，細胞形態学を理解する

（6） Macintosh や一部の Windows マシンでは変換コネクタが必要となりますので，必ずご持参ください．
ルーチンで実施可能となり，さらには遺伝子解析をはじ

ことが出来ればと考え，細胞が織り成す「形」をパター

（7） PC 受付にて動作確認後，ご発表の 20 分前までにご自身で会場の左側前方のオペレーター席まで PC をお
めとする新しい手法の応用もはじまり，形態学にとどま

ン分類し診断へのアプローチについて述べる．鑑別にあ

持ち込みください．口演終了後，オペレーター席で PC を返却いたします．

らない細胞診断学の新たな展開がなされる時代となっ

たっては，それぞれの病変にとって特異性の高い所見を

た．顕微鏡画像のデジタル化や，専用機器や人工知能を

みつけるようにするとよい．特異性はないがその病変に

利用したスクリーニング補助（さらには診断補助？）も

しばしばみられる組織細胞所見は診断のヒントあるいは

5 ．示説発表の演者の方へ

（1） 発表時間は 5 分．討論時間は 3 分です．発表時間を厳守してください．
大いに注目されている．ただし，新しい手法により細胞

鍵となる．細胞診断を行う場合には，2 つの原則を念頭

演者はポスター貼付用のパネル前に置かれているリボンを着用の上，発表時間に発表パネルの前にお越し

形態から脱却するのではなく，形態観察が基本であるこ

ください．

とは疑いの余地がないものと思われる．プログラムにメ

に置き，細胞を観察することが重要である．1 つめは，

正常細胞は丸みを有し，規則的かつ均一である．2 つめ

（2） パネルサイズは全体で縦 210 cm，横 90 cm です．演題番号は事務局で用意いたします．演題名・所属・氏
ディカルイラストレーションを取り入れた理由も形態学

は，核の形態は細胞の活動状況，また細胞質は細胞の機

名は上方の演題番号の横に縦 20 cm，横 70 cm に納まるようにご自身でご用意ください．掲示用のピンは

を大切にしたいためである．これからの細胞診はどこに

能的分化を反映するということである．今回は主に腺系

事務局で用意いたしますが，セロテープ，接着剤は使用できませんのでご注意ください．

向かうのか，改めて考えてみたい．

細胞が織り成す形態特徴をパターン分類し，その診断的

貼付および撤去は以下の時間内に行ってください．時間を過ぎても取り外されないポスターについては事
意義について述べる．日頃観察している細胞が織り成す

務局にて処分いたしますのでご了承ください．

不思議な形態は『なぜ・どうして』形成されるのかを形

※各日貼り替えとなります．ご発表日に応じて下記の貼付・撤去時間にてご対応ください．

態学的に理解するための一助になれば幸いである．
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◇特別講演 2

◇特別講演 3

穿刺吸引細胞診―如何に論理的に観察するか、如何に合
11 月 16 日（土）

パターン認識から見た病理組織診断
10：00〜12：00

理的に報告するか貼付時間

医療法人神甲会隈病院病理診断科
発表時間

11 月 17 日（日）

：30〜：30

11 月 16 日（土）

13：10〜16：22

京都大学名誉教授

11 月 17 日（日）

：30〜11：38，13：20〜14：16

11 月 16 日（土）

16：22〜18：00

撤去時間
11 月 17 日（日）

14：16〜15：20

○廣川満良(MD)

○真鍋俊明

6 ．イラスト・写真展
大会期間中，
「ひかりの広場」にて，一般市民にも閲覧していただけるイラスト・写真展およびコンテスト
を行います．

細胞診は個々の細胞を詳細に観察し，病態を明らかにす

演者が病理を始めた当初，顕微鏡での標本観察時，臨床

貼付時間
る学問で，そのプロセスには主観的要素が多く，客観的

10：00〜12：00
診断があれば，
それを手掛かりに病理の教科書をみて
「合

11 月 16 日 (土)
な判断基準を設けにくく，各論的な知識や長年の経験な

う，合わない」と考え込むか，そのような情報なしでは
12：00〜16：00

審査・表彰

くして成り立たないと思われがちである．確かに，剥離

「どの本の，
どこを読めばよいか分からない」と頭を抱え
＊懇親会にて表彰を行います．

細胞診が主流であった時代はそうであったかもしれな
撤去時間
11 月 17 日 (日)

