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神奈川県臨床細胞学会 役員会 議事次第 

 

日時：2019年 11 月 23 日 12：00 ～ 12：50 

場所：神奈川県立がんセンター 管理・研究棟 5階 大会議室 

         

1. 会長 

 

2. 学術集会長挨拶 

 

3. 報告事項 

① 庶務報告 

② 編集委員会報告 

③ 医師研修委員会報告 

④ 検査士研修委員会報告 

⑤ 広報委員会報告 

⑥ 2018 年度会計報告および 2019年度予算案について 

⑦ 会費滞納者について 

 

4. 審議事項 

① 神奈川県臨床細胞学会会誌 投稿の電子化について 

② 会誌の（株）サンメディアへの複製許諾について 

③ 副会長について 

④ 第 39 回神奈川県臨床細胞学会学術集会 会長について 

 

5. その他 

① 第 36 回関東臨床細胞学会学術集会（2022年）について 
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・報告事項 

①  庶務報告 

庶務担当幹事 今井 宏樹 

 

1. 会員数 (2019 年 10月 31日 現在) 

医師 専門医 一般医師 計 

195(名誉 6人) 169 26 
670 

(昨年比 2 名減） 
技師 細胞検査士 一般技師 

475 474 1 

 

2. 新入会員数 (2019 年 10月 31日 現在) 

医師 専門医 一般医師 計 

5 4 １ 
18 

（昨年比 1名増） 
技師 細胞検査士 一般技師 

13 13 0 

 

3. 会費納入状況 (2019 年 10 月 31日 現在) 

2018 年度分 579 / 646 (89.6%)  (昨年比 7.0％増) 

    （ 除 名誉会員 6 名，2019 年度新入会員 18名 ） 

医師会員  138 / 184 (75.0%)  (昨年比 4.0％増) 

技師会員   441 / 462 (95.5%)  (昨年比 9.0％増) 

 

② 編集委員会報告 

         委員長 梶原 博 

24巻第 1 号を 8月 31日に発刊した。 

 総説 1 編、症例報告 6編、スライドカンファランス 2 編 

  計 9 編 

 ＊ 投稿が少なく、再度投稿のお願いを行った。 

25巻 1号投稿締切：1 月 31 日必着！ 

 

③ 医師研修委員会報告 

委員長 小野瀬 亮 

細胞診専門医資格試験認定試験直前ゼミ 

2018 年 11月 23 日 

場所：神奈川県立がんセンター 

時間：午後 2 時～午後 5 時 

内容：全領域のガラスを用意し、検鏡・解説の形式 

参加人数：3人 



3 

 

④ 検査士研修委員会報告 

委員長 今井 宏樹 

 

1．生活習慣病従事者研修会 

  2018 年 9 月 9 日（日）16日（日），17日（月祝日）の 3 日間 

  場所 ： 横浜市立大学医学部実習棟病理実習室 

  時間 ： 午前 9時～午後 5 時 

  内容 ： 初級者対象（婦人科，呼吸器，乳腺，体腔液，リンパ節，甲状腺，泌尿器 

                消化器の講義・鏡検実習） 

  参加人数：述べ 6３人 

 

2．細胞検査士研修会 

  2019 年 2 月 9 日（土） 

  場所： 神奈川県立がんセンター 管理・研究棟 5F 講堂 

  時間：午後 1 時 30 分～午後 4時 55分 

  内容：①「LBC の現状について」             

       ホロジックジャパン株式会社        内藤 雅嗣  先生 

       ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社   髙田 真未   先生 

       日本ベクトン・ディッキンソン株式会社      澤野 真理子 先生 

     ②「甲状腺細胞診の標本作製法と細胞の見方」 

              医療法人 神甲会 隈病院 臨床検査科 

                             鈴木 彩菜 先生  

  参加人数：87 名 

 

 

