
平成 2８年度第２回東京都細胞検査士会 役員会議事録 

 

日 時： 平成 29 年 3 月 18 日（土） 11：00 ～ 13：00 

場 所： 東海大学高輪キャンバス 

出席者： 浅見・阿部・石井・和泉・石山・五十嵐・稲葉・上野・梅澤・岡・片山・金室・河村・郡・

小松・笹井・佐々木・澁木・庄野・宅見・中島弘一・濱川・葉山・古田・藤田・町田・松原・

三宅・向山・吉田・藪下 （敬称略、あいうえお順） 

議事録：岡、庄野 

会則に基づき 31 名の幹事・監事の出席により平成 28 年度第 2 回東京都細胞検査士会役員会は成立し、

議長（議事進行）は庶務代表幹事の笹井氏が推薦され拍手により承認された。 

議題 

Ⅰ報告事項 

１．会長報告（三宅会長） 

 

日本臨床細胞学会報告 

１）日本臨床細胞学会評議員 

455 人の評議員が選出された（評議員数は正会員の 8％以内） 

このうち細胞検査士の評議員は 85 名が選出された。（前年度評議員数 66 名） 

２）日本臨床細胞学会の理事選挙結果 

     石井 保吉氏・小松 京子氏・伊藤 仁氏の 3 名が当選した。 

   ３）日本臨床細胞学会予定 

第 58回日本臨床細胞学会総会・春期大会 

学会長：植田 政嗣先生 

平成 29年 5月 26日（金）～27日（日） 

会場：大阪国際会議場 

【事前参加登録期間】2017年 2月 1日(水)～4月 30日(日)  

【参加費】  

 事前 一般 13,000円／懇親会 4,000円  

 当日 一般 15,000円／懇親会 5,000円  

第 56回日本臨床細胞学会秋期大会 

学会長：加来 恒壽先生 

平成 29年 11月 18日（土）～19日(日) 

会場：福岡国際会議場・福岡サンパレス 

細胞検査士会 50周年記念行事 



第 59回日本臨床細胞学会総会・春期大会 

学会長：齋藤 豪先生 

平成 30年 6月 01日（金）～03日（日） 

会場：北海道 

第 57回日本臨床細胞学会秋期大会 

学会長：中村 直哉先生 

平成 30年 11月 17日（土）～18日(日) 

会場：神奈川県 

４）国際細胞検査士試験 試験日：平成 29年 6月 25日 

５）庶務委員会 

      細胞検査士数：7,264 名（正会員 1,057 名） 

６）技師賞 

        学術部門：加戸 伸明氏（東海大学医学部付属病院）       

功労部門：大野 喜作氏（上尾中央総合病院） 

７）細胞検査士の資格更新 

平成 28 年度資格更新者・新規合格者から 

     細胞検査士の資格更新を 4 年から 5 年へ変更． 

5 年間で 350 単位が必要．（東京都臨床細胞学会の会員は 5 年間で 125 単位取得できる） 

 

細胞検査士会の報告 

１）細胞検査士セミナー・ワークショップのお知らせ 

・第 73 回細胞検査士ワークショップ 

 平成 29年 3月 11日、12日 国際医療福祉大学 成田保健医療学部 

  実施委員長 平田 哲士氏 

・第 74 回細胞検査士ワークショップ 

平成 29年 7月 22日（土）・23日（日）福島で開催の予定 

・第 73 回細胞検査士教育セミナーを平成 29年 8月 19日（土）・20日（日） 

開催地：パシフィコ横浜、実施委員長 大塚 重則氏（藤間病院） 

大塚氏より運営での協力要請あり 

・第 74 回細胞検査士教育セミナーを平成 28年 9月 9日（土）・10日（日） 

開催地：倉敷市 

２）細胞検査士会事業計画 

・地域支援「初心者細胞検査士養成ワークショップ」in新潟 

細胞検査士養成講習会 平成 29年 6月 5日（日） 新潟大学医学部保健学科 

日本臨床細胞学会細胞検査士会精度保障委員会 

３）細胞検査士会創立 50 周年記念事業のお知らせ 

      2017年秋期大会（福岡） 2017年 11月 18日（土）〜19日（日） 

    ・細胞診と細胞検査士展（18日～19日）  

http://www.ctjsc.com/ctjsc_cms/wp-content/uploads/261b1e04fcd90d58d16e94e14978cff2.pdf


