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　細胞検査士会（伊藤仁会長）が今年、創立50年を迎えた。わずか8人の合格者から始まった資格認定者は現在、7400人を超える規模に成長し、細
胞検査士は子宮頸がん検診を中心とする細胞診において大きな役割と責任を担う確かな存在になった。前身組織につながるミーティングの開催から
50年となるのを機に、過去から現在までの各役員に、これまでの足跡とこれからの展望、課題を記してもらった。
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50th
Anniversary細胞検査士会の50年とこれから ～次世代への展望と課題～

がん細胞スクリーニングに役割と責任
会長 （東海大学医学部付属病院 病理検査技術科長）Interview 伊藤 仁 氏 

創立50周年を迎えた
現職会長としての所感

　これまで半世紀も会を継続できた
のは、多くの関係者の指導や支援が
あったからで、まずは心から感謝し
たい。また、私が会長のときに50
周年記念事業を挙行できることは誠
に光栄で、慶賀に堪えないところだ。
　細胞検査士会は、1967年に北海
道から沖縄までの総勢76人のスク
リーニング従事技師が参集したスク
リーナーミーティングを起点とし、
翌年に発足したサイトスクリーナー
研究部会を経て、1978年に細胞検
査士会に改称された経緯がある。そ
の後の幾多の変遷改革等を経て、現
在の公益社団法人日本臨床細胞学会
細胞検査士会となった。現在細胞検
査士の総数は7457人（7月21日時
点）に上る。多くの先人・先達の努
力によって50周年を迎えられるこ
とに感慨無量なるものがある。
　創立50周年記念事業は、11月18
～ 19日に福岡市で開かれる第56回
日本臨床細胞学会秋期大会に合わせ
て行う予定にしている。具体的には、
19日に記念式典を開くほか、記念
誌も刊行する予定だ。
　細胞検査士の認知度を上げたいと
考え、繁華街の一つである天神で「細
胞診と細胞検査士展」も行う。顕微
鏡を持ち込んで一般の方々にがん細
胞をみてもらうイベントなどを準備
している。私たちは、一番最初にが
ん細胞をみる医療職であり、そうい
う職業があること、またがん診断に

おけるわれわれの職種の重要性を一
般の方々にもぜひ知ってほしい。

細胞検査士の今後の展望と
課題について

　50年を経過したが、細胞診の業
務について法的な位置付けが今も変
わっていない。細胞診業務は、細胞
検査士の資格のない臨床検査技師の
みならず、臨床検査技師の免許のな
い者が行ったとしても法的には違反
にならない。これは社会的にも大き
な問題だ。細胞検査士による業務制
限が必要ではないか。
　細胞診は、子宮頸がんのスクリー
ニング検査として発達してきたが、
現在は、直接、病変部位から穿刺し
て得られた検体を用いて良性悪性な
どの質的病変診断が行われるように
なっている。細胞診は、細胞検査士
と細胞診専門医との共同作業だが、
ほとんどの施設において、陰性判定
は細胞検査士だけの判断で行われ
る。陰性検体は細胞診検体のおおむ
ね8割を占めている。一方、疑陽性

（クラスⅢ）以上は専門医の診断が必
要だが、専門医と細胞検査士の業務
と責任範囲はグレーであるのが実情
だ。細胞診において細胞検査士が担
う役割は極めて大きく、医師、細胞
検査士の業務分担と責任範囲を明確
にすべきだ。

細胞検査士会としての
今後の取り組みについて

　細胞検査士の社会的な認知度を上

げたい。そのためにもまずは日本臨
床細胞学会の中での地位向上が必要
だ。将来的には、日本臨床細胞学会
学術集会の大会長を細胞検査士が務
められるようにもしたい。
　日本臨床細胞学会の全会員数は約
1万2000人であるが、正会員約5500
人のうち、正会員として登録してい
る細胞検査士は約1000人しかいな
い。学会理事などの役員は、正会員
より選出される評議員による選挙で
選ばれるため、正会員数が少なけれ
ば学会内で存在感を示すことは難し
い。現在、全学会員の6割以上を占
めながら、細胞検査士の理事は全理
事38人のうち3人で、8％にしかす
ぎない。
　がん治療や診断が大きく変化して
いる現在、細胞検査士の今後を見通
すことは困難だが、細胞をみるとい
うわれわれのスタンスは変わらない
し、今後も変えてはいけない。だが、
がん細胞を取り扱ってきた専門家と
して、遺伝子診断などの新しいこと
にも積極的に関与していくことが重
要だ。
　細胞検査士を養成する日本臨床細
胞学会認定施設は現在、2つの養成
所と8つの大学があり、その教育シ
ステムはほぼ確立している。業務の
拡大を含めて新しい技術や遺伝子検
査にも積極的に関わることがこれか
ら先は必要になるだろう。
　例えば肺がんのコンパニオン診断
では、細胞診材料の一つである気管
支洗浄液が用いられる。また、胸水

