
2020 年（令和 2 年）度 

第２回東京都細胞検査士会役員会議事録 

記 

緊急事態宣言及び東京アラートが解除された中、COViD-19 の終息は依然厳しい状況が続い

ている。感染リスクを避け、2019 年（令和元年）度の各委員会事業報告、会計報告、監査報告など

東京都細胞検査士会の運営に不可欠な案件に対し、役員会（みなし会議）で審議後、みなし決議

（役員全員の承認が必要）を行った。 

 

審議期間 2020 年 7 月 14 日より 7 月 18 日 

みなし決議 2020 年 7 月 20 日より 7 月 21 日 

出席者 青木裕志、浅見英一、阿部仁、五十嵐清子、池畑浩一、和泉智子、稲垣淳史、 

梅澤敬、岡俊郎、金室俊子、鎌田久美子、片山博徳、河村淳平、岸本浩次、 

窪田知美、郡秀一、小松京子、笹井伸哉、佐々木陽介、澁木康雄、鈴木美那子、 

関根正喜、宅見智晴、寺尾曉子、中島弘一、中島研、濱川真治、葉山綾子、 

藤山淳三、古田則行、町田知久、三宅真司、向山淳児、藪下竜司、若槻よしえ 

 

                                              （敬称略、50 音順） 

議事録作成 宅見智晴 

 

議 題  

 審議事項              

１．2019 年（令和元年）度 各委員会事業報告 

２．2019 年（令和元年）度 会計報告  

３. 2019 年（令和元年）度 会計監査・事業監査報告 

4. 会則の改定案について 

  

審議事項の詳細 

１．2019 年（令和元年）度 各委員会事業報告 

１）2019 年度 学術委員会 事業報告 

（１） 第 53 回東京都細胞検査士会学術研修会 

開催日：2019 年 6 月 29 日（土）13:55～17:20 

会 場：東海大学高輪キャンパス 

研修会内容： 



・特別講演「乳腺細胞診・DCIS とその周辺」 

              東海大学医学部付属病院 伊藤 仁 技師 

・教育講演「子宮頸部 コルポ診と細胞診」 

           こころとからだの元気プラザ 石井 保吉 技師 

・日本臨床細胞学会・肺癌学会コラボセミナー「呼吸器細胞診標本における細胞のみかた、

細胞集塊の考え方のアンケート」 

北里大学病院 柿沼 廣邦 技師 

・症例検討 婦人科、リンパ節 ２題 

参加人数：    211 名 

会 員  176 名 

       非会員    9 名 

       学 生    26 名 

（２） 第 54 回東京都細胞検査士会学術研修会 

開催日：2020 年 3 月 28 日(土) 

会 場：東海大学高輪キャンパス 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止。 

 

２）2019 年度 広報委員会 事業報告 

（１） ホームページ（HP）の管理、掲載 

 学会・研修会の案内，総会・役員会の議事録，症例検討の解説などを掲載した. 

（２） 子宮の日の活動 

4 月 6 日（土）に「子宮の日の活動 2019 LOVE 49 キャンペーン」として子宮頸がん検

診の啓発につながる資料の配布を行った．大丸松坂屋上野店と中野駅北口協定広場

の 2 カ所で，主に子宮頸がん検診対象者に手配りで配布した．街頭活動に参加した人

数は 38 名．また，残りの資料は各施設にて配布した． 

参加者（順不同，敬称略） 

大丸松坂屋上野店 ： 

三宅真司，宅見智晴, 藤山淳三, 五十嵐清子, 町田知久, 葉山綾子,  

伊藤崇彦, 橋本 学, 小林莉来, 野村 希, 稲葉由香, 海老原美里, 梶山知

紗, 藤間瑞穂, 近藤 円, 福原 萌, 石田さくら, 吉田和広, 澁木康雄. 

(以上 19 名) 

中野駅北口協定広場： 

中島 研，吉田志緒子, 金室俊子，庄野幸恵, 藪下竜司, 稲垣敦史, 押本綾

子, 窪田知美, 青木あすか, 軽部晃平, 北原啓伍, 時田恵士朗, 西俣章仁,  

宮口 玲, 小磯寧華, 千葉萌絵, 須川絢子, 菊池咲絵, 田中井こゆき.  

 (以上 19 名) 



（３） がん患者大集会への協力 

第 15 回がん患者大集会（国立がん研究センター新研究棟）に 11 名が参加協力した． 

参加者（順不同，敬称略） 

三宅真司, 岸本浩次, 町田知久, 濱川真治, 宅見智晴, 稲垣敦史, 向山淳児, 

近藤 円, 金室俊子, 稲葉暁子, 中島 研, 坂本 佳, 澁木康雄. 

（４） 第 53 回東京都細胞検査士会学術研修会でのアンケート調査の実施  

 

３）2019 年度 国際委員会 事業報告 

(1)日・韓・台細胞検査士合同セミナーへの協力 

COVID-19 感染拡大のため、合同セミナーは中止。 

(2)下記の学会において国際関係の参加者との交流活動 

 第 60 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

 第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会 

(3)その他、細胞検査士に関する国際交流活動 

 

４）2019 年度 総務委員会 事業報告 

（１）東京都細胞検査士会会則ならびに内規の見直しと修正の提案 

 

５）2019 年度 庶務委員会 事業報告 

（１） 2019 年度第１回役員会議事録作成 

（２） 2019 年度第１回総会議事録作成 

（３） 2019 年度第１回役員会・総会開催運営 

（４） 2019 年度役員会みなし会議開催・運営 

（５） 2019 年度役員会みなし会議録作成 

（６） 第 53 回学術研修会 演者・座長委嘱状の発送・学会単位申請  

 

審議事項１について、役員全員の承認を得た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．2019 年（令和元年）度 会計報告  

 

審議事項 2 について、役員全員の承認を得た 

 

 

３. 2019 年（令和元年）度 会計監査・事業監査報告 

石井・庄野監事より、2020 年（令和 2 年）６月３日に会計監査を行い領収書、帳簿等を監査し適正

に運用されていること、また、適正に事業が行われていることを確認したとの報告があった.  

 

審議事項 3 について、役員全員の承認を得た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.会則の改定案について 

小松総務代表幹事の提案事項  

 

現在 改定案 

第 14 条 

この会に、役員を置く。 

 

この会に、役員を置く。役員はほかの地区の

細胞検査士会役員と兼ねることはできない。 

第 14 条４ 

代表幹事・副代表幹事は、（全国細胞検査士

会役員選出に関する要綱第 4 条による）全国

細胞検査士会役員当選者とする。 

 

代表幹事・副代表幹事は、（全国細胞検査士

会役員選出に関する要綱第 4 条による）東京

都から推薦された全国細胞検査士会役員当

選者とする。 

 

＊会則改定は総会の承認が必要である。現状、COVID-19 感染拡大防止のため、総会が開催で

きないが、役員会の承認を得ておきたいので審議願いたい。 

 

審議事項 4 について、役員全員の承認を得た 

 

 