ることが多かった．病理診断は未知の状態から始まる．
14：15〜15：15

い．近年，
穿刺吸引細胞診が様々な部位に対して行われ，

では，病理医は一体何を見て，どのように診断していけ

様々な検体処理法や検索法が氾濫しており，その診断学

ば良いのだろうか．私は，「病理医は組織の破壊像を認

はより複雑化している．しかし，幸いなことに，穿刺吸

識することによって，疾患を診断していく」，そして「そ

7 ．質疑応答について

（1） 質疑応答は座長の許可を得たうえで，最初に所属，氏名を述べてから行ってください．
引細胞診では病変部に穿刺針を刺入し，組織塊を採取す

（2） 質疑応答の記録は取りません．

の手立てを，腫瘍では組織模様や細胞像に求め，炎症性

るため，標本上の検体は組織構築をそのまま反映してい

病変では病変の主座と組織反応の様式に求める．これら

る．従って，その読みには病理組織学的知識が大いに役

模様や様式がパターンであり，これにより疾患を分類し

立ち，論理的な観察法を導入することが如何に正確な診

たものをパターン分類として持っておけばよい．症例に

8 ．スライドカンファレンスについて

症例は本大会ホームページにも掲載しており，解答ができます．是非ご覧ください．

断への近道であるかが理解できるはずである．原則的

接しては，そこに潜むパターンを認識・分析し，鑑別を

に，穿刺吸引細胞診標本上に塗抹された検体のすべてが

繰り返して診断に到達すればよい」，と考えるに至った．

診断の根拠となる．従って，標本上のすべての成分を余

このパターン認識とそれに基づく分類を基にすれば，診

9 ．ランチョンセミナーについて

11 月 16 日（土）
・11 月 17 日（日）の両日で昼食を用意いたします（設定時間・会場は，日程表をご参照

すことなく観察することが重要であり，1）構成成分，2）

断のつけ方の原則がみえ，診断へのアプローチの方法を

ください）
．ただし，数に限りがありますことをご了承ください．本セミナーは整理券制となっておりま

背景，3）出現様式，4）細胞形，5）細胞質所見，6）核

編み出すことができると思えた．また，形態の変化から

す．配布スケジュールは下記日程をご参照ください．

所見の順に観察し，すべての所見を総合的に分析するこ

機能の変化を知ることもでき，病態をより深く理解でき

ホテルグランヴィア岡山 1F・NHK 岡山放送局放送会館 2F の「整理券配布所」にて整理券を配布いたしま

とが肝要である．そして，その報告は必ずその後の臨床

る．これらのために必要な基礎知識が，正常組織の熟知

す（先着順，お一人様枚のみとなります．またセミナー開始と同時に無効となります）
．必ず，学会参加

的対応に役立つ合理的な記載であるべきである．本講演

受付を済ませてから整理券をお受け取りください．

では，穿刺吸引細胞診の論理的な観察法および合理的な
報告を解説することを目的とする．

日時／配布場所

であり，その生理的変化のバリエーション，発生時にお
ける経時的形態変化，病理総論から見た組織像の特徴と

ホテルグランヴィア岡山
NHK 岡山放送局放送会館
その意義の理解，病理組織変化の経時的変化を含めたバ
1F ロビー
2F ひかりの広場
リエーション，生化学，免疫学，超微細構造からの解釈

11 月 16 日（土）9：00〜11：00

の仕方，
ランチョンセミナー
1をしっかりマスターすることである．その上で，
ランチョンセミナー 2，3，4

11 月 17 日（日）8：00〜11：00

特殊染色や免疫染色などの手段を利用し確認していけ
ランチョンセミナー
5
ランチョンセミナー 6，7，8
ば，より正確に鑑別し診断したり，病態を深く理解でき
る．

10．企業展示について

本講演では，パターン認識を考えるに至った過程，パター

岡山コンベンションセンター 1F・2F・3F ロビー，2F レセプションホール前ロビーに企業展示ブースを設
ン分類の枠組みについてお話したい．

置いたします．
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◇会長講演
11．クロークについて

◇特別講演 1

細胞診の可能性を問う：新たなるパラダイムへ

細胞が織り成す不思議な形態 ―『なぜ・どうして』を形態

ホテルグランヴィア岡山 3F・4F，NHK 岡山放送局放送会館
2F ひかりの広場に設置いたしますのでご利
―
学的に理解するために
用ください．
クローク取扱い時間 11 月 16 日（土）9：00〜18：00神戸常盤大学保健科学部医療検査学科
川崎医科大学病理学
11 月 17 日（日）8：00〜17：00

12．会員懇親会について
○森谷卓也(MD)
日 時：11 月 16 日（土）18：30 開宴

会

○畠

榮(CT)

場：ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス

参加費：事前 3,000 円

当日 5,000 円（学部学生は当日のみ．3,000 円）

参加受付で懇親会参加費をお支払いのうえ会場にお越しください．
臨床細胞学は，パパニコロウ染色等による細胞の観察を

認識は基本的には哲学の概念で，主体あるいは主観が対

基盤としているが，形態変化から細胞・組織・臓器の機
13．写真撮影・録音および携帯電話の使用について

象を明確に把握することを言う．知識とほぼ同義の語で

能を探り，予後を推定するなど，医療現場ではより幅広
あるが，日常語の知識と区別され，知識は主に認識によっ
会場内での写真・ビデオ撮影および録音は固くお断りいたします．携帯電話をお持ちの方は，電源を切る
い分野で活用されている．正確な細胞診断が広く実施さ
か，マナーモードに設定してください．

