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第 58回日本臨床細胞学会秋期大会プログラム26

※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
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）
　「臓器横断的癌取扱い規約について」
　座長：植田政嗣（畿央大学大学院健康科学研究科）
　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
　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
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．
　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
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．

感染対策セミナー
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」

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
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）
「病院管理者の視点からみた医療安全の課題」

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）

医療倫理セミナー
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）
「人を対象とする医学系研究に関する倫理について」

永井　敦（川崎医科大学泌尿器科）

　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．
　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
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．
　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）．

� 細胞診専門医会会長・細胞診専門医委員会委員長　植田政嗣
� 第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会会長　森谷卓也

細胞診専門医会会員へお知らせ
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◇特別講演 2

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

医療法人神甲会隈病院病理診断科

○廣川満良(MD)

細胞診は個々の細胞を詳細に観察し，病態を明らかにす

る学問で，そのプロセスには主観的要素が多く，客観的

な判断基準を設けにくく，各論的な知識や長年の経験な

くして成り立たないと思われがちである．確かに，剥離

細胞診が主流であった時代はそうであったかもしれな

い．近年，穿刺吸引細胞診が様々な部位に対して行われ，

様々な検体処理法や検索法が氾濫しており，その診断学

はより複雑化している．しかし，幸いなことに，穿刺吸

引細胞診では病変部に穿刺針を刺入し，組織塊を採取す

るため，標本上の検体は組織構築をそのまま反映してい

る．従って，その読みには病理組織学的知識が大いに役

立ち，論理的な観察法を導入することが如何に正確な診

断への近道であるかが理解できるはずである．原則的

に，穿刺吸引細胞診標本上に塗抹された検体のすべてが

診断の根拠となる．従って，標本上のすべての成分を余

すことなく観察することが重要であり，1）構成成分，2）

背景，3）出現様式，4）細胞形，5）細胞質所見，6）核

所見の順に観察し，すべての所見を総合的に分析するこ

とが肝要である．そして，その報告は必ずその後の臨床

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．

◇特別講演 3

パターン認識から見た病理組織診断

京都大学名誉教授

○真鍋俊明

演者が病理を始めた当初，顕微鏡での標本観察時，臨床

診断があれば，それを手掛かりに病理の教科書をみて「合

う，合わない」と考え込むか，そのような情報なしでは

「どの本の，どこを読めばよいか分からない」と頭を抱え

ることが多かった．病理診断は未知の状態から始まる．

では，病理医は一体何を見て，どのように診断していけ

ば良いのだろうか．私は，「病理医は組織の破壊像を認

識することによって，疾患を診断していく」，そして「そ

の手立てを，腫瘍では組織模様や細胞像に求め，炎症性

病変では病変の主座と組織反応の様式に求める．これら

模様や様式がパターンであり，これにより疾患を分類し

たものをパターン分類として持っておけばよい．症例に

接しては，そこに潜むパターンを認識・分析し，鑑別を

繰り返して診断に到達すればよい」，と考えるに至った．

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

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

る．これらのために必要な基礎知識が，正常組織の熟知

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

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．

日本臨床細胞学会雑誌476
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第 58回日本臨床細胞学会秋期大会プログラム 27

日本産科婦人科学会会員参加単位登録について

　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）

受付時間
　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

　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
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．
　（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）

感染対策セミナー
　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」
　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
　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）
　「病院管理者の視点からみた医療安全の課題」
　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）

医療倫理セミナー
　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）
　「人を対象とする医学系研究に関する倫理について」
　永井　敦（川崎医科大学泌尿器科）
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◇会長講演

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

○森谷卓也(MD)

