
 

 

2021 年（令和 3 年）度 

第 1 回東京都細胞検査士会定時総会議事録 

 

記 

まん延防止等重点措置のさなか、定時総会を Web 開催にて行った。審議事項については事前

にホームページに掲載した議案書を元に東京都細胞検査士会会員に承認・否認の審議を行った。

結果は、笹井会長により報告された。 

 

 

日 時：2021 年 7月 3日（土）  

場 所： Web 開催 

 

Ⅰ．開会 

Ⅱ．議 題  

報告事項 

1．会長報告 

 

審議事項  

1. 2020年度各委員会事業報告 

2．2020年度決算報告・監査報告 

3．会則改定案について 

4. 新役員について 

 

 

 

報告事項 

 

1. 会長報告 

日本臨床細胞学会報告 

1) 学会予定 

・第 60 回日本臨床細胞学会秋期大会 

      学会長：廣岡 保明 

2021 年 11月 20 日（土）～21日（日） 

会場：米子コンベンションセンター（鳥取県） 

・第 63 回日本臨床細胞学会総会・春期大会 

   学会長：岡本 愛光 



 

 

  2022 年 6 月 10日（金）～12 日（日） 

  会場：グランドプリンスホテル高輪（東京都） 

・第 61 回日本臨床細胞学会秋期大会 

      学会長：伊藤 潔 

2022 年 11月 5 日（土）～6日（日） 

会場：仙台サンプラザホテル、他（宮城県） 

・第 64 回日本臨床細胞学会総会・春期大会 

   学会長：藤井 多久磨 

  2023 年 6 月 9 日（金）〜11 日（日） 

  会場：愛知県 

・第 62 回日本臨床細胞学会秋期大会 

      学会長：横山 正俊 

2023 年 11月 4 日（土）～5日（日） 

会場：福岡県 

2）細胞検査士セミナー・ワークショップの予定 

・第 82 回細胞検査士ワークショップ（講義のみ、Web 開催） 

実施委員長：鳥居 良貴 

   開催日：2021年 7 月 30 日（金）～8月 10 日（火） 

   申し込み：終了 

・第 81 回細胞検査士教育セミナー（Web 開催） 

実施委員長：三宅 真司 

   開催日：2021年 8 月 20 日（金）～9月 6日（月） 

申し込み：2021 年 6月 21 日（月）～8月 2日 

・第 82 回細胞検査士教育セミナー 

   開催日：開催中止 

・第 83 回細胞検査士ワークショップ 

   開催日：未定 

 ・第 130 回細胞検査士養成講習会 

   開催日：開催中止 

3）庶務委員会(2021年 5 月 25 日現在) 

全会員数：12,825 名 

（正会員 5,663 名、準会員 6,937 名、名誉会員 38名、功労会員 172 名、図書会員 15 件） 

    細胞診専門医および細胞診専門歯科医数：3,069 名 

細胞検査士数：7,968 名（認定 10,636 名） 

4）理事会選挙の報告 

細胞検査士会から 3名（伊藤 仁氏、阿部 仁氏、澁木 康雄氏）が当選。 

＊細胞検査士の正会員数が少ない。検査士会の意見を細胞学会に反映させるためには 

正会員をもっと増やすことが重要。多くの方々に正会員への変更をお願いしたい。 



 

 

5）細胞検査士委員会 

・2021 年度（第 54回）細胞検査士資格認定試験 

 1 次試験：2021 年 10 月 30日（土）予定 大阪 

 2 次試験：2021 年 12 月 4 日（土）・5日（日）予定 東京 

・2021 年 CT（IAC）資格認定試験 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、試験の実施時期を延期することが決定。 

 ＊詳細は日本臨床細胞学会ホームページにて確認してください。 

 

 

東京都臨床細胞学会の報告 

1）会員数（2020 年 9 月 2 日現在） 

 名誉会員 19 名，功労会員 13 名， 

 医師会員 484 名，細胞検査士会員 1,083 名 

2）第 40 回東京都臨床細胞学会総会・学術集会 

会長：山下 博 先生（独立行政法人国立病院機構東京医療センター） 

日程：10 月 16 日 

会場：WEB 開催の予定 

    

 

全国細胞検査士会の報告 

1）細胞検査士会役員選挙 

  2021 年・2022 年度細胞検査士会役員選挙結果（東京都、敬称略） 

  青木 裕志、阿部 仁、岸本 浩次、渋木 康雄、古田 則行、 

町田 知久、三宅 真司の 7名が当選。 

2）2021 年・2022 年度細胞検査士会会長・副会長選挙結果 

  会 長：阿部 仁 

  副会長：澁木 康雄、山城 篤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

審議事項 

 