などに使うセルブロック法は、細胞
検査士が専門家だ。遺伝子検査にお
いては病理検体の取り扱いが非常に
重要であり、検査精度を確保するた
めに細胞検査士がより積極的に関与
していくべきだと考えている。

若手へのメッセージ

　細胞検査士の資格認定試験の受験
者は現在約800人で、緩やかに増え
ている。受験者は1次の筆記試験で
ほぼ半分に絞り込まれ、2次の実技
試験までクリアする合格者は受験者
の30％程度だ。それだけ難しい試
験だが、資格取得はあくまでスター
トラインにすぎない。それは「経験
の学問」という部分があるからだ。
　試験に出るような典型例は臨床の
場では実際には少ない。また資格認
定試験は7割の正答で通るが、実際
の業務で3割を見逃すことは許され
ない。資格取得後も継続的に技能を
上げていくために、たくさん細胞を
みて、自分で調べ、指導者に聞くこ
とを繰り返す必要がある。勉強会や
学会に参加して最新の知識を習得す
ることも欠かせない。
　細胞検査士はそれまでの養成段階
で、「患者さん一人一人の診断に関
わっている」という仕事の重要性を
十分に理解しているはずだ。臨床検
査技師の仕事でここまで直接、診断
に関わる職種はほかにない。若手に
は、責任の重さとともに細胞検査士
の仕事の奥深さをぜひ追求してもら
いたい。（談）

「細胞をみる」今後も不変「細胞をみる」今後も不変
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寄 稿 細胞検査士（会）への期待と展望

長村 義之 

国際細胞学会International Academy of Cytology（IAC）理事長
日本臨床細胞学会元理事長

　細胞検査士会創立50周年、誠に
おめでとうございます。
　細胞診専門医とともに車の両輪と
して、細胞検査士の方々が我が国の
細胞診を遂行してきた実績（検診お
よび診断）は世界に類を見ないもの
と言っても決して過言ではない。

LAC検査士の65%が日本

　下記は2017年のCT（IAC）,CMIAC, 
CFIACを総合した数を示した図で
ある。
　合計8635名中、日本には5671名の
IAC検査士がおられ、世界の65.7％
は日本が占めていることになる。
　また、毎年一人ずつ受賞される

「International Cytotechnologist of 
the Year Award 1975-2016」 で は、
42名 の う ち
13名（31%）が
日本人の受賞
である（表）。
他の国にくら
べて極めて多
い 数 字 で あ
る。1975年に
Dr. Catherine 
M. Keebler, 
Sc .D .（hon）, 
CFIAC,U.S.A
が第一回の受
賞をされてい
る。我が国の

検査士の皆様が、長い伝統の上に大
いに研鑽されている結果と深く敬意
を表する。また、大切なことは、そ
の成果が国際的に発信され、高く評
価を受けていることである。検査士
会が新たな半世紀を迎えるにあたり、
海外からも大いに期待されるところ
である。幅広い最新の成果を大いに
期待している。
　また記憶に新しいところでは、第
19回国際細胞学会（青木大輔会長）
は、2016年に横浜で開催された。海
外から65か国725名の参加があり、
総参加者数6000名以上の大盛会で
あった。この際にも、国内学会はも
とより、国際学会の舞台でも多くの
検査士会の皆様が活躍された。ご協
力を心より感謝致す次第である。

技術的なリーダーとして

　国際細胞学会のミッションの中 
心は教育（Education）と資格認定

（Examination）である。教育の一環
として年4 ～ 5回場所を選んで講習会

（Tutorial）を施行している。3日間の講
習だが、各地で参加者は熱心に聴講 
し、最終日に行われるIAC Examination
でFIAC, CMIACと な る。 今 年 は、
Kuala Lumpur（Malaysia）, Almaty

（Kazakhstan）, Hong Kongで開催され
ている。また、Internetを通じて学習で
きるようにWhole Slide Image（WSI）

（バーチャルスライド）をHPに掲載し
ている。技術的にも、細胞の見方な
どスキルの面においても、世界のリー
ダーとして我が国の細胞検査士の役
割は極めて大きいと考えられる。2016
年―2019年のIACの各委員会の中で、
CYTOTECHNOLOGY COMMITTEE
のChairを小松京子氏（Dr. Kyoko 
Komatsu, CFIAC）にお願いしている。

国際的にも飛躍を

　細胞診の領域も、世界情勢を見る
につけ、子宮頸癌検診のあり方、
FNAの精度向上、細胞のデジタル
化、画像解析、分子標的治療のため
の細胞診検体を用いた遺伝子解析な
ど、国情に合わせて情報提供し、普
及させてゆく必要がある。
　細胞検査士会創立50周年を、大き

