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2022年（令和 4年）度 

第 1回東京都細胞検査士会総会議事録 

記 

依然と続くコロナ禍により、定時総会を Web 開催にて行なった。審議事項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・否認の審議を行なった。結果は、

澁木会長により報告された。 

日時：2022 年 6 月 25 日（土曜日） 

場所：Web 開催 

 

議 題  

Ⅰ.庶務報告 

Ⅱ.会長報告 

Ⅲ.審議事項 

1.2021 年度事業報告 

2.2021 年度会計報告・監査報告 

3.会則の変更（事務所） 

 

Ⅰ.庶務報告 

   物故会員 東京医科大学病院 武田由美子（JSC 4902） 

    

Ⅱ.会長報告 

 1. 日本臨床細胞学会報告 

1)学会予定 

・第 21 回国際細胞学会 

2022 年 11月 15 日〜20 日 

場所：BALTIMORE MD USA 
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・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〜12 日 

場所：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〜6 日 

場所：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〜11 日 

場所：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〜5 日 

場所：福岡県 

・第 65 回日本臨床細胞学会総会春期大会 

学会長：森井英一 

2024 年 6月 7 日〜9 日 

場所：大阪府 

・第 63 回日本臨床細胞学会秋期大会 

学会長：進 伸幸 

2024 年 11月 6 日〜7 日 

場所：千葉県 

2)細胞検査士セミナー・ワークショップ等の予定 

・第 82 回細胞検査士教育セミナー 

実施委員長：原田 仁稔 

     開催日：2022 年 8 月、9 月、10 月予定（Web 開催） 
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・第 84 回細胞検査士ワークショップ 

    開催日：2022 年 10 月予定（現地開催で検討中） 

    実施委員長：澁木 康雄 

・第 85 回細胞検査士ワークショップ 

   開催日：未定（検討中） 

・第 131 回細胞検査士養成講習会 

     開催中止 

 

3)庶務委員会（2022 年 4 月 12 日現在） 

   全会員数：12,963 名 

（正会員 5,715 名、準会員 7,003 名、名誉会員 39 名、功労会員 193 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：3,184 名 

   細胞検査士数：8,054 名（認定 10,870 名） 

4)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 

    合格者数：309 名 

・2022 年度（第 55 回）細胞検査士資格認定試験 

1 次試験：10 月 29 日 CIVI研修センター新大阪東・新丸ビル別館 （大阪） 開催予定 

2 次試験：12 月 3, 4 日 ウインク愛知 （愛知） 開催予定 

・2022 年度 CT(IAC)資格認定試験 

 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、試験実施時期を 2023 年へ延長予定 

 

2.東京都臨床細胞学会の報告 

1) 会員数（2021 年 8 月 13 日現在） 

   名誉会員：19 名、功労会員：13 名、医師会員：479 名、細胞検査士会員：1,068 名） 

2) 第 41 回東京都臨床細胞学会学術集会 

    大会長：三宅 真司 

    開催日：2022 年 7月 9 日（土曜日）12:00〜17:00 
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     開催形式：ウェビナー形式 

プログラム内容 

・特別講演１．膵・胆道疾患の病理像と細胞診－Trend review & beyond blue－ 

自治医科大学医学部 病理学講座 福嶋  敬宜  

・特別講演２．肺腺癌の診断 ～臨床病理学的進歩～ 

東京医科大学 人体病理学分野 松林 純 

・特別講演３．日本の子宮頸がん予防の未来を考える 

横浜市立大学医学部 産婦人科学教室 宮城  悦子 

・スライドカンファレンス 

    

3) 第 36 回関東臨床細胞学会学術集会 

    大会長：宮城 悦子   

開催日：2022 年 10月 16 日 

 開催場所：パシフィコ横浜 

   第 39 回神奈川県臨床細胞学会との同時開催 

 

3.細胞検査士会の報告 

1)今年は 2023-2024 年度の役員選挙が行われる 

Ⅲ.審議事項 

1.2021 年度各委員会 事業報告 

1) 学術委員会事業報告 

(1) 第 57 回東京都細胞検査士会学術研修会 

開催日：2021 年 7月 10 日(土)～7月 25 日(日) 

開催形式：WEB 開催(録音録画ファイルの配信によるオンデマンド開催) 

収録日：6 月 26 日（土） 

研修会内容： 

・特別講演１「脳腫瘍の細胞診断・現状と未来」 

東京女子医科大学(2020 年度東京都臨床細胞学会会長)    

澤田 達男先生 

・特別講演２「口腔がん早期発見のための細胞診」  
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新報告様式をどう使う？東京医科大学市川総合病院  

田中 陽一先生 

・症例検討 子宮体部、唾液腺、膵臓 ３題 

・参加登録者：525 名 

(2) 第 58 回東京都細胞検査士会学術研修会 

開催日時：2022 年 3月 26 日(土)～4月 24 日(日)まで 

開催形式：WEB 開催(録音録画ファイルの配信によるオンデマンド開催) 

収録日：3 月 19 日（土） 

研修会内容： 

・教育講演１「体腔液におけるセルブロックの現状と応用」 

公立昭和病院 濱川 真治技師 

・教育講演２「ウルトラミクロからみる乳癌細胞」 

日本医科大学千葉北総病院 三枝 順子技師 

・症例検討 体腔液、乳腺、子宮体部 ３題 

・参加登録者：420 名 

2) 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、役員会の議事録等を掲載・更新した。 

 (2)子宮の日の活動 

「2021 LOVE 49 キャンペーン」は COVID-19 感染拡大の影響で今年度も街頭での資料

配布は中止となった。配布予定となっていた 2000 部の資料等は各施設にお願いし配布

が完了した。 

  （資料配布協力施設） 

   ・東京医科大学八王子医療センター病理診断部  

    ・学校法人東洋学園専門学校 東洋公衆衛生学院   

    ・東京都保健医療公社東京都がん検診センター検査科  

   ・東京医科大学病院 病理診断科  

   ・医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 

   (3)がん患者大集会への協力 

   第 17 回がん患者大集会は COVID-19 感染拡大のため、今年度は広島大学医学部での現

地開催とオンライン配信のハイブリット開催となったが、現地参加・支援はできなかった。 
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3) 国際委員会事業報告 

Covid19 の影響により国際活動はすべて中止となった。 

4) 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 

  (2)東京都細胞検査士会役員会慶弔運用規定（案）の提案 

5) 庶務委員会事業報告 

   (1)2021 年度第役員会議事録作成（みなし会議を含む 第１回〜第 5 回） 

    (2) 2021 年度第１回、2 回総会議事録作成 

    (3) 2021 年度第１回、2 回役員会・総会開催運営 

    (4) 第 57,58 回学術研修会 演者・座長依頼状の発送・学会単位申請  

    (5) 2021〜2022 年度役員への委嘱状作成・発送 

審議事項 1 

2021 年度各委員会事業報告は議決された。（承認：58 名/否認: 0 名） 

 

2. 2021 年度（令和 3 年度）決算・監査報告  

  

 

審議事項 2 

2021 年度決算・監査報告は議決された。（承認：58 名/否認: 0 名） 
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3. 会則の変更（事務所）について 

 

 

審議事項 3 

会則の変更（事務所）は議決された。（承認：58 名/否認: 0名） 