       会場：福岡西鉄駅内のコンコース，イベントスペース・ライオン広場 

    ・記念式典・功労賞表彰（19日，全国から 86 名，東京都から 10 名の表彰） 

       会場：福岡国際会議場国際会議室 

    ・市民公開講座=市民公開フォーラム（19日） 

       会場：日本臨床細胞学会秋期大会会場 

    ・祝賀会（19日，17時〜19時） 

       会場：福岡サンパレス，会費：3,000 円（事前登録あり） 

       終了後の交通手段：福岡空港までのタクシー（チケット付） 

                博多駅までの無料バス 

    ・50 周年記念誌 

     上製本：有料，DVD 又は CD-R 等：無料  

    ・功労賞の推薦は東京都から 10 名 

４）平成 29 年・30 年度細胞検査士会役員選挙結果（東京都） 

     小松 京子氏、片山 博徳氏、古田 則行氏、阿部 仁氏、三宅 真司氏 

     石井 保吉氏、渋木 康雄氏の 7 名が当選した。 

５）細胞検査士会会長・副会長選挙 

  会長は伊藤 仁氏が立候補し無投票で再選。副会長は４名の立候補があり、小松氏と 

三宅氏が当選した。 

 

東京都臨床細胞学会の報告 

１）会員数（2017年 3月現在） 

名誉会員 21 名，功労会員 15 名，医師会員 451 名， 

細胞検査士会員 1,032 名 

２）東京都臨床細胞学会予定 

第 36 回東京都臨床細胞学会 総会・学術集会 

会長： 岡 輝明先生（公立学校共済組合 関東中央病院）  

平成 29年 7月 9日（日曜日） 

会場：帝京大学講堂 

 

  東京都細胞検査士会の報告 

１）東京都細胞検査士会の役員改選がある。辞退者は 3 月 24 日までに三宅氏へ連絡のこと。 

新体制は４月からとなる。 

 

２．東京都細胞検査士会 平成 28年度各委員会・中間事業報告 

 

学術委員会中間事業報告（松原） 

１）第 47 回東京都細胞検査士会学術研修会 開催 

     テーマ：呼吸器細胞診 



日 時：平成 28年 6月 18日（土），13:55～17:25 

会 場：慶應義塾大学信濃町キャンパス東校舎講堂 

参加人数：215 名（学生含む） 

２）第 48 回東京都細胞検査士会学術研修会 開催 

     テーマ：細胞診検体を用いた遺伝子解析 

日 時：平成 29年 3月 18日（土），13:55～17:20 

会 場：東海大学高輪キャンパス  

 

広報委員会中間事業報告（澁木） 

１）2016 年 東京都細胞検査士会 第 12 回がん患者大集会の活動報告（資料 2） 

10 月 9 日（日），第 12 回がん患者大集会が開催され 8 名が参加した。人数が少ないので

より多くの参加をお願いしたい。 

２）子宮の日の活動（資料１参照） 

  上野松坂屋 20 名、中野駅前 20 名の 2 ヶ所で活動した（2,000 部配布 10 時～14 時終了） 

３）広報幹事会の開催     

幹事会を 2 回開催した。 

 

国際委員会中間事業報告（片山） 

１） 情報交換会：次の学会で関係者と情報を交換した。 

・第 57 回日本臨床細胞学会春期大会 

・19th International Congress of Cytology（横浜） 

２）国際学会他：第 8 回日-台-韓 細胞診セミナーへの協力             

・日・台・韓細胞検査士合同セミナー３国代表者会議の報告 

    参加人数(120 名)：日本 28 名、台湾 69 名、韓国 23 名 

    ・次回は韓国の予定であるが冬季五輪の関係で韓国より日本に開催を依頼された。 

      開催地として熊本を予定。 

  ３）・次回 International Congress of Cytology はタイで開催される 

 

総務委員会中間事業報告（小松） 

 １）全国細胞検査士会役員選挙 選挙人選出に関する実務  

２）東京都細胞検査士会各委員会の細則案作成 

３）東京都細胞学会年会費について検討 

  →役員会・総会に諮り東京都細胞学会で決定 

４）東京都細胞検査士会新年度役員選出方法（選挙管理委員会の設立含む） 

    

庶務委員会中間事業報告（笹井） 

１）平成 28 年度役員会議事録作成（第 1 回・第 2 回） 

２）平成 28 年度総会議事録作成（第 1 回・第 2 回） 



３）役員会開催運営（第 1 回・第 2 回） 

４）総会の開催運営（第 1 回・第 2 回） 

 

 Ⅱ審議事項              

１）東京都細胞検査士研修会会費について 

学術研修会の参加費を 1,000 円から 500 円に値下げしたい。 

東京都臨床細胞学会の NPO 法人化に伴い会費と助成金が変更された。 

正会員の会費は 4,000 円（医師）、4,000 円（技師）で技師の会費が 1,000 円増になること

に伴い、東京都細胞検査士会への助成金が 25 万円から 75 万円に増額になったので会員に

還元する目的。 

非会員（都外）はこれまで通り、参加費は 1,000 円とする。 

    

