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2022年（令和 4年）度 

第 1回東京都細胞検査士会役員会議事録 

記 

依然として続く、CoViD-19 の猛威により、役員会の通常開催が厳しい状況です。本役員会は

WEB にて開催いたします。 

出席者：青木・浅見・阿部・五十嵐・池畑・石井（監事）・和泉・稲垣・小穴・岡・押本・金室・河村・岸

本・郡・笹井・佐々木・澁木・庄野（監事）・鈴木・関根・宅見・田邉・寺尾・中島・濱川・葉山・古田・

藤田・町田・三宅・向山・藪下（敬称略、あいうえお順） 

委任状：藤山、若槻 

議事録：押本、鈴木 

議長選出：宅見氏が推薦され、承認された。 

会則に基づき、役員 33 名中 31 名の出席、委任状２通により 2022 年度（令和 4 年度）第 1 回東

京都細胞検査士会役員会は成立。 

 

議 題  

Ⅰ.報告事項 

1. 庶務報告 

2. 会長報告 

 

Ⅱ.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） 

4.庶務内規 

5.東京都細胞検査士会 慶弔内規 
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********************** 

Ⅰ.報告事項 

  1.庶務報告 

   物故会員 東京医科大学病院 武田由美子殿（CT 4902） 

     黙祷は、総会で行う 

2.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 

・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 
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・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） 

・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 
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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 

   開催形式：ウェビナー形式 

プログラム内容 

・特別講演１．膵・胆道系腫瘍の細胞診断（仮題） 

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．HPVワクチンと子宮頸がん予防（仮題） 

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 

   多数の参加のご協力をお願いしたい 

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 
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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 

Ⅱ.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」  

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） 
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・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。 

 

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・22 年度役員への委嘱状作成・発送 

 

審議事項１について役員会の承認を得て総会審議事項とされた。 
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2021 年度（令和 3 年度）会計報告・監査報告 

   

 

 

 

審議事項２ について役員会の承認を得て総会審議事項とされた。 
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3. 会則の変更について（事務所） 

現行 変更案 

第 1 章 総則 

（事務所） 第 2 条 

第 1 章 総則 

（所在地） 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、株式会社クバプロに置く。  

この会を次の所在地に置く。 

東京都千代田区飯田橋 3-11-15 6 階、株式

会社クバプロ 

 

ゆうちょ銀行での通帳作成、運用において、団体における事務所での住所登録が困難であるため

「所在地」への変更が必要である. 

ゆうちょ銀行には、「所在地」への変更で、運用可能であることは確認済みである, 

審議事項３について役員会の承認を得て総会審議事項とされた。 

 

4. 庶務内規について 

添付資料・1 

【更新内容】 赤字が追記内容 

7. 研修会・総会開催、運営 

1) （財）日本臨床細胞学会への研修会単位申請 

(2) 研修会修了後、研修会プログラム・参加者名簿を学会事務局に送付 

（研修会プログラムに変更がなければ参加者名簿の提出で可） 

  9. 書類管理等 

  3) 新幹事、監事への委嘱状作成、発送、データの保管 

(1) 委嘱状の電子化 

(2) 発送はメール等で配信 

(3) 原本が必要な役員は庶務委員に申し出る。原本の委嘱状は封書で送付する。 

(4) 委嘱状の電子データは庶務専用 USB に保管 

(5) 委嘱状の紙データは役員により要求がない場合は１ヶ月後に庶務担当者が破棄する。 

(4)の「USB」の表記について、「電子媒体」に変更する 

審議事項４について承認された 
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5. 東京都細胞検査士会役員会 慶弔運用規程 5 月修正（案）について 

添付資料・2（慶弔運用規程 ５月修正案） 

添付資料・3（原案） 

＊慶弔運用規程 5 月修正案は、代表役員にて議論された内容を反映しています。 

 

・第４条の「会長に送付する」について 

庶務の内規に慶弔における内容が含まれており、慶弔での連絡は、庶務委員会に連絡する

ことが妥当である. 連絡を受けた庶務委員は、会長、副会長に内容を知らせる. その後, 会

長より会計へお花代等の任務について連絡を行う. 

「会長に送付する」は「庶務委員会に連絡する」に変更する. 

 

審議事項５について承認された 

 

各委員からのお知らせ 

＜岡委員＞ 

 ・57 回、58 回の学術研修会におきましては、ご協力ありがとうございました 

 ・58 回に関しては、参加登録者数と視聴者数に差が生じているため、5 月 31 日までオンデマン

ド期間を延長予定です. 

 

＜岸本委員＞ 

 ・59 回学術研修会の収録日は 6 月 25 日（土）です. 役員全員の参加をお願い致します. 

 ・59 回学術研修会プログラム内の泌尿器症例が、急遽変更することになりました. 役員内でよ

い症例（泌尿器症例に限らず）があるようならば 30 日月曜日までに申し出ていただきたい. 

 

＜郡委員＞ 

 ・60 回学術研修会は、杏林大学井の頭キャンパスで 2月か 3 月上旬に現地開催を予定してい

る. オンライン配信も考えている. プログラムの内容は正式に決定していないので、みなし会議

で決議させていただきたい. 症例検討は、子宮体部が確定. あと 2 症例は検討中. 