なmilestoneとして、次世代を担う若
手細胞検査士を数多く養成し日本国
内はもとより、国際的にも更に大い
に飛躍されることをIACとしても大
いに期待している。

新たな半世紀に国際的な活躍への
大いなる期待

International Cytotechnologist 
of the Year Award

我が国の受賞者
2016 Hitoshi Itoh, 

Ph.D, CFIAC, Japan
2013 Yoshiaki Norimatsu, 

CFIAC, Japan
2008 Kyoko Komatsu, 

Ph.D, CMIAC, Japan
2007 Masafumi Tsuzuku, 

CFIAC, Japan
2005 Yatsuki Aratake, 

CMIAC, Japan
1998 Yoshio Shiina, 

Ph.D, CFIAC, Japan
1995 Hiromitsu Yasumatsu, 

CMIAC, Japan
1993 Tadao K. Kobayashi, 

Ph.D, CFIAC, Japan
1991 Kunihiro Nishi, 

CFIAC, Japan
1988 Sachiko Nagumo, 

CFIAC, Japan
1986 Kimie Yamagishi, 

CFIAC, Japan
1979 Hideo Ikeda, 

CFIAC, Japan
1976 Morio Hirata, 

CFIAC, Japan細胞検査士CT（IAC）,CMIAC,CFIACの世界分布
 ［2017年現在］（IAC提供）
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国際細胞検査士について

　細胞診の子宮頸がん診断法として
の有用性が認識され、1957年創設の
国際婦人科細胞学会（International 
Academy of Gynecological Cytology： 
IAC）が設立された際に、わが国 
では日本婦人科細胞診談話会が設 
立された。その後、61年にIACが
International Academy of Cytology
と改称されたのに従って、62年（昭
和37年）、わが国でも東京細胞診研
究会などと合同して、日本臨床細胞
学会と称するようになった。日本に
おける細胞診専門医の認定は68年 
から、細胞検査士の認定は69年か
ら開始されている。細胞検査士の 
国際認定資格（Cytotechnologist of 
International Academy of Cytology: 
CT. IAC）は68年シカゴ大学のGeorge 

L.Wiedらが立ち上げ、現在日本は
約80％の細胞検査士がCT.IACの資
格を有している。CT.IACの試験委
員は現在10人（日本人2人）おり、学
会 の 際 に は 会 議 を 行 っ て い る。
CT.IAC試験は世界共通の標本作製
ガイドラインの作成や細胞判定基準
の共有化、試験のない国への細胞検
査士試験のサポートなどを目的とし
ており、世界共通の“免許”を与える
という意味とは異なる。

国際学会の開催

　IACの国際学会は3年ごとに世界
各国で開催され、世界各国の専門医
ならびに細胞検査士が集う。毎回日
本からの参加者は多く、学会貢献度
が高い。次回のIAC国際学会は2019
年5月にオーストラリアで開催され

る。学会時には、学術の向上ならび
に学会に貢献した会員に対しThe 
Maurice Goldblatt Cytology Award、
International Cytotechnologist of  
the Year Award、Dr.Kazumasa 
Masubuchi Life-Time Achievement 
in  Cl in ica l  Cyto logy Award、 
The George L.Wied Life-Time 
Achievement in Cytology Research 
Award、The James W.Reagan 
Lecture in Clinical Cytology Award
などの賞を設け、受賞者を表彰して
いる。現在まで、日本からは医師8
人、細胞検査士13人と、多くの受
賞者を出している。

国際細胞検査士の現状

　CT.IACの認定試験は2年ごとに 
行われ、IAC本部から試験問題が 
送られてくるが、日本で開催される場
合には、和訳されている。毎回250人
程度の受験生がおり、同時にIAC 
Cytopathologistの認定試験も行われ、
海外からの受験生も受け入れている。
日本の細胞検査士の合格率は高く、お
おむね90％以上であり、100％であっ
た年もある。CT.IAC全体の合格者保
持国としても米国とともに多くを占め
る。しかしながら試験には合格しても
IACには入会しない細胞検査士が多
く、現在IACに会員登録をしている細
胞検査士は合格者のうち1割程度であ
る。IACとしては会員数が多ければ多

いほど大きな組織となり、多くの事業
も可能となる。特に今期はIAC会長が
日本人の長村義之先生である。ぜひ
入会して盛り立てていただきたい。
　雑誌による世界レベルの知識習得
も有用である。
　現在私はIACのcytotechnology 
committeeのchairを拝命している。
国際認定試験は国際標準化の基盤と
なる重要な事業であり、立ち上げか
ら長いこと関わってこられた世界中
の関係者の皆さまに感謝申し上げ、
本制度のますますの充実に少しでも
貢献できれば幸いである。