２）日本臨床細胞学会細胞検査士会50周年記念功労賞について 

      全国で86名が表彰され、東京都から10名の候補者をあげた。 

          浅見英一氏、五十嵐清子氏、石山功二氏、笹井伸哉氏、庄野幸恵氏、 

          関 利美氏、瀬田 章氏、藤田浩司氏、藤山淳三氏、若槻よしえ氏 

選出基準は、20年以上の細胞検査士歴、役員としての功労者、全国レベルの賞のないこと。 

    

  ３）子宮の日の活動について 

     4 月 9 日ではなく 4 月 15 日（予備日 4 月 16 日）に子宮の日の活動を行う。 

交通費 500 円・食費 1,500 円合計 2,000 円を、交通費 1,000 円・食費 2,000 円合計 3,000

円に次回から増額する。 

 

※１）２）３）は拍手によって承認された。 

 

４）平成 29 年度予算案について 

※表は、役員会での当初予算案であり、子宮の日の活動費を審議した後は下記の金額となる。 



    収入：東京都臨床細胞学会からの助成金         750,000 円 

（研修会参加費を 500 円に値下げする案が承認されたため、49 回・50 回は 500 円で計上） 

繰越金                    4,346,814 円（第 48 回決算未） 

                       予算 5,297,814 円 

 

支出：学術委員会で消耗品費 40,000 円、会議費 190,000 円増（会場費確保の為） 

    

・子宮の日の活動費を増額する意見が出され審議となり、1 人 1,000 円増加が採択された。 

（広報委員会予算に子宮の日の活動費を 40 人見込みで 40,000 円増額とした） 

支出 1,217,805 円 ＋ 40,000 円＝1,257,805 円 

 

次年度繰越金：               繰越金 4,040,009 円 

 

※五十嵐会計代表幹事から平成 29 年度の予算案が掲示され、拍手によって承認された。 

 

４）その他 

第 48 回東京都細胞検査士会学術研修会  

浅見英一実施委員長から本日の進行・役割分担・懇親会について報告がされた。 

 

第 49 回東京都細胞検査士学術研修会  

6月 24日 慈恵医大で開催することが報告された。 

 泌尿器 演者：浅見氏と内膜細胞診 演者：窪田氏 を予定 

                 

第 50 回東京都細胞検査士会学術研修会 次期会長小松氏に講演依頼、日時は 2 月か 3 月

を予定 

 

澁木康雄実施委員長から 49 回、50 回の研修会の内容について報告があった。 

 

    ５）総務委員会から 

東京都細胞検査士会各委員会の細則案作成に関して、文言や任期など訂正・変更に着手して

良いかどうかが審議事項としてあげられた。 

 

 ※拍手により承認され、次回、作成した会則案を審議事項として提案することとする。 

（要望、意見があれば小松氏まで） 

 

 

 

 



 

2016 年 東京都細胞検査士会 子宮の日の活動報告       資料１ 

 

4 月 16 日（土）に「子宮の日の活動 2016 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。また、残りの資料は各施設および各種学校にて配布（下記参照）。配布物

は「LOVE49 ニュースレター 2016」、細胞検査士会作成の「ハローキティカード」とポケットティッ

シュ、ヘアケアサンプル。 

 

4 月 16 日（土）の日程 

9 時       予防医学協会に集合し、配布資料やのぼり等をもって配布場所に向かう。 

9 時 30 分  現地に集合、配布準備。 

10 時～   大丸松坂屋上野店北口アーケード（20 名）と中野駅北口協定広場（20 名） 

の 2 ヶ所で配布。 

14 時        配布終了、予防医学協会にのぼり等を持ち帰り、解散。 

 

 

参加者（順不同，敬称略） 

大丸松坂屋上野店：渋木康雄（責任者）、石井保吉、片山博徳、町田知久、岡 俊郎、 

藤山淳三、星 利良、池畑浩一、葉山綾子、河村淳平、稲葉暁子、佐々木陽介、

福原 萌、大橋久美、小林沙織、白濱冴湖、近藤 円、藤間瑞穂、吉田和広、池

田栞奈（20 名）． 

中野駅北口協定広場：吉田志緒子（責任者）、石山功二、阿部  仁、金室俊子、宅見智晴、 

中島 研、鈴木美那子、稲垣敦史、石山智子、三春慶輔、釼先結香、池田智玲、

徐 棣、内山 篤、忽滑谷 昌平、鈴木恵美子、押本綾子、山口真由実、石原里佳

子、楠木麻子（20 名）．  

       

 

当日は晴天の中，大丸松坂屋上野店 20 名，中野駅北口協定広場 20 名，合計 40 名の方々 

に参加していただき，2000 部の資料を配布できた． 

 

 

文責：澁木 

 

 