て得られた「成果」を意味する．しかし認識は成果のみ

れるためには，細胞観察の基準（クライテリア）の策定

ならず，対象を把握するに至る「作用」を含む概念であ

が必須と思われ，現在では細胞診ガイドラインや各種が
14．託児施設について

る．形態学的なパターン認識は自然情報処理のひとつ

んの取扱い規約など，多くの領域で取り決めがなされて
完全予約制となっております．

で，画像などの多量のデータの中から，意味を持つ対象

いる．共通の用語を用いることは，診療上も，学術的に
を選別して取り出す処理である．細胞診断において多数
詳細は本大会ホームページ（http:／／www.convention-w.jp／jscc58atm／）をご確認ください．
も必要である．しかし，実際の細胞を観察する際には，

の正常細胞の中から，特定の細胞が織り成す形態を識

必ずしもクリアカットにいかない，あるいは定型的所見

別・認識するなどの行為はパターン認識そのものである．

に収まらないことは少なからず経験され，いかに客観的

「形」は本来「カタ」と「チ」を合わせたもので「カタ」

な細胞観察・診断・報告を行うかは，細胞診に関わる全

は外見的な型やパターン，
「チ」は内面的な力を表現して

ての者が常に意識し続けなければならない永遠の課題で

いる．そこで細胞の外見と内在する本質的なものとを合

あるようにも思われる．一方，現在では免疫組織化学が

わせて「形」として細胞を捉え，細胞形態学を理解する

ルーチンで実施可能となり，さらには遺伝子解析をはじ

ことが出来ればと考え，細胞が織り成す「形」をパター

めとする新しい手法の応用もはじまり，形態学にとどま

ン分類し診断へのアプローチについて述べる．鑑別にあ

らない細胞診断学の新たな展開がなされる時代となっ

たっては，それぞれの病変にとって特異性の高い所見を

た．顕微鏡画像のデジタル化や，専用機器や人工知能を

みつけるようにするとよい．特異性はないがその病変に

利用したスクリーニング補助（さらには診断補助？）も

しばしばみられる組織細胞所見は診断のヒントあるいは

大いに注目されている．ただし，新しい手法により細胞

鍵となる．細胞診断を行う場合には，2 つの原則を念頭

形態から脱却するのではなく，形態観察が基本であるこ

に置き，細胞を観察することが重要である．1 つめは，

とは疑いの余地がないものと思われる．プログラムにメ

正常細胞は丸みを有し，規則的かつ均一である．2 つめ

ディカルイラストレーションを取り入れた理由も形態学

は，核の形態は細胞の活動状況，また細胞質は細胞の機

を大切にしたいためである．これからの細胞診はどこに

能的分化を反映するということである．今回は主に腺系

向かうのか，改めて考えてみたい．

細胞が織り成す形態特徴をパターン分類し，その診断的
意義について述べる．日頃観察している細胞が織り成す
不思議な形態は『なぜ・どうして』形成されるのかを形
態学的に理解するための一助になれば幸いである．
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◇特別講演 2

◇特別講演 3
パターン認識から見た病理組織診断
演者の方へ重要なお知らせ

穿刺吸引細胞診―如何に論理的に観察するか、如何に合
理的に報告するか

発表演題に関する利益相反（conflict of interest：COI）の開示について

医療法人神甲会隈病院病理診断科

京都大学名誉教授

2010 年 5 月の第 51 回日本臨床細胞学会総会（春期大会）において「細胞診断学に関する臨床研究の利益相反に
関する指針」が承認され，本指針に従いまして発表者の利益相反状態の自己申告を行っていただくこととなりま
した．
○廣川満良(MD)

○真鍋俊明

．筆頭演者自身の過去 1 年間における，発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わる利益相反の
有無を開示していただきます（共同演者のものは開示不要）
．
．利益相反「あり」の場合は，学術集会発表時に日本臨床細胞学会ホームページ内の本指針