未来へ

　CT.IACの制度は世界レベルでの
認定がしっかり根付いているユニー
クな領域である。国際認定試験が存
在するこの領域においては、世界は
狭いと感じる。専門医や他職種と連
携し、医療に貢献するためには、広
い視野を持ち、常に医療関連の情報
を収集し、患者さんのために学び、
真摯に業務に励むことは基本である
と考える。細胞診の普及に向けての
支援活動は、日本臨床細胞学会が厚
生労働省とともに、あるいは支援団
体や大学レベルなどで、メキシコ、カ
ンボジア、ラオス、タイ、カザフスタ
ンなど多くの国に対して行われてい
る。細胞診が世界中に普及し、さら
なる発展を遂げることに期待する。

寄 稿 細胞検査士会の50年とこれから

国際活動の視点から
細胞検査士会副会長

小松京子

エジンバラでのIAC試験委員会（2010）
前列右から2番目が、設立当初から役員であるMs.Keebler、後列右端が筆者

The  Japanese  Society  of  Cytotechnologists

50th
Anniversary細胞検査士会の50年とこれから ～次世代への展望と課題～
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　1954年のG.N.Papanicolaou による
“Exfoliative Cytology”発刊によって
体系化された細胞診は、広く世界に
踏み出した。本邦では山田喬先生、
信田重光先生らが中心となり東京細
胞診研究会が1959年に開催され、未
来への第一歩となった。1961年には
婦人科細胞学談話会が増渕一正先
生、水野潤二先生らと東京細胞診研
究会のメンバーにより合同開催され
た。この会が第1回日本臨床細胞学
会総会として位置付けられ、2011年
には日本臨床細胞学会50周年記念式
典が開催されている。この式典から
6年後の2017年、細胞検査士会も50
周年を迎えることができ、誠に喜ば
しいことである。同時に100周年を
目指す新たな一歩を踏み出すととも
に、未来へつなげる責任ある節目の
年となったのである。

質的診断が求められる
スペシャリスト

　細胞検査士会の始まりは、1966
年のサイトスクリーナー研究部会準
備会に端を発している。医師ととも
にマンツーマン的に細胞診を発展さ
せてきた諸先輩技師が中心メンバー
であったのは言うまでもない。なお、
同年は第1回細胞診スクリーナー養
成講習会3週間コースも開始され、
本格的に細胞検査士の養成が始まっ
た記念年でもある。

　1968年6月、会員178名が参加し
て第１回サイトスクリーナー研究部
会（1978年細胞検査士会と改称）が
開催され、われわれの会は正式に誕
生したのである（初代会長に故浦部
幹雄氏が就任）。1968年以前の研究
部会誕生までの過程は、細胞検査士
会創立30周年記念誌（1998年発行）
に山岸紀美江氏が詳述している。
1978年にはサイトスクリーナーの
名称が廃止され、細胞検査士、ある
いはCT（Cytotechnologist）と呼称
することが決定した。細胞検査士は
単に細胞を良性・悪性細胞のふるい
にかける業務ではなく、組織型推定
などの質的診断が求められる細胞診
のスペシャリストとして認められた
からである。この決定を受け、スク
リーナー養成所としていた各養成機
関の看板は、細胞検査士養成所と変
更されたのである。

スクリーナーから「細胞検査士」へ

　細胞検査士が誕生してからの活躍
は周知のとおりである。子宮頸がん
検診はその代表であり、早期発見の
ためには細胞診検査が必須で、検査
を担う細胞検査士が広く認知される
源泉になった。また術中細胞診も広
く普及し保険診療に反映されるに
至った。長い年月を経て医療の場に
おける細胞検査士の実績が行政にも
評価される資格となったのである。

厚生労働省：がん対策推進基本計画
（2012年6月）の中に細胞検査士の名
称が正式に記載されたことがその証
しである。歴史的経緯を知らず、名
称変更決定から40年近くが経過した
現在でもスクリーナーと呼称する細
胞検査士がいるのは残念である。直
近の先輩技師が用いていた表現をそ
のまま慣用的に継承され使用してい
るのであろうが、細胞検査士資格認
定証（国内、国際資格認定証ともに）
のどこにもスクリーナーの名称は無い
ことを再確認してほしい。8000名を
超える大所帯となった細胞検査士会
として、国民に広く細胞検査士を認
識してもらう活動に取り組む現状か
らも、正式名称をわれわれ自身が自
覚し周知徹底することは重要である。
　細胞検査士会をはじめとする日本
臨床細胞学会会員の広報活動によ
り、高校生を含む若年世代には、医
療職としての細胞検査士の存在が知
られるようになった感がある。細胞
検査士養成課程を有する大学への進
学希望者が増加していることからも
垣間見ることができる。細胞検査士
試験は1969年に第1回、第2回試験
が実施されて以来、2017年には第
50回を迎える。累計合格者は8500
名を優に超えるが、受験者数が最も
多かったのは1989年の第22回試験
の958名で、合格者は338名（35.3％）
であった。その後受験者数は若年層
の減少とも関連するのか徐々に減少

