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休憩

休憩

休憩

14:30-15:30
スポンサード セミナー「子宮頸がん排除を目指した検診
－細胞診単独？HPV検査単独？ HPV検査併用？自己採取HPV検査？－」
座長：小澤 信義（おざわ女性総合クリニック院長）
演者：岩成 治（島根県立中央病院産婦人科）
【共催：アボットジャパン合同会社・日本婦人科がん検診学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地のみ>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

休憩

<現地+オンデマンド>

<現地のみ>

（共通テーマ）科学的エビデンスと受診者ニーズを備えた細胞診・検診に向かって

休憩

休憩

休憩

評議員会・総会 13:20-14:00

14:05-15:05
基調講演「日本の子宮頸がん検診のあり方」
座長：宮城 悦子（横浜市立大学産附属病院婦人科）
演者：青木 大輔（慶応大学産婦人科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地+オンデマンド>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

休憩

10:10-12:00
シンポジウム「妊婦の子宮頸がん検診」
座長：丸山 康世（済生会横浜市南部病院産婦人科）
座長：上坊 敏子（相模野病院婦人科腫瘍センター）
「妊産婦の子宮頸部細胞診について・総説」
　　演者：丸山 康世（済生会横浜市南部病院産婦人科）
1．「採取器具による細胞診標本の見え方の違い」
　　演者：宮崎 小百合（小田原市立病院臨床検査科）
　　演者：磯崎 勝（小田原市立病院臨床検査科）
2．「妊娠中の子宮頸部細胞診の適切な採取方法」
　　演者：水島 大一（横浜市立大学附属病院産婦人科）
3．「子宮頸部感染より考える妊婦子宮がん検診におけるブラシ使用の産科予後への影響」
　　演者：石岡 伸一（札幌医科大学産婦人科）
4．「当院における子宮頸部細胞診異常妊婦の管理と実際」
　　演者：古川 正義（北里大学産婦人科）
5．「妊娠中の子宮頸部妊娠中の子宮頸部細胞診検査に関する全国調査結果からの考察」
　　演者：鈴木 俊治（日本医科大学武蔵小杉病院産婦人科）
総合討論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地+オンデマンド>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

12:10-13:10
ランチョンセミナー１「進行再発卵巣がん薬物療法の一次治療戦略」
座長：加藤 久盛（神奈川県立がんセンター婦人科）
演者：宮本 真豪（昭和大学横浜市北部病院産婦人科）
【共催：武田薬品工業株式会社】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地のみ>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

第31回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会

501＋502

常務理事会　8：20～9：05（45分間）
休憩　　　　9：05～9：10（ 5分間）
理事会　　　9：10～9：55（45分間）

10:00-10:10  開会挨拶

9:30-10:30
会長講演「日本の子宮頸がん予防～先進国の一員としての責務を果たすために
～」
座長：佐々木 寛（千葉徳洲会病院産婦人科)
演者：宮城 悦子（横浜市立大学産婦人科）
【3学会ジョイントセッション】
                                      　　　　　　<現地+オンデマンド>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

（中継）

第31回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会/第36回関東臨床細胞学会学術集会・第39回神奈川県臨床細胞学会学術集会

18:00-   閉会挨拶

第31回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会/第36回関東臨床細胞学会学術集会・第39回神奈川県臨床細胞学会学術集会

14:30-16:00
ワークショップ「ROSE (rapid on-site cytologic evaluation) 各施設の取
り組みと工夫」
座長：伊藤 仁（東海大学診療技術部)
座長：仲村 武（神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科）
演者：1．白幡 浩人（東京都健康長寿医療センター病理診断科）
　　　2．橘 啓盛（杏林大学呼吸器・甲状腺外科）
　　　3．齋藤 夏海（国際医療福祉大学成田病院病理検査）
　　　4．太田 昌幸（千葉大学診断病理学）
【神奈川臨床細胞学会・関東臨床細胞学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地+オンデマンド>

13:20-14:20
教育講演「ゲノム医療の進歩と形態学の融和へ」
座長：矢持 淑子（昭和大学臨床病理診断学講座）
演者：藤井 誠志（横浜市立大学大学院医学研究科分子病理学教室）
【3学会ジョイントセッション】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地+オンデマンド>
＜日本産科婦人科学会（予定）＞

休憩

17:00-18:00
スポンサードセミナー「卵巣上皮腫瘍の病理トピックス」
座長：山中 正二（横浜市立大学附属病院病理診断科）
演者：笹島 ゆう子（帝京大学病理診断科）
【共催：アストラゼネカ株式会社・日本婦人科がん検診学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地のみ>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

15:30-16:50
一般演題Ⅲ（婦人科・尿路　細胞診）
座長：小野瀬 亮（神奈川県立がんセンター婦人科）
座長：西尾 由紀子（横浜市立大学附属病院病理部）
演者：1. 杉山 裕子（がん研有明病院臨床病理センター細胞診断部）
　　　2. 道佛 美帆子（横浜労災病院産婦人科）
　　　3. 鈴木 理絵（防衛医科大学校産科婦人科学講座）
　　　4. 毛利 かれん（横浜南共済病院病理診断科）
　　　5. 上田 麗子（神奈川県立がんセンター婦人科）
　　　6. 継枝 円香（千葉県がんセンター臨床病理部病理検査科）
　　　7. 梅田 昂暉（公益財団法人東京都予防医学協会）
　　　8. 瀬尾 夏美（聖マリアンナ医科大学病院病理診断科）
【神奈川県臨床細胞学会・関東臨床細胞学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地のみ>