自己申告書 1「筆

細胞診は個々の細胞を詳細に観察し，病態を明らかにす

演者が病理を始めた当初，顕微鏡での標本観察時，臨床

る学問で，そのプロセスには主観的要素が多く，客観的

診断があれば，それを手掛かりに病理の教科書をみて
「合

な判断基準を設けにくく，各論的な知識や長年の経験な

う，合わない」と考え込むか，そのような情報なしでは

くして成り立たないと思われがちである．確かに，剥離

「どの本の，どこを読めばよいか分からない」と頭を抱え

細胞診が主流であった時代はそうであったかもしれな

ることが多かった．病理診断は未知の状態から始まる．

い．近年，
穿刺吸引細胞診が様々な部位に対して行われ，

では，病理医は一体何を見て，どのように診断していけ

様々な検体処理法や検索法が氾濫しており，その診断学

ば良いのだろうか．私は，「病理医は組織の破壊像を認

はより複雑化している．しかし，幸いなことに，穿刺吸

識することによって，疾患を診断していく」，そして「そ

引細胞診では病変部に穿刺針を刺入し，組織塊を採取す
例 1） 利益相反「あり」の場合
るため，標本上の検体は組織構築をそのまま反映してい
第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会
る．従って，その読みには病理組織学的知識が大いに役
COI 開示
立ち，論理的な観察法を導入することが如何に正確な診
筆頭演者名：
断への近道であるかが理解できるはずである．原則的
今回の演題に関して開示すべき COI は以下の

の手立てを，腫瘍では組織模様や細胞像に求め，炎症性
例 2） 利益相反「なし」の場合
病変では病変の主座と組織反応の様式に求める．これら
第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会
模様や様式がパターンであり，これにより疾患を分類し
COI 開示
たものをパターン分類として持っておけばよい．症例に
筆頭演者名：
接しては，そこに潜むパターンを認識・分析し，鑑別を

とおりです．
に，穿刺吸引細胞診標本上に塗抹された検体のすべてが
＊
内容
企業名等
診断の根拠となる．従って，標本上のすべての成分を余
役員・顧問職
A 製薬会社
すことなく観察することが重要であり，1）構成成分，2）
講演料など
B 医療機器メーカー
背景，3）出現様式，4）細胞形，5）細胞質所見，6）核
原稿料など
C 出版社
所見の順に観察し，すべての所見を総合的に分析するこ

繰り返して診断に到達すればよい」，と考えるに至った．
今回の演題に関して開示すべき COI はありま
このパターン認識とそれに基づく分類を基にすれば，診
せん．
断のつけ方の原則がみえ，診断へのアプローチの方法を

とが肝要である．そして，その報告は必ずその後の臨床

る．これらのために必要な基礎知識が，正常組織の熟知

頭演者の利益相反自己申告書」
（様式 1）に準拠し，発表スライド，あるいはポスターの冒頭または最後に開
示していただくこととなります．

．利益相反「なし」の場合も，必ず「利益相反なし」と記載していただきます．
．開示形式は下記，例 1）
〜例 2）をご参照ください．

各々の開示すべき事項についておよび自己申告が必要な金額は，日本臨床細胞学会ホームページ内の指針

（http:／／jscc.or.jp／coi）をご参照ください．

＊

編み出すことができると思えた．また，形態の変化から
機能の変化を知ることもでき，病態をより深く理解でき

内容：役員・顧問職，株，特許使用料，講演料など，原稿料など，研究費，その他報酬の中から該当するものを
的対応に役立つ合理的な記載であるべきである．本講演

記載してください．

であり，その生理的変化のバリエーション，発生時にお

では，穿刺吸引細胞診の論理的な観察法および合理的な

ける経時的形態変化，病理総論から見た組織像の特徴と

報告を解説することを目的とする．

その意義の理解，病理組織変化の経時的変化を含めたバ
リエーション，生化学，免疫学，超微細構造からの解釈
の仕方，をしっかりマスターすることである．その上で，
特殊染色や免疫染色などの手段を利用し確認していけ
ば，より正確に鑑別し診断したり，病態を深く理解でき
る．
本講演では，パターン認識を考えるに至った過程，パター
ン分類の枠組みについてお話したい．
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◇特別講演 2

◇特別講演 3

穿刺吸引細胞診―如何に論理的に観察するか、如何に合

パターン認識から見た病理組織診断

理的に報告するか

細胞診専門医会会員へお知らせ

医療法人神甲会隈病院病理診断科

京都大学名誉教授

※細胞診専門医セミナーならびに細胞診専門医研修指定講座の受付は，参加証（事前登録，当日登
録ともにバーコード付）の読み取りで出席の登録を行います．必ず参加証（事前登録，当日登録と
もにバーコード付）をご持参ください．また，会場前受付時に配布する複写用紙に専門医番号と氏
名をご記入後，退室時に控えを提出してください．原本につきましては，次回資格更新時まで大切
○廣川満良(MD)
○真鍋俊明
に保管ください．

1．細胞診専門医セミナー（教育研修指導医講習会を兼ねる）

11 月 17 日（日）16：00 ～ 17：00 第１会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス）
演者が病理を始めた当初，顕微鏡での標本観察時，臨床
「臓器横断的癌取扱い規約について」
る学問で，そのプロセスには主観的要素が多く，客観的
診断があれば，それを手掛かりに病理の教科書をみて
「合
座長：植田政嗣（畿央大学大学院健康科学研究科）
細胞診は個々の細胞を詳細に観察し，病態を明らかにす