したが、この数年は700名前後の受
験者数で推移している。臨床検査技
師、特に病理業務に従事する技師に
とって細胞検査士資格は必要不可欠
なものとなってきた背景があり、一
定の受験者数を保っているのかもし
れない。予防医学への取り組みの重
要性が指摘され、官民挙げて検診率
50％を目指しているが、子宮頸がん
検診率50％を達成した場合、現状
の細胞検査士数では対応できないと
想定されている。より一層魅力ある
細胞検査士という資格を認知しても
らうための知恵を結集し、受験者を
増加させる努力が必要である。

基本技術の重要性 再認識を

　最後になるが、実践、現場主義に
こだわり、細胞診の最前線に身を置い
てきた一人として、若き細胞検査士に
は検鏡による形態認識面のみならず、
細胞診の基本手技などの技術習得・
開発心を常に忘れずにいてほしいと願
う次第である。諸先輩、成書などから
得る知識も貴重であるが、決して鵜
呑みにせず、必ず自ら確かめ、より発
展させる探究心がいつの時代におい
ても重要と考えるからである。近い将
来、細胞診報告書に治療指針が記載
され、どのような患者さんでも救うこ
とができる真の臨床細胞学が確立す
るよう願ってやまない。

100周年への新たな一歩を
寄 稿 細胞検査士会の50年とこれから

永井マザーズホスピタル
細胞検査士会元会長

畠山 重春
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　生物学を学び、医療関係に進む予
定のない私が、1963年国立がんセ
ンター研究所病理部に就職し、翌年、
国立がんセンター病院臨床検査部細
胞検査室併任となった。そこで臨床
材料を扱い、細胞検査実務を通じて、
1969年細胞検査士、1973年国際細
胞検査士、1985年医学博士、1986
年臨床検査技師等の医療関係資格を
取得した。

あのころ
がん医療は必敗の闘いだった

　わが国の具体的ながん対策は、民
間レベルの1958年日本対がん協会
設立に遅れて、1962年国立がんセ
ンター設置に始まる。当時、がんの
診断は、死の宣告に近かった。病院
で亡くなった方々の病理解剖が連日
複数行われていた。
　わが国の系統的な細胞検査士養成
は、1965年に厚生省政務次官会議
がん対策小委員会でがん対策の推進
が決議され、がん対策5本柱が提言
された点に始まる。5本柱とは①が
んに対する正しい知識②健康診断の
実施③医療設備の整備④専門技術者
養成⑤がん研究促進―である。これ
らは、50年以上を経た今日でも通
用する。
　国内拠点にがんセンターが設置
され、国立がんセンターにおける専
門医の研修が始まった。同時に、国
立病院・療養所技師を対象に、厚生

省主催細胞診研修が企画された。初
めは1 ～ 3週間、後に1 ～ 3カ月間
の研修期間であった。研修に国立病
院・療養所の検査技師長級が参加し
た。研修は、パパニコロウ染色標本
上の剥離がん細胞を、対物レンズ
100倍、接眼レンズ10倍で観察し、
1個の細胞を直径10cmの大きさに
スケッチし、形態細部を2 ～ 3時間
かけて認識し、剥離がん細胞の判定
基準を学ぶことであった。地方病院
から国費で、銀座見物を期待して上
京した者には、難行苦行であったで
あろう。大学病院検査室技師には、
東京大学病院での研修が、また、対
がん協会ではがん予防技術職員研
修がそれぞれ行われた。さらに、日
本臨床細胞学会・日本臨床病理学会
主催スクリーナー養成研修会開講、
がん研・大阪成人病センター・東京
都がん検診センター・藤田学園など
に6カ月のスクリーナー養成所が開
設された。

あのころの逸話

　その当時の印象深い、いくつかの
エピソードを紹介したい。①がん研
スクリーナー養成所開所式の吉田富
三先生の話「君らは、日本で、いや、
世界で、最も多数の、ヒトがん細胞
を見る専門家になるであろう。期待
します」②国立病院・療養所院長の
話「病院で検査技師を採用する際、
自分の病院に細胞検査はないが、細

胞検査士資格者を採用
するという。なぜかと
問うと、細胞検査士は、
資格を取るまでも、取っ
てからも、よく勉強す
るから」③初期の国際細
胞 検 査 士 合 格 基 準 は、
定型的ながん細胞を良
性細胞としたら、合計
点がどんなに高得点で
も不合格であった。
　また、女性細胞検査
士が圧倒的に多い米国
の cytotechnologist に、
日本のスクリーナーに男性が多いの
はなぜかと問われたことがある。確
かに、海外に比べて、男性の割合が
高い。現在の細胞検査士会役員も男
性が圧倒的に多い。
　約40年ほど前、自宅でアルバイ
トする、いわゆるキッチンサイトロ
ジストの過剰標本数検鏡による、が
ん細胞見落としに対して、責任を問
われた事件が米国新聞紙上をにぎわ
せたことがあった。