 

 

 



2016 年 東京都細胞検査士会 第 12 回がん患者大集会の活動報告   資料２ 

 

10 月 9 日（日），第 12 回がん患者大集会が開催された． 

メインテーマは，「がん、新時代を生きる～患者・家族、医療者、支援者、みな一緒に生

きていこう～」で，日本臨床細胞学会細胞検査士会の名称で後援および協力として 10 名が

参加した． 

当日は 10 時 50 分に会場で集合し，主に会場案内や受付などを担当した． 

参加者（敬称略） 

 三宅真司，阿部 仁，稲垣敦史, 金室俊子，近藤 円, 鈴木美那子,  

長尾 緑，忽滑谷昌平, 吉田志緒子，澁木康雄. 

 

日時：11 月 15 日（日）13 時 00 分～16 時 00 分 

会場：東京医科歯科大学医学部 3 号館医学科講義室 2（サテライト会場） 

 

プログラム 

第 1 部 『がん、新時代を生きる』 

講演 ：がん治療最前線 ～ゲノム情報を用いた個別化医療～   

講師 ：池田貞勝（東京医科歯科大学医学部附属病院腫瘍センター） 

第 2 部 『シンポジウム』 

 テーマ：患者・家族、医療者、支援者 みな一緒に生きていこう 

シンポジスト： 池田貞勝（東京医科歯科大学 医師）、清水敏明（頭頚部がん患者・家族

の会ニコット代表）、坂下博之（家族代表）、           河上章恵（武蔵

野赤十字病院 看護師）、白井淳子（東京都福祉保健局医療政策部 課長） 

コーディネーター：坂下博之（東京医科歯科大学臨床腫瘍学分野） 

第 3 部 『シンポジウム』 

 テーマ：がん、新時代を生きる 

 シンポジスト： 柴田浩行（秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座） 

         藤井婦美子（秋田肺がんネットワーク「あけびの会」） 

         橋爪隆弘（秋田県医師会 はしづめクリニック） 

         小坂和子（秋田・こころのネットワーク 遺族） 

         菊池富貴子（秋田県看護協会 訪看ステーション秋田） 

         丹藤昌治（厚生労働省 がん・疾病対策課） 

コーディネーター：町永俊雄（福祉ジャーナリスト） 

第 4 部 『他会場との意見交換会＆アピール』 

  厚生労働省、医師会へのアピール文の採択 

※第 3 部および第 4 部は本会場（秋田）からのインターネット配信を視聴  

文責：澁木 

 



第 47 回 東京都細胞検査士会学術研修会アンケート 資料３ 

本アンケートは、会員皆様の声を学術研修会に反映させ、今後の会運営を充実させるために実施しております。 

本趣旨をご理解の上、ご協力の程宜しくお願い致します。 

以下の問いに対し該当するものに○を付け、ご意見をご記入ください。 

Ⅰ．あなたは細胞検査士ですか？ 

１．はい ：細胞検査士として   ① 3年未満  ② 3～5年  ③ 5～10年  ④ 10年以上 

２．いいえ： ① 臨床検査技師  ② 学生    ③ その他（             ） 

Ⅱ．今回の学術研修会の講演・症例検討について、感想をお聞かせください。 

１．特別講演「肺癌新 WHO分類概説」 

     ① 簡単         ② 適切         ③ 難しい 

２．教育講演「肺癌の細胞像と鑑別診断」 

     ① 簡単         ② 適切         ③ 難しい 

３．「症例検討」 

     ① 簡単         ② 適切         ③ 難しい 

４．総合的に判断するとどうでしょう？ 

     ① 簡単         ② 適切         ③ 難しい 

５．今回の学術研修会について気がついた事、良くなかった事などを教えてください。 

 

Ⅲ．学術研修会で取り上げて欲しい内容を教えてください。 

 １．分野： 

① 脳神経 ② 口腔・歯科 ③ 唾液腺 ④ 甲状腺 ⑤ 呼吸器 

⑥ 乳腺 ⑦ 消化器 ⑧ 泌尿器 ⑨ 子宮頸部 ⑩ 子宮体部 

⑪ 卵巣 ⑫ 骨・軟部 ⑬ 中皮・体腔液 ⑭ リンパ・血液 ⑮ その他        

 （⑮その他 をご選択の場合、分野をご記入ください） 

 ２．テーマなど： 

 

 

Ⅳ．東京都細胞検査士会ホームページについて教えてください。 

① 定期的に見ている       ② あまり見ない       ③ 見た事がない 

  掲載してほしいことなど： 

 

Ⅴ．東京都細胞検査士会ホームページについて何かご意見やご希望などございましたらご記入ください。 

 

 

ご協力ありがとうございました。                     東京都細胞検査士会 学術・広報 