な判断基準を設けにくく，各論的な知識や長年の経験な

う，合わない」と考え込むか，そのような情報なしでは

くして成り立たないと思われがちである．確かに，剥離

「どの本の，どこを読めばよいか分からない」と頭を抱え

細胞診が主流であった時代はそうであったかもしれな

ることが多かった．病理診断は未知の状態から始まる．

演者：落合淳志（国立がん研究センター先端医療開発センター）

2．細胞診専門医研修指定講座

い．近年，
穿刺吸引細胞診が様々な部位に対して行われ，
では，病理医は一体何を見て，どのように診断していけ
細胞専門医会では，細胞診専門医の資格更新のためのクレジットの一部にすることを前提に毎回
様々な検体処理法や検索法が氾濫しており，その診断学
ば良いのだろうか．私は，「病理医は組織の破壊像を認
の学術プログラムから「細胞診専門医研修指定講座」を選定しております．

はより複雑化している．しかし，幸いなことに，穿刺吸
識することによって，疾患を診断していく」，そして「そ
この度の第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会学術プログラムの中から，細胞診専門医の生涯教育
引細胞診では病変部に穿刺針を刺入し，組織塊を採取す
の手立てを，腫瘍では組織模様や細胞像に求め，炎症性
のための研修プログラムとして特にふさわしい下記の講演を細胞診専門医会が選定し「細胞診専門

医研修指定講座」に決定いたしました．
るため，標本上の検体は組織構築をそのまま反映してい

病変では病変の主座と組織反応の様式に求める．これら

る．従って，その読みには病理組織学的知識が大いに役

模様や様式がパターンであり，これにより疾患を分類し

感染対策セミナー
立ち，論理的な観察法を導入することが如何に正確な診

たものをパターン分類として持っておけばよい．症例に

11 月 16 日（土）14：35 ～ 15：35 第 1 会場（ホテルグランヴィア岡山
4F フェニックス）
断への近道であるかが理解できるはずである．原則的
接しては，そこに潜むパターンを認識・分析し，鑑別を
「最近注目されている感染症の動向と臨床検体のとり扱いの留意点」
に，穿刺吸引細胞診標本上に塗抹された検体のすべてが

繰り返して診断に到達すればよい」，と考えるに至った．

診断の根拠となる．従って，標本上のすべての成分を余

このパターン認識とそれに基づく分類を基にすれば，診

すことなく観察することが重要であり，1）構成成分，2）

断のつけ方の原則がみえ，診断へのアプローチの方法を

岸本寿男（岡山県健康づくり財団健康づくり総合センター）

医療安全セミナー
編み出すことができると思えた．また，形態の変化から
11 月 17 日（日）10：40 ～ 11：40 第 1 会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス）
所見の順に観察し，すべての所見を総合的に分析するこ
機能の変化を知ることもでき，病態をより深く理解でき
「病院管理者の視点からみた医療安全の課題」
とが肝要である．そして，その報告は必ずその後の臨床
る．これらのために必要な基礎知識が，正常組織の熟知
下 正宗（医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院病理診断科）
背景，3）出現様式，4）細胞形，5）細胞質所見，6）核

的対応に役立つ合理的な記載であるべきである．本講演

であり，その生理的変化のバリエーション，発生時にお

では，穿刺吸引細胞診の論理的な観察法および合理的な
医療倫理セミナー

ける経時的形態変化，病理総論から見た組織像の特徴と

報告を解説することを目的とする．
11 月 17 日（日）14：40 ～ 15：40

その意義の理解，病理組織変化の経時的変化を含めたバ
第１会場（ホテルグランヴィア岡山
4F フェニックス）
「人を対象とする医学系研究に関する倫理について」リエーション，生化学，免疫学，超微細構造からの解釈
永井 敦（川崎医科大学泌尿器科）
の仕方，をしっかりマスターすることである．その上で，
特殊染色や免疫染色などの手段を利用し確認していけ

上記プログラムは，中継会場でのご聴講でも単位の取得が可能となっております．
ば，より正確に鑑別し診断したり，病態を深く理解でき
平成 25 年度より細胞診専門医資格更新制度が改革され，細胞診専門医会出席義務廃止，研修指
る．
定講座等への参加クレジット重視の方向性となっております．
本講演では，パターン認識を考えるに至った過程，パター
研修指定講座 1 回出席につき 15 単位が認められます（新制度では１単位）．
ン分類の枠組みについてお話したい．