日本の細胞検査士は
どうして身分法に結び付かないか

　当初は、認定取得資格を問わな
かった。後年、名称が、スクリーナー
から細胞検査士になり、国際細胞検
査士、cytotechnologistとなり、衛
生検査技師または臨床検査技師を基
本資格とした。このことが、わが国

で、細胞検査士が身分法制定に結び
付かない、一つの要因となる。すな
わち、細胞検査士は①衛生検査技師
や臨床検査技師から垂直的社会移動
型に細分化して生まれた②医療人と
しての地位向上指向の運動からの資
格③特殊臨床検査士認定制度④法上
の病理学的検査―である。つまり、
外国の別個の並列型の資格ではな
い。医療の広場1991年10月号鹿内
清三氏の論文に詳細に解説されてい
る。細胞検査士30周年記念誌に転
載されているので、再読を勧める。

初期に発見すれば完治できる

　自然剥離検体からスタートした細
胞診断は、直接採取された新鮮な細
胞の多い現在、従来細胞判定基準の
見直し、腫瘍ごとの基準作成の必要
に 迫 ら れ て い る。 今 日、DNA・

RNA・クロマチン・ヒス
トンなど、詳細ながん研究
が日進月歩である。発見の
みでなく、治療適応、予後
などにも寄与できる細胞診
断を志向しよう。多くのが
んは初期に見つければ完治
できるようになった。四方
八方に目を向け、耳で聞い
て、触れよう。幅広い視野
をもって、医療チームの
人々と良好な関係をつくろ
う。そして、がん患者へも
視線を向けましょう。

寄 稿 細胞検査士のあのころ

細胞診の温故知新

細胞検査士会元副会長

山岸 紀美江

第２回細胞検査士認定試験の風景。第１回試験合格者が助手を務めた 第1回細胞検査士認定試験は全8人が合格した。山岸氏（右から3人目）の
退職記念パーティー（1999年）で、合格した6人が記念写真

1986年に国際細胞検査士賞を受賞した

The  Japanese  Society  of  Cytotechnologists

50th
Anniversary細胞検査士会の50年とこれから ～次世代への展望と課題～
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　細胞検査士会の創立50周年記念
に、心よりお喜びを申し上げたい。
戦後に誕生した、比較的新しい医療
専門職としての細胞検査士、その半
世紀という大きな節目を迎えられた
ことは意義深いものがある。筆者は
10年前、細胞検査士会会長任期中

（2007年6月）に、創立40周年記念
式典とその記念事業を千葉市幕張に
おいて開催した。従って、とりわけ
この10年間の変遷を思うと実に感
慨深いものがある。

スウェーデン留学で
「目からうろこ」の体験

　さて、ここでは旧聞になる話で恐
縮であるが、1979年に筆者が、ス
ウェーデン・マルメにあるルンド大
学マルメ総合病院の細胞診断部門で
細胞診に関わる研究をしていた頃の
ことに触れさせていただく。いま思
えばスウェーデンの体験は、“目から
うろこ”の連続であった。当時の北欧・
スウェーデンは、穿刺吸引細胞診

（FNAC）の中心的な存在であった。
他の欧州や米国をはじめ、世界中か
らFNAC技術の修練と検鏡のため
に、医師や細胞検査士が入れ替わり
立ち替わり短期研修に訪れていた。
　その研修では、実践を前にまずは
リンゴやバナナなどを臓器に見立て
て、穿刺やスメアの作成から始まり、
さらに豚の肝臓を使って細胞の塗抹
その後、乾燥させ迅速ギムザ染色を
施し検鏡していた。施設・建物はド
イツ式でそれぞれが独立していた。
　細胞診断部門
は病理研究棟の
上層階にあった。
驚 い た こ と に、
細胞診は診断学
で は あ る が、 患
者 さ ん がFNAC
の細胞採取を受
けるために細胞
診断部に来られ
ていた。従って、
廊下は患者さん
の待合室も兼ね
て い た。 患 者 さ
んの動線は簡単

だ。診断のためにリンパ節、乳房や
頭頸部等の穿刺を受け、検査終了後
に、直ちにその場所で細胞診報告書
を受け取る。さらに検査結果ととも
に向かいの建物であるオンコジー病
棟へ、患者さん自らが依頼医師に検
査結果を持参し診察を受けていた。
　2つ目の“目からうろこ”は、細胞
診 断 部 門 内 に、 仕 切 ら れ た コ ン
ピューターが置いてある部屋があっ
た。ここは「がん登録室」と呼ばれて
いたが、いつも2 ～ 3人のスタッフ
がいて、子宮頸がんの「がん登録」な
どが行われていた。