⑤ 広報委員会報告 

委員長 磯崎 勝 

【ホームぺージ】 

お知らせ掲載 12 件 

1. 掲載内容の変更 

会長あいさつ 

役員名簿 

会員情報・会員手続き 

2. 会員情報の登録・変更システムの新設、改修 

3. カンファランスの症例一覧掲載（PDF ファイル） 

4. ニュースレターの一覧掲載（PDF ファイル） 
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⑥ 2018 年度会計報告および 2019年度予算案について 

  

・2018 年度収支決算報告 
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・2019年度予算案 

収入 支出 

会費（納入率 80％） 1,744,800   関東臨床細胞学会分担金 

（672 名） 

336,000   

医師 604,800 円                

0.8×189×4,000円 

    会誌印刷代 1,100,000   

技師 1,140,000円         

0.8×475×3,000円 

    第 38 回学術集会補助金 300,000   

会誌広告料 500,000   国際学会発表支援金 100,000   

会誌別刷代 100,000   役員会開催経費 50,000   

抄録利用料（医中誌） 5,000   編集委員会経費 100,000   

生活習慣病従事者研修会  

県よりの委託金 

300,000   編集委員会事務員謝礼 60,000   

検査士研修会 参加費 50,000   医師研修会 開催経費 30,000   

検査士研修会 健康財団よりの補助金 20,000   検査士研修会 開催経費 100,000   

「子宮の日」補助金 

(日本臨床細胞学会より) 

50,000   生活習慣病従事者研修  

開催経費 

300,000   

      子宮の日補助金 

（神奈川県細胞検査士会へ） 

50,000   

      ホームページ維持費 50,000   

      通信費 150,000   

      事務用品費 200,000   

      関東臨床細胞学会学術集会 

補助金 

500,000   

      振込手数料 5,000   

      予備費 100,000   

2019 年度収入見込 2,769,800   2019 年度支出予定 3,531,000   

2018 年度繰越金 12,655,591   2020 年度繰越予定 11,894,391   

合計 15,425,391   合計 15,425,391   

 

 

⑦ 会費滞納者・強制退会者について（10月 31 日現在） 

 2018年度分滞納者数  67名 

 2017・2018 年度分滞納者数  40名 
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・審議事項 

① 投稿から査読業務に関する電子化は可能かどうか 

背景：紙媒体での著者、編集委員長、査読編集員間のやりとりで、通信費と時間がかかるため 

・委員会での意見  

電子投稿システムはコストがかかる 

e-mailを介した、データのやりとりは可能か 

投稿データの暗号化 

投稿規定の改定が必要 

② 会誌の（株）サンメディアでの複製許諾について 

③ 副会長について 

④ 第 38 回神奈川県臨床細胞学会学術集会 会長について 

⑤ 第 36 回関東臨床細胞学会学術集会について 

  

 

・その他 
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資料 1-① 
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資料 1-② 
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令和元年度 神奈川県臨床細胞学会役員名簿 （※ 変更などがあれば教えてください。） （赤字：今年度変更） 