細胞診専門医会会長・細胞診専門医委員会委員長
第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会会長

植田政嗣
森谷卓也
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巻 補冊 2 号，2019 年

◇会長講演

◇特別講演 1

細胞診の可能性を問う：新たなるパラダイムへ

細胞が織り成す不思議な形態 ―『なぜ・どうして』を形態

学的に理解するために ―
日本産科婦人科学会会員参加単位登録について
川崎医科大学病理学

神戸常盤大学保健科学部医療検査学科
ホテルグランヴィア岡山 1F の「日本産科婦人科学会
参加単位受付」にお越しください．単位
登録に際し，e 医学会カードが必要となりますので，必ずご持参ください．（専門医シールの配付
はございません）

○森谷卓也(MD)
受付時間

○畠

臨床細胞学は，パパニコロウ染色等による細胞の観察を

認識は基本的には哲学の概念で，主体あるいは主観が対

基盤としているが，形態変化から細胞・組織・臓器の機

象を明確に把握することを言う．知識とほぼ同義の語で

能を探り，予後を推定するなど，医療現場ではより幅広

あるが，日常語の知識と区別され，知識は主に認識によっ

れるためには，細胞観察の基準（クライテリア）の策定

ならず，対象を把握するに至る「作用」を含む概念であ

榮(CT)

11 月 16 日（土）9：00 ～
11 月 17 日（日）8：00 ～

日本専門医機構専門医共通講習のご案内
い分野で活用されている．正確な細胞診断が広く実施さ
て得られた「成果」を意味する．しかし認識は成果のみ

が必須と思われ，現在では細胞診ガイドラインや各種が
る．形態学的なパターン認識は自然情報処理のひとつ
以下の講演は日本専門医機構における基本領域学会の専門医共通講習として認定されておりま
んの取扱い規約など，多くの領域で取り決めがなされて
す．

で，画像などの多量のデータの中から，意味を持つ対象

会場にて「受講証明書」を発行いたしますので，大切に保管してください．
いる．共通の用語を用いることは，診療上も，学術的に
を選別して取り出す処理である．細胞診断において多数

（日本産科婦人科学会の会員は，会場にて e 医学会カードの読み取りを行います）
も必要である．しかし，実際の細胞を観察する際には，
の正常細胞の中から，特定の細胞が織り成す形態を識
必ずしもクリアカットにいかない，あるいは定型的所見

別・認識するなどの行為はパターン認識そのものである．

な細胞観察・診断・報告を行うかは，細胞診に関わる全

は外見的な型やパターン，
「チ」は内面的な力を表現して

あるようにも思われる．一方，現在では免疫組織化学が

わせて「形」として細胞を捉え，細胞形態学を理解する

ルーチンで実施可能となり，さらには遺伝子解析をはじ

ことが出来ればと考え，細胞が織り成す「形」をパター

利用したスクリーニング補助（さらには診断補助？）も

しばしばみられる組織細胞所見は診断のヒントあるいは

大いに注目されている．ただし，新しい手法により細胞
医療倫理セミナー

鍵となる．細胞診断を行う場合には，2 つの原則を念頭

感染対策セミナー
に収まらないことは少なからず経験され，いかに客観的
「形」は本来「カタ」と「チ」を合わせたもので「カタ」
11 月 16 日（土）14：35 ～ 15：35 第 1 会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス）
「最近注目されている感染症の動向と臨床検体のとり扱いの留意点」
ての者が常に意識し続けなければならない永遠の課題で
いる．そこで細胞の外見と内在する本質的なものとを合
岸本寿男（岡山県健康づくり財団健康づくり総合センター）
医療安全セミナー
めとする新しい手法の応用もはじまり，形態学にとどま
ン分類し診断へのアプローチについて述べる．鑑別にあ
11 月 17 日（日）10：40 ～ 11：40 第 1 会場（ホテルグランヴィア岡山
4F フェニックス）
らない細胞診断学の新たな展開がなされる時代となっ
たっては，それぞれの病変にとって特異性の高い所見を
「病院管理者の視点からみた医療安全の課題」
た．顕微鏡画像のデジタル化や，専用機器や人工知能を
みつけるようにするとよい．特異性はないがその病変に
下 正宗（医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院病理診断科）

11 月 17 日（日）14：40 ～ 15：40 第１会場（ホテルグランヴィア岡山
4F フェニックス）
形態から脱却するのではなく，形態観察が基本であるこ
に置き，細胞を観察することが重要である．1
つめは，
「人を対象とする医学系研究に関する倫理について」
とは疑いの余地がないものと思われる．プログラムにメ
正常細胞は丸みを有し，規則的かつ均一である．2 つめ
永井 敦（川崎医科大学泌尿器科）
ディカルイラストレーションを取り入れた理由も形態学