日本との違いを実感

　筆者はスウェーデンに行く前、兵
庫県の某赤十字病院に勤務してい
た。79年当時、日本はどうであっ
たかというと、当然IT化とはほど
遠く、紙伝票に結果を書き込み、台

帳を別に作成して、問い合わせなど
に対して、検索対応を行っていた。
これらの現場スタッフが関わる雑務
の多かったことは当たり前に思って
いたが、しかし同時に細胞診結果の
問い合わせなどの煩わしい作業が、
何とかならないかと常に感じていた
のも事実であった。筆者が見た、高
福祉の国、スウェーデンは日本のそ
れと余りにも違っていた、一種の
ショック状態であった。
　さらに、子宮頸がんの検診のハー
ドルも低く、受診者側の立場がまず
最優先されていた。女性の多くはフ
ルタイムで働いているので、検診は
勤務が終了後に、夕方に受けること
が可能であった。もちろん、保健師
さんたちを中心に、健康相談に応じ
てくれる制度があったが、スウェー
デンはこれらの医療サービスは北の
ラップランド（北極圏）から南のマル
メまで、同じ医療サービスが受けら
れると誇らしげに語っていた。
　しかし、90年代のはじめに、従
来の福祉国家路線が相当、軌道修正
される以前のこととはいえ、社会保
障の普遍主義を今も貫いているのは
実に素晴らしい。日本も2018年か
ら社会保障の個人識別番号「PIN」

（マイナンバー）が医療関連のシステ
ムと連動する仕組みを、段階的に導
入させるようである。しかし、この
医療情報の共有・連携が既に標準化
されていたスウェーデンの話は、遠
く38年前の話であることを考える
と、何となく気が重い。日本におい
ても診療結果、処方箋の共有や、重

複投薬や検査を避ける話などはある
が、解決に向かうのだろうか。
　3つ目の“目からうろこ”は、臨床
検討会への参加である。それはいつ
もオンコロジー棟で開催され、臨床
医、専門看護師、放射線専門医、病
理専門医、保健師、細胞診専門医、
細胞検査士らが集まって、診断のプ
ロセス等を説明、細胞診としては実
際にスライドガラス上の組織像や細
胞像を投影し説明、議論が交わされ
ていた。つい最近になって、日本で
も「チーム医療の時代」が叫ばれてい
る。専門医師の分業のみでなく、コ
メディカル業務の細分化・分業化が
さらに進むものと思われる。

今こそ将来像を議論

　この50年、わが国の細胞診の萌
芽期から成長期を見つめてきた者の
一人として、これから10年後の細
胞診を的確に把握することは簡単で
はない。しかし、例えば子宮頸がん
検診の在り方について言えば、大き
な変革が、いま世界の先進国で進行
している。すなわち、HPV検査（HPV 
First）など、遺伝子手法を踏まえた

「新しい分子時代の細胞診」と相まっ
て、その役割分担をさまざまな角度
から分析し、既存のパラダイムに縛
られることなく、将来の細胞検査士
の姿について、今こそ議論し始めな
ければならない。

寄 稿 細胞検査士のあのころ

スウェーデンと研究の思い出

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻　招聘教授
細胞検査士会元会長

小林 忠男

がん登録室、細胞診断部：ルンド大学付属マルメ総合病院,1980

穿刺吸引細胞診の実際、細胞診断部：ルンド大学付属マルメ総合病院,1980

細胞診断部、筆者の部屋：ルンド大学付属マルメ総合病院,1979
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寄 稿 細胞検査士のあのころ

公益社団法人日本臨床細胞学会　功労会員
細胞検査士会元副会長

西 国広（CFIAC） 

　細胞検査士会は本年（2017年）創
立50周年を迎え、第56回日本臨床
細胞学会秋期大会に合わせて創立
50周年記念式典・功労賞表彰・祝
賀会・細胞検査士展を福岡で開催で
きることに感無量であるとともに、
福岡での開催を決定していただいた
伊藤仁・細胞検査士会会長をはじめ
役員の方々に厚く御礼申し上げる。
　細胞検査士制度の成り立ちをレ
ビューすると4つの時代に大別され
るかと思われる。以下、その4つの
時代の歴史をひもとき、私見を述べ
たい。