役職  氏名 所属 

会長 仲村 武 横浜南共済病院 病理診断科 

副会長 佐藤之俊 北里大学病院 呼吸器外科  

副会長 三田和博 済生会横浜市南部病院 病理部・病理診断科 

監事 上坊敏子 相模野病院 婦人科腫瘍センター 

監事 石渡仁深 済生会横浜市南部病院 病理部・病理診断科 

幹事 新井正秀 北里大学病院 婦人科  

幹事 池田仁惠 東海大学医学部付属病院 産婦人科  

幹事 磯崎 勝 小田原市立病院 臨床検査科 

幹事 伊藤 仁 東海大学医学部付属病院 病理検査技術科 

幹事 稲山嘉明 横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理診断科  

幹事 庶務担当 今井宏樹 横浜南共済病院 病理診断科 

幹事 大金直樹 神奈川県立足柄上病院 検査科 

幹事 小野瀬亮 神奈川県立がんセンター 婦人科  

幹事 会計担当 柿沼廣邦 北里大学病院 病院病理部 

幹事 梶原 博 東海大学医学部付属病院 病理診断科  

幹事 加戸伸明 東海大学医学部付属病院 病理検査技術科 

幹事 加藤久盛 神奈川県立がんセンター 婦人科  

幹事 川本雅司 帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科  

幹事 草苅宏有 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 病理診断科 

幹事 小島朋子 昭和大学横浜市北部病院 臨床病理検査室 

幹事 佐治晴哉 藤沢市民病院 産婦人科 

幹事 戸澤晃子 聖マリアンナ医科大学東横病院 婦人科 

幹事 中村直哉 東海大学医学部付属病院 病理診断科  

幹事 古田玲子 北里大学医療衛生学部 臨床細胞学  

幹事 前田一郎 北里大学北里研究所病院 病理診断科 

北里大学医学部  

幹事 松永竜也 横浜市立大学附属病院 産婦人科 

幹事 森 裕二 京浜予防医学研究所 

幹事 山田正人 帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科 

幹事 米山剛一 日本医科大学武蔵小杉病院 女性診療科産科  

幹事 横瀬智之 神奈川県立がんセンター 病理診断科  

編集委員会委員長 梶原 博★ 東海大学医学部付属病院 病理診断科  

編集委員会副委員長 松井成明 日本鋼管病院 病理検査科 

編集委員会 稲山嘉明★ 横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理診断科  

編集委員会 大金直樹★ 神奈川県立足柄上病院 検査科 

編集委員会 川本雅司★ 帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理科  

編集委員会 佐治晴哉★ 藤沢市民病院 産婦人科 
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編集委員会 古田玲子★ 北里大学医療衛生学部 臨床細胞学  

編集委員会 三上幹男 東海大学医学部附属病院 産婦人科  

編集委員会 安田玲子 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 病理診断科 

編集委員会 吉田 功 北里大学病院 病院病理部  

編集委員会 米山剛一★ 日本医科大学武蔵小杉病院 女性診療科産科  

医師研修委員会委員長 小野瀬亮★ 神奈川県立がんセンター 婦人科  

医師研修委員会副委員長 近内勝幸 神奈川県立がんセンター 婦人科  

医師研修委員会 飯田哲士 東海大学医学部付属八王子病院 産婦人科 

医師研修委員会 池田仁惠★ 東海大学医学部付属病院 産婦人科  

医師研修委員会 河野尚美 横浜南共済病院 病理診断科 

医師研修委員会 林 宏行 横浜市立市民病院 病理診断科 

医師研修委員会 横瀬智之★ 神奈川県立がんセンター 病理診断科  

医師研修委員会 鷲見公太 神奈川県立がんセンター 病理診断科 

検査士研修委員会委員長 今井宏樹★ 横浜南共済病院 病理診断科 

検査士研修委員会副委員長 柿沼廣邦★ 北里大学病院 病院病理部 

検査士研修委員会 生澤 竜 聖マリアンナ医科大学病院 病院病理部 

検査士研修委員会 石井輝子 済生会横浜市南部病院 病理部・病理診断科 

検査士研修委員会 加戸伸明★ 東海大学医学部付属病院 病理検査技術科 

検査士研修委員会 川井麻衣子 相模原協同病院 臨床検査室病理 

検査士研修委員会 草苅宏有★ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 病理診断科 

検査士研修委員会 酒井麻衣 神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科 

検査士研修委員会 西尾由紀子 横浜市立大学医学部附属病院 病理診断科・病理部  

検査士研修委員会 前本直子 日本医科大学武蔵小杉病院 病理診断科 

検査士研修委員会 宮崎小百合 小田原市立病院 病理診断科・臨床検査科 

広報委員会委員長 磯崎 勝★ 小田原市立病院 病理診断科・臨床検査科 

広報委員会副委員長 高瀬章子 横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理診断科 

広報委員会 石井輝子 済生会横浜市南部病院 病理部・病理診断科 

広報委員会 岩撫成子 神奈川県立がんセンター 医療技術部検査科  

広報委員会 長谷川哲哉 大和市立病院 産婦人科  

広報委員会 本野紀夫 横浜市立大学医附属病院 病理診断科・病理部 

★印は幹事と兼任 

 