議案 1． 2020 年度各委員会事業報告 

学術委員会 事業報告 

1） 第 55 回東京都細胞検査士会学術研修会 

開催日：2020 年 6 月 20 日（土） 

会 場：杏林大学 井の頭キャンパス F 棟 309室 

内 容：教育講演 2 演題 

    症例検討 3題 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止となりました。 

2） 第 56 回東京都細胞検査士会学術研修会 

開催日：2021 年 3 月 20 日から 4月 11日（日） 

会 場：Web開催 

研修会内容： 

・特別講演「産婦人科医としての細胞診へのかかわり方 〜私の場合〜」 

   東京医療センター産婦人科 2021年度東京都臨床細胞学会会長 山下 博先生  

・教育講演「事の始まりは NC比 80％」−語弊を考える−」 

         がん研有明病院 付設細胞検査士養成所 古田則行 技師  

・教育講演「高異型度尿路上皮癌を見極めるためのステップ」 

            公立長生病院 診療技術部検査科 西周裕晃 技師 

・症例検討 婦人科、泌尿器、乳腺 3 題 

・参加登録者：652名（3月 31 日） 

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，役員会の議事録などを掲載した. 

2)  子宮の日の活動 

街頭で予定していた「2020 LOVE 49 キャンペーン」は COVID-19 感染拡大の影響で中止となっ

た. 3000 部の資料等は各施設にお願いし配布してもらった． 

以下、配布協力施設 

東洋公衆衛生学院, 帝京短期大学, 東京都がん検診センター, 東京医科大学病院, 

東京医大八王子医療センター, 武蔵村山病院, 病体生理研究所, 国立がん研究センター中央

病院 

3)  がん患者大集会への協力 

第 16回がん患者大集会は COVID-19 感染拡大の影響で ZOOMウェビナーによるオンライン配信と

なったため, 現地参加はしなかった. 

総務委員会 事業報告 

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  

慶弔規程案の提案 



 

 

国際委員会 事業報告 

2020 年からの Covid-19 の影響により国際活動は全て中止になった。 

庶務委員会 事業報告 

1）  2020 年度役員会議事録作成、みなし会議を含む（第１回・第 2回・第 3回・第 4回） 

2）  2020 年度総会議事録作成（第１回） 

3）  役員会・総会、準備、運営（第１回） 

4）  第 56 回学術研修会 演者・座長委嘱状の発送・学会単位申請 

 
議案1 2020年度各委員会事業報告は、議決されました。（承認125名/否認1名） 

 
 
議案 2．2020 年度決算報告・監査報告 

 

石井・庄野監事より、「2021 年(令和3年)5月18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」という報告があった。 

 

議案2 2020年度決算報告・監査報告は議決されました。（承認125名/否認1名） 

 

 

 



 

 

議案3．「東京都細胞検査士会会則第１章総則（事務所）第2条 の会則改定案について」 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案 3 東京都細胞検査士会会則第１章総則（事務所）第 2条 の会則改訂案は議決されました。 

（承認 125名/否認 1名） 

 
 

議案4．新役員人事について 

 

青木裕志、浅見英一、阿部 仁、五十嵐清子、池畑浩一、和泉智子、稲垣敦史、小穴良保、 

岡 俊郎、押本綾子、金室俊子、河村淳平、岸本浩次、郡 秀一、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、田邉一成、寺尾暁子、中島 研、濱川真治、 

葉山綾子、藤田大貴、藤山淳三、古田則行、町田知久、三宅真司、向山淳児、薮下竜司、 

若槻よしえ  （役員 33 名、五十音順）  

 

会長：澁木 康雄 

副会長：阿部 仁、笹井伸哉 

 

監事：石井保吉、庄野幸恵 

 

議案 4 新役員人事は議決されました。（承認 124 名/否認 2名） 

 

現行 変更案 

第１章総則                      

(事務所)                                

第 2 条 この会は、主たる事務局を東京都江東

区有明 3-8-31(公益財団法人)がん研究会有

明病院臨床病理センター細胞診断部内に置く。 

 

第１章総則                      

(事務所)                                

第２条 この会は、主たる事務局を東京都千代

田区飯田橋 3-11-15 6 階、株式会社クバプロ

に置く。 