は，核の形態は細胞の活動状況，また細胞質は細胞の機

を大切にしたいためである．これからの細胞診はどこに

能的分化を反映するということである．今回は主に腺系

向かうのか，改めて考えてみたい．

細胞が織り成す形態特徴をパターン分類し，その診断的
意義について述べる．日頃観察している細胞が織り成す
不思議な形態は『なぜ・どうして』形成されるのかを形
態学的に理解するための一助になれば幸いである．

会
長
講
演
・
特
別
講
演
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◇特別講演 2

◇特別講演 3

穿刺吸引細胞診―如何に論理的に観察するか、如何に合

パターン認識から見た病理組織診断

理的に報告するか

日本病理学会領域講習のご案内

医療法人神甲会隈病院病理診断科

京都大学名誉教授
以下の講演は日本病理学会の領域講習として認定されております．
会場にて「受講証明書」を発行いたしますので，大切に保管してください．

招請講演 1

○廣川満良(MD)
11 月 16 日（土）10：00 ～ 11：00

○真鍋俊明
第１会場（ホテルグランヴィア岡山
4F

「AI と細胞～細胞画像に秘められた可能性の探求」
山本陽一朗（理化学研究所革新知能統合研究センター病理情報学チーム）

フェニックス）

特別講演２
細胞診は個々の細胞を詳細に観察し，病態を明らかにす

演者が病理を始めた当初，顕微鏡での標本観察時，臨床

な判断基準を設けにくく，各論的な知識や長年の経験な

う，合わない」と考え込むか，そのような情報なしでは

くして成り立たないと思われがちである．確かに，剥離

「どの本の，どこを読めばよいか分からない」と頭を抱え

細胞診が主流であった時代はそうであったかもしれな

ることが多かった．病理診断は未知の状態から始まる．

引細胞診では病変部に穿刺針を刺入し，組織塊を採取す

の手立てを，腫瘍では組織模様や細胞像に求め，炎症性

るため，標本上の検体は組織構築をそのまま反映してい

病変では病変の主座と組織反応の様式に求める．これら

る．従って，その読みには病理組織学的知識が大いに役

模様や様式がパターンであり，これにより疾患を分類し

立ち，論理的な観察法を導入することが如何に正確な診

たものをパターン分類として持っておけばよい．症例に

断への近道であるかが理解できるはずである．原則的

接しては，そこに潜むパターンを認識・分析し，鑑別を

に，穿刺吸引細胞診標本上に塗抹された検体のすべてが

繰り返して診断に到達すればよい」，と考えるに至った．

診断の根拠となる．従って，標本上のすべての成分を余

このパターン認識とそれに基づく分類を基にすれば，診

11 月 16 日（土）16：00 ～ 17：00 第１会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス）
る学問で，そのプロセスには主観的要素が多く，客観的
診断があれば，それを手掛かりに病理の教科書をみて
「合
「穿刺吸引細胞診―如何に論理的に観察するか，如何に合理的に報告するか」
廣川満良（医療法人神甲会隈病院病理診断科）

特別講演３
い．近年，
では，病理医は一体何を見て，どのように診断していけ
11穿刺吸引細胞診が様々な部位に対して行われ，
月 17 日（日）8：30 ～ 9：30 第１会場（ホテルグランヴィア岡山
4F フェニックス）
様々な検体処理法や検索法が氾濫しており，その診断学
ば良いのだろうか．私は，「病理医は組織の破壊像を認
「パターン認識から見た病理組織診断」
はより複雑化している．しかし，幸いなことに，穿刺吸
識することによって，疾患を診断していく」，そして「そ
真鍋俊明（京都大学）

すことなく観察することが重要であり，1）構成成分，2）

断のつけ方の原則がみえ，診断へのアプローチの方法を

背景，3）出現様式，4）細胞形，5）細胞質所見，6）核

編み出すことができると思えた．また，形態の変化から

所見の順に観察し，すべての所見を総合的に分析するこ

機能の変化を知ることもでき，病態をより深く理解でき

とが肝要である．そして，その報告は必ずその後の臨床

る．これらのために必要な基礎知識が，正常組織の熟知

的対応に役立つ合理的な記載であるべきである．本講演

であり，その生理的変化のバリエーション，発生時にお

では，穿刺吸引細胞診の論理的な観察法および合理的な

ける経時的形態変化，病理総論から見た組織像の特徴と

報告を解説することを目的とする．

その意義の理解，病理組織変化の経時的変化を含めたバ
リエーション，生化学，免疫学，超微細構造からの解釈
の仕方，をしっかりマスターすることである．その上で，
特殊染色や免疫染色などの手段を利用し確認していけ
ば，より正確に鑑別し診断したり，病態を深く理解でき
る．
本講演では，パターン認識を考えるに至った過程，パター
ン分類の枠組みについてお話したい．
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◇会長講演

