
 

− 京都府支部 − 

１．会員数（平成22年12月31日現在） 

    ２４５名（専門医会員４４名、検査士会員１９６名、医師会員５名、技師会員０名） 

２． 事務局 

住所：〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町５４  

京都大学医学部附属病院病理診断部 

TEL：075-751-3491（ダイヤルイン）  FAX：075-751-3499   E-Mail：jscc..kyoto@gmail.com 

 

３． 役員 

支部長 ： 土橋 康成 （ルイ・パストゥール医学研究センター） 

幹 事 ： 三上 芳喜 （京都大学医学部附属病院） 

高橋 玲 （同志社女子大学薬学部医療薬学科） 

中泉 明彦 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻） 

南口早智子 （京都医療センター） 

細川 洋平 （近江八幡市立総合医療センター） 

桂 奏 （京都第二赤十字病院病院） 

伊東 恭子 （京都府立医科大学附属病院） 

三宅 秀一 （京都市立病院） 

黒住 眞史 （京都大学医学部附属病院） 

白波瀬浩幸 （京都大学医学部附属病院） 

川村 敏文 （京都府立医科大学） 

中澤 孝夫 （日本セルネット） 

加藤 順子 （日本セルネット） 

江口 光徳 （徳洲会宇治病院） 

川邊 民昭 （京都市立病院） 

林 孝俊 （京都民医連中央病院） 

森 美幸 （洛和会音羽病院） 

豊山 浩祥 （京都桂病院） 

神崎 由佳 （京都民医連中央病院） 

黒川 聡 （国立病院機構 滋賀病院） 

林 久志 （ファルコバイオシステムズ） 

山口 直則 （綾部市立病院） 

河田 尚子 （舞鶴共済病院） 

監 事 ： 岸本 光夫 （京都府立医科大学附属病院） 

  村田 健司 （日本セルネット） 

 

４． 支部の活動（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

   平成２２年日本臨床細胞学会京都府支部総会ならびに第２３回生活習慣病予防検診細胞診従事者研修会" 

平成22年2月21日（日） キャンパスプラザ京都４F 第３講義室 

  1 日本臨床細胞学会京都府支部総会  

    2 生活習慣病予防健診細胞診従事者研修会                         

     講演Ⅰ  座長  山野 剛（京都第二赤十字病院） 

            林 久志（ファルコバイオシステムズ） 

『内膜および頚部細胞診のピットフォール』 

           桜井 孝規先生 （埼玉医科大学国際医療センター病理診断部） 

講演Ⅱ   座長  三上 芳喜 (京都大学医学部附属病院病理診断部） 

加藤 順子 （日本セルネット） 



『子宮頸・体部細胞診 －臨床運用方法の実際と問題点』 

            矢納 研二先生 （三重厚生連鈴鹿中央総合病院 婦人科医長） 

 

講演Ⅲ 座長 南口 早智子（京都医療センター） 

                 中澤 孝夫（日本セルネット） 

『ベセスダシステム導入の実際と問題点』 

            林 久志先生 （ファルコバイオシステムズ） 

報 告 『子宮頸部・内膜細胞診の結果報告書の現状について』 

        三上 芳喜先生（京都大学医学部附属病院病理診断部）                                                                                                     

        山野  剛 先生（京都第二赤十字病院） 

 

第4回京都・奈良 古都を結ぶ勉強会     

平成22年2月27日（土） キャンパスプラザ京都４階第４講義室 

講演1 『OSNA法を用いた乳癌リンパ節転移検索と臨床での運用状況』 

    吉田美央 先生（(株)シスメックス ライフサイエンス事業戦略室 LS市場開発グループ） 

      講演2 『組織所見が語る乳腺超音波画像の特徴』 

      岸本光夫 先生（京都府立医科大学附属病院 病院病理部） 

      スライドカンファレンス（４題―奈良、京都各々２題） 

 

子宮の日 子宮頚がん検診啓発活動 

平成22年4月9日（金）  京都河原町交差点 

 活動内容 啓発グッズ配布 

 