2日目　2022年10月16日（日）1日目　2022年10月15日（土）

16:30-18:00
スライドカンファレンス
座長：森下 明博（茅ヶ崎市立病院臨床検査科）
座長：長谷川 哲哉（大和市立病院産婦人科）
演者：1.「子宮内膜」海老塚 智恵美（横浜市立大学附属病院病理部）
　　　2.「子宮内膜」竹下 奈津子（済生会新潟病院病理診断科）
　　　3.「膵臓」大谷 絢（聖マリアンナ医科大学病理診断科）
　　　4.「甲状腺」飯野 知美（昭和大学横浜市北部病院臨床病理検査室）
【神奈川県臨床細胞学会・関東臨床細胞学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　<現地+オンデマンド>

16:50-17:50
コルポスコピー　セミナー

座長：加藤 久盛（神奈川県立がんセンター婦人科）
演者：小田 瑞恵（こころとからだの元氣プラザ婦人科）
演者：杉山 裕子（がん研究会有明病院細胞診断部）
                               　　　　　　　　　　　<現地+オンデマンド>

（中継）

10:35-12:05
一般演題　Ⅱ（細胞診）
座長：稲山 嘉明（横浜市立大学附属市民総合医療センター病理診断科）
座長：三田 和博（済生会横浜市南部病院病理部）
演者：1. 久保田 一輝（小田原市立病院臨床検査科）
　　　2. 浮ヶ谷 匡恭（日本大学松戸歯学部付属病院病理診断科1）
　　　3. 布瀬川 卓也（群馬県立がんセンター病理検査科）
　　　4. 早川 直人（前橋赤十字病院病理診断科部）
　　　5. 服部 洋介（JA神奈川県厚生連相模原協同病院医療技術部臨床検査室）
　　　6. 坂口 忍（北里大学病院病院病理部）
　　　7. 千葉 知宏（がん研究所・病理部）
　　　8. 安齋 桜子（横浜市立大学附属病院病理部）
　　　9. 市川 美咲（横浜市立大学附属市民総合医療センター病理部）
【神奈川県臨床細胞学会・関東臨床細胞学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地のみ>

12:10-13:10
ランチョンセミナー２「新規卵巣がんマーカーTFPI2の開発と臨床応用」
座長：小林 浩（医療法人平治会ミズクリニックメイワン院長）
演題1/演者1：新規卵巣がんマーカーTFPI2の開発と臨床応用
              ～探索から臨床応用を目指して～ /荒川 憲昭
（国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部/横浜市立大学先端医科学研究センター）
演題2/演者2：新規卵巣がんマーカーTFPI2の開発と臨床応用～臨床における課題～
             /宮城 悦子（横浜市立大学産婦人科）
【共催：東ソー株式会社・日本婦人科がん検診学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地のみ>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

休憩

10:40-11:50
一般演題　I（婦人科・検診）
座長：戸澤 晃子（聖マリアンナ医科大学東横病院婦人科）
座長：佐治 晴哉（藤沢市民病院産婦人科）
演者：1. 横道 憲幸（聖マリアンナ医科大学産婦人科学）
　　　2. 岸田 佳倫（公益財団法人北海道対がん協会）
　　　3. 八木 麻未（大阪大学産科学婦人科学）
　　　4. 髙橋 栞奈（公益財団法人北海道対がん協会）
　　　5. 竹内 薫（鳥取赤十字病院産婦人科）
　　　6. 橋口 真理子（佐賀大学産婦人科）
　　　7. 齊藤 英子（国際医療福祉大学三田病院予防医学センタ－）
【日本婦人科がん検診学会・神奈川県臨床細胞学会・関東臨床細胞学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地のみ>

12:15-13:15
ランチョンセミナー３「子宮頸がん予防～上手に伝えよう！検診とワクチンの重要性
～」
座長：榊原 秀也（横浜市立大学附属市民総合医療センター病院長）
演者：近藤 一成（ジャスミンレディースクリニック渋谷院長）
【共催：MSD株式会社・日本婦人科がん検診学会】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地のみ>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

休憩

休憩

15:10-16:40
シンポジウム「子宮頸がん検診へのHPV検査導入準備はどこまで進んだ？」
座長:寺本 勝寛（山梨県厚生連健康管理センター）
座長：森定 徹（杏林大学産科婦人科学）
「併用検診の研究から見えてきたHPV検診の利点・欠点」
演者：黒川 哲司（福井大学産婦人科学）
「わが国の子宮頸がん検診に求められる精度管理を含めた運用体制について」
演者：中山 富雄（国立がん研究センター がん対策研究所 検診研究部）
「PHR（Personal Health Record）を中心とした医療データの活用によるがん検診の方向性」
演者：角田　憲祐（厚生労働省健康局健康課）
「CITRUS研究（RCT）の進捗とHPV検診に向けて準備すべきこと」
演者：森定 徹（杏林大学産科婦人科学）
司会とまとめ「CITRUS臨床試験から学んだ精度管理必要性と山梨県の試み」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<現地+オンデマンド>
＜日本産科婦人科学会ポイント(予定）＞

休憩