◇特別講演 1
細胞が織り成す不思議な形態
第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会
学的に理解するために ―
市民公開講座

細胞診の可能性を問う：新たなるパラダイムへ

川崎医科大学病理学

―
『なぜ・どうして』を形態

神戸常盤大学保健科学部医療検査学科

11 月 17 日（日）14：30 ～ 16：00

第 8 会場（2F 岡山県医師会館 三木記念ホール）

テーマ：
「あなたとあなたの大切なひとを乳癌で失わないために
○森谷卓也(MD)
～女性のがん第１位

○畠
知っておきたい乳癌のこと～」

榮(CT)

司会：大森昌子（倉敷成人病センター病理診断科）
今田孝子（岡山中央病院乳腺外科）
臨床細胞学は，パパニコロウ染色等による細胞の観察を

認識は基本的には哲学の概念で，主体あるいは主観が対

基盤としているが，形態変化から細胞・組織・臓器の機
開会の挨拶

象を明確に把握することを言う．知識とほぼ同義の語で

能を探り，予後を推定するなど，医療現場ではより幅広

あるが，日常語の知識と区別され，知識は主に認識によっ

い分野で活用されている．正確な細胞診断が広く実施さ

て得られた「成果」を意味する．しかし認識は成果のみ

れるためには，細胞観察の基準（クライテリア）の策定

ならず，対象を把握するに至る「作用」を含む概念であ

が必須と思われ，現在では細胞診ガイドラインや各種が

る．形態学的なパターン認識は自然情報処理のひとつ

んの取扱い規約など，多くの領域で取り決めがなされて

で，画像などの多量のデータの中から，意味を持つ対象

いる．共通の用語を用いることは，診療上も，学術的に

を選別して取り出す処理である．細胞診断において多数

も必要である．しかし，実際の細胞を観察する際には，

の正常細胞の中から，特定の細胞が織り成す形態を識

必ずしもクリアカットにいかない，あるいは定型的所見

別・認識するなどの行為はパターン認識そのものである．

に収まらないことは少なからず経験され，いかに客観的

「形」は本来「カタ」と「チ」を合わせたもので「カタ」

な細胞観察・診断・報告を行うかは，細胞診に関わる全

は外見的な型やパターン，
「チ」は内面的な力を表現して

1．乳癌を早期発見するために

マンモグラフィ検診と自己検診

白岩美咲（香川県立中央病院乳腺センター）

2．乳癌の病理診断

正しい治療選択の道しるべ

堀井理絵（埼玉県立がんセンター病理診断科）

3．乳癌が見つかったら

森谷卓也（川崎医科大学病理学）

～乳癌の治療とそれを支えるチーム医療～

水藤晶子（多度津三宅病院）
ての者が常に意識し続けなければならない永遠の課題で

いる．そこで細胞の外見と内在する本質的なものとを合

あるようにも思われる．一方，現在では免疫組織化学が

わせて「形」として細胞を捉え，細胞形態学を理解する

4．がん患者から２児の母に！私の
AYA 世代がん体験
ルーチンで実施可能となり，さらには遺伝子解析をはじ

ことが出来ればと考え，細胞が織り成す「形」をパター

ボーマン三枝（若年性がん経験者サポートグループ AYACan
‼代表/下着屋 Clove 代表）
めとする新しい手法の応用もはじまり，形態学にとどま
ン分類し診断へのアプローチについて述べる．鑑別にあ
らない細胞診断学の新たな展開がなされる時代となっ

たっては，それぞれの病変にとって特異性の高い所見を

5．乳がんと共に
15 年 ―自分らしい QOL を大切にして―
た．顕微鏡画像のデジタル化や，専用機器や人工知能を
みつけるようにするとよい．特異性はないがその病変に
利用したスクリーニング補助（さらには診断補助？）も
樫本惠美（乳がん患者会あけぼの岡山）

しばしばみられる組織細胞所見は診断のヒントあるいは

大いに注目されている．ただし，新しい手法により細胞

鍵となる．細胞診断を行う場合には，2 つの原則を念頭

形態から脱却するのではなく，形態観察が基本であるこ

に置き，細胞を観察することが重要である．1 つめは，

とは疑いの余地がないものと思われる．プログラムにメ

正常細胞は丸みを有し，規則的かつ均一である．2 つめ

ディカルイラストレーションを取り入れた理由も形態学

は，核の形態は細胞の活動状況，また細胞質は細胞の機

を大切にしたいためである．これからの細胞診はどこに

能的分化を反映するということである．今回は主に腺系

向かうのか，改めて考えてみたい．

細胞が織り成す形態特徴をパターン分類し，その診断的
意義について述べる．日頃観察している細胞が織り成す
不思議な形態は『なぜ・どうして』形成されるのかを形
態学的に理解するための一助になれば幸いである．
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演