第4回京都細胞診ワークショップ 

平成22年６月5日（土） 京都保健衛生専門学校 実習室 

情報提供 『液状処理細胞診システムのご紹介』 

      大杉増美 先生（日本BD・ダイアグノスティックシステム事業部） 

    講演 『ベセスダシステムの運用について』 

         田路英作 先生（大阪がん予防検診センター検査科） 

  ワークショップ（検鏡実習）・総合討論 

    田路英作 先生（大阪がん予防検診センター検査科） 

 

第27回日本臨床細胞学会京都府支部学術集会 

平成22年7月18日（日） 京都大学百周年時計台記念館国際ホール 

〔特別講演〕   座長  土橋 康成 （財団法人 ルイ・パストゥ－ル医学研究センター） 

『１．甲状腺濾胞性腫瘍の細胞診と報告様式』 

前川観世子 先生 （医療法人神甲会隈病院 臨床検査科）    

『２．甲状腺濾胞性腫瘍の組織診断と限界』 

廣川 満良 先生 （医療法人神甲会隈病院 病理診断科） 

 

〔要望講演〕  座長  細川 洋平 （近江八幡市立総合医療センター） 

         江口 光徳 （宇治徳州会病院） 

『新時代へ向けての免疫重染色』 

柳田 絵美衣 先生 （神戸大学医学部附属病院 病理部） 

 

〔一般演題Ⅰ〕  座長   高橋 玲 （同志社女子大学薬学部医療薬学科） 

                 川村 敏文 （京都府立医科大学附属病院病院病理部） 

① 篩状構造の目立った耳下腺上皮筋上皮癌の 1例 

京都府立医科大学附属病院病院病理部 



○山口 一美、中川有希子、磯島 喜孝、由木はる美、原田 規子、吉村 亮、川村 敏文、奥田 崇、中尾 龍、 

安川 覚、益澤 尚子、岸本 光夫、小西 英一、柳澤 昭夫 

② リンパ脈管筋腫症の１例 

京都大学医学部附属病院病理診断部 

○平伴 英美、黒住 眞史、平田 勝啓、古畑 彩子、白井 孝夫、白波瀬浩幸、小谷 泰一、宮川 文、吉澤 明彦、三上 芳喜 

③ クリプトコッカス髄膜炎の１例 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床検査科 1）、病理診断科 2） 

○福留裕美子 1）、大上 哲也 1）、佐伯 仁志 1）、木下 晴希 1）、山本 鉄郎 2）、南口早智子 2） 

 

〔一般演題Ⅱ〕   座長  伊東 恭子 （京都府立医科大学大学院分子病態病理学）  

佐伯 仁志（独立行政法人京都医療センター臨床検査科） 

④ 異型性を示す反応性尿細管上皮細胞を認めた腎結石症の一例 

京都市立病院臨床検査技術科 1)，同病理診断科 2)，公立豊岡病院臨床病理科 3) 

○川辺 民昭 1)，三宅 秀一 1)，古市 佳也 1)，金岡 明博)1)，樋野 陽子 2)，鷹巣 晃昌 3)，浦田 洋二 2) 

⑤ 喀痰細胞診における前処置の検討(第１報) 

宇治徳洲会病院 

○江口 光徳、森 雅浩、山田 拓司、山邉 博彦 

 

第１２回教育研修会 

      平成21年12月19日（日） 京都キャンパスプラザ ４階第３講義室 

教育講演１  座長  豊山浩祥（京都桂病院検査科） 

『肺の良性異型細胞と異型軽度な悪性細胞の細胞像について －腺系異型細胞を中心に－』 

寺本友昭先生（独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 臨床検査科病理主任） 

教育講演２  座長  南口早智子（教育委員長・京都医療センター病理診断科） 

『胆汁細胞診における良悪性の鑑別』 

羽場礼次先生（香川大学医学部附属病院病理部病院教授） 

スライドカンファレンス  

座長  桂 奏（京都第2赤十字病院病理部） 

           真下照子（京都第2赤十字病院病理部） 

     症例１ 呼吸器   出題  長谷川和彦（京都桂病院検査科） 

回答  古畑彩子（京都大学医学部附属病院病院病理診断部） 

     症例２ 子宮頸部 出題  苅田健（京都第1赤十字病院病理部） 

回答  福留裕美子（京都医療センター臨床検査科病理） 