独学で細胞診を勉強

　私は1965年4月に国立病院機構九
州医療センターの前身である国立福
岡中央病院の研究検査科病理細胞診
部門に就職し、そこで初めて細胞診
の業務に携わることができた。
　就職してからの数年は専ら婦人科
標本をパパニコロウ染色して病理医
に提出するだけの仕事が中心であっ
た（①標本作製技師：preparating 
technician時代）。標本作製のみでは
興味がわかず、細胞診と同時に提出
されていた生検との診断一致率を検
討しているうちに細胞診断の不一致
例が多いことに気が付き、細胞診を
本格的に勉強しようと覚悟を決め、
Papanicolaouの原著であるATLAS 
OF Exfoliative Cytologyと水野潤二
先生和訳の「癌の細胞診断」を参考書
に独学で細胞診の勉強
を始めた。また細胞診
の仲間を集め、上皮内
がん（CIS）の細胞像を
提唱した米国のRuth 
M . G r a h a m の T h e 
Cytologic Diagnosis of 
Cancerの抄読会およ
び判定困難症例の検
討会を「木曜会」と称
し、毎週、木曜日の仕
事終了後に九州大学
病院中央検査部に十
数人が集まり深夜まで
研鑽したことが懐かし
く、つい最近のように
も思える。この頃は細

胞診標本の作製のみならず、スクリー
ニングが中心であった時代であった

（②サイトスクリーナー：cytoscreener
時代）。
　68年4月、癌研究会附属病院およ
び大阪府立成人病センター内にスク
リーナー養成所が開設され、同時に
日本臨床細胞学会内にサイトスク
リーナー研究部会が発足した。
　九州においても68年8月、第1回
九大細胞診講習会を当時、九州大学
医学部第二病理学教授であった橋
本美智雄先生、中検の谷本一夫先
生、私が中心となり2回ほど開催。
この講習会受講者を中心に68年12
月に第1回九州細胞診研究会が九大
臨床大講堂で九州各県より約150人
の技師が参加し開催された。以降、
この研究会は80年10月まで日本臨
床細胞学会九州支部に移行するま
で年2回の研究会と九州細胞診研究
会雑誌の年2回の発刊を行い、九州
連合会雑誌へと引き継がれ現在に
至っている。

2泊3日の合宿を開催

　九州における細胞検査士の養成は
通称「合宿」と称され、2泊3日の超
ハードな研修会として73年9月に第
1回九州細胞診研修会・合宿が開催
され、現在まで45年間継続され、
優秀な細胞検査士が輩出される基盤
ができている。話を全国に転じると、
69年には細胞検査士資格認定試験

が開始され、第1回試験は東京近郊
の8人の方が受験対象者で、第2回
目からは全国的に受験者が公募さ
れ、私は2回目を受験（認定番号
No.49）。この頃から現在までが細胞
診標本の作製・スクリーニング・判
定までを担当する時代となった（③
細胞検査士：cytotechnologist、CT
時代）。78年6月には細胞検査士会
が発足し、11月の第17回日本臨床
細胞学会秋期大会（東京）顕微鏡写真
コンテストで「最優秀賞（金賞）」を受
賞し、この年は思い出に残る年で
あった（写真）。

学会正会員少なく憂慮

　現在CT（JSC）数は約7500名近く
を有する団体までに発展しているが
日本臨床細胞学会の正会員に入る

CTが 少ないのは
残念なことかと憂
慮している。全国
的視野で検査士会
を回顧すると、創
立30周年記念事業
では事務局長の大
役を任命され、横
浜で開催された祝
賀会は大型客船で
のクルーズが大盛
況であった。また
40周年記念事業で
は副会長として千
葉の幕張メッセで

野田聖子衆議院議員を特別ゲストと
して招聘し、市民公開講座を開催し
大変好評であった。そして今回の50
周年記念事業を迎え、これを機会に
細胞検査士の近未来像としては血液
1滴で13種類の早期がんの診断が可
能なmicroRNAを用いての検査法
が費用2万程度で実施できる日が1
年後には可能となる報道もなされて
いる昨今、がんの確定診断法として
の病理組織診断と細胞診が発展する
ためには、AI時代に対応できるが
んの臨床検査として顕微鏡を駆使し
ての形態検査全般（尿沈渣、寄生虫、
血液像、骨髄像、細菌・真菌、各種
検体の細胞検査および画像など）の
アドバイスができるメディカルス
タッフ（④上級細胞検査士（senior 
cytotechnologist, surpervisor CT 
時代）の確立が急務かと思われる。

「細胞検査士会創立50周年」を記念して
～細胞検査士の過去・現在・将来への展望～

第17回日本臨床細胞学会秋期大会顕微鏡写真コンテストで
最優秀賞受賞を記念して

第5回九州細胞診研修会（合宿）1977年9月、九州がんセンター玄関前にて
（前列一番右が西氏）

第12回九州細胞診合宿は国立福岡中央病院にて1984年9月に開催。こ
の頃より受講生・スタッフ合わせ約80人となり、今年の第45回佐賀合宿
では総勢130人を超す研修会であった
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50th
Anniversary細胞検査士会の50年とこれから ～次世代への展望と課題～