臨床細胞学は，パパニコロウ染色等による細胞の観察を

基盤としているが，形態変化から細胞・組織・臓器の機

能を探り，予後を推定するなど，医療現場ではより幅広

い分野で活用されている．正確な細胞診断が広く実施さ

れるためには，細胞観察の基準（クライテリア）の策定

が必須と思われ，現在では細胞診ガイドラインや各種が

んの取扱い規約など，多くの領域で取り決めがなされて

いる．共通の用語を用いることは，診療上も，学術的に

も必要である．しかし，実際の細胞を観察する際には，

必ずしもクリアカットにいかない，あるいは定型的所見

に収まらないことは少なからず経験され，いかに客観的

な細胞観察・診断・報告を行うかは，細胞診に関わる全

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

あるようにも思われる．一方，現在では免疫組織化学が

ルーチンで実施可能となり，さらには遺伝子解析をはじ

めとする新しい手法の応用もはじまり，形態学にとどま

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．顕微鏡画像のデジタル化や，専用機器や人工知能を

利用したスクリーニング補助（さらには診断補助？）も

大いに注目されている．ただし，新しい手法により細胞

形態から脱却するのではなく，形態観察が基本であるこ

とは疑いの余地がないものと思われる．プログラムにメ

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

を大切にしたいためである．これからの細胞診はどこに

向かうのか，改めて考えてみたい．

◇特別講演 1

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―

神戸常盤大学保健科学部医療検査学科

○畠 榮(CT)

認識は基本的には哲学の概念で，主体あるいは主観が対

象を明確に把握することを言う．知識とほぼ同義の語で

あるが，日常語の知識と区別され，知識は主に認識によっ

て得られた「成果」を意味する．しかし認識は成果のみ

ならず，対象を把握するに至る「作用」を含む概念であ

る．形態学的なパターン認識は自然情報処理のひとつ

で，画像などの多量のデータの中から，意味を持つ対象

を選別して取り出す処理である．細胞診断において多数

の正常細胞の中から，特定の細胞が織り成す形態を識

別・認識するなどの行為はパターン認識そのものである．

「形」は本来「カタ」と「チ」を合わせたもので「カタ」

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

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

ン分類し診断へのアプローチについて述べる．鑑別にあ

たっては，それぞれの病変にとって特異性の高い所見を

みつけるようにするとよい．特異性はないがその病変に

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

鍵となる．細胞診断を行う場合には，2 つの原則を念頭

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

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

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．

第 58巻 補冊 2号，2019年
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日本病理学会領域講習のご案内

　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
　11 月 16 日（土）10：00 ～ 11：00　第１会場（ホテルグランヴィア岡山 4F　フェニックス）
　「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）

特別講演２
　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）
　「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
　11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）
　「パターン認識から見た病理組織診断」
　真鍋俊明（京都大学）
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◇特別講演 2

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

医療法人神甲会隈病院病理診断科

○廣川満良(MD)

細胞診は個々の細胞を詳細に観察し，病態を明らかにす

る学問で，そのプロセスには主観的要素が多く，客観的

な判断基準を設けにくく，各論的な知識や長年の経験な

くして成り立たないと思われがちである．確かに，剥離

細胞診が主流であった時代はそうであったかもしれな

い．近年，穿刺吸引細胞診が様々な部位に対して行われ，

様々な検体処理法や検索法が氾濫しており，その診断学

はより複雑化している．しかし，幸いなことに，穿刺吸

引細胞診では病変部に穿刺針を刺入し，組織塊を採取す

るため，標本上の検体は組織構築をそのまま反映してい

る．従って，その読みには病理組織学的知識が大いに役

立ち，論理的な観察法を導入することが如何に正確な診

断への近道であるかが理解できるはずである．原則的

に，穿刺吸引細胞診標本上に塗抹された検体のすべてが

診断の根拠となる．従って，標本上のすべての成分を余

すことなく観察することが重要であり，1）構成成分，2）

背景，3）出現様式，4）細胞形，5）細胞質所見，6）核

所見の順に観察し，すべての所見を総合的に分析するこ

とが肝要である．そして，その報告は必ずその後の臨床

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．

◇特別講演 3

パターン認識から見た病理組織診断

京都大学名誉教授

○真鍋俊明

演者が病理を始めた当初，顕微鏡での標本観察時，臨床

診断があれば，それを手掛かりに病理の教科書をみて「合

う，合わない」と考え込むか，そのような情報なしでは

「どの本の，どこを読めばよいか分からない」と頭を抱え

ることが多かった．病理診断は未知の状態から始まる．

では，病理医は一体何を見て，どのように診断していけ

ば良いのだろうか．私は，「病理医は組織の破壊像を認

識することによって，疾患を診断していく」，そして「そ

の手立てを，腫瘍では組織模様や細胞像に求め，炎症性

病変では病変の主座と組織反応の様式に求める．これら

模様や様式がパターンであり，これにより疾患を分類し

たものをパターン分類として持っておけばよい．症例に

接しては，そこに潜むパターンを認識・分析し，鑑別を

繰り返して診断に到達すればよい」，と考えるに至った．

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

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

る．これらのために必要な基礎知識が，正常組織の熟知

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

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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