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神奈川県臨床細胞学会 幹事・役員合同会議 議事録 

 

日時：2022年 8月 16日（火曜日） 18：00～19：00 

会場：Web会議 

 

役員総数：55名 

（会長 1名、副会長 2名、監事 2名、幹事 14名、幹事・委員長兼務 4名、 

幹事・副委員長兼務 1名、幹事・委員兼務 7名、副委員長 3名、委員 14名） 

 

総出席者数（委任状含む）：44名 

出席者：会長        宮城悦子 

    副会長       梶原 博、古田玲子 

    監事        上坊敏子、石渡仁深 

    幹事        新井正秀、伊藤 仁、加藤久盛、佐藤之俊、   

              松嶋 隆、松永竜也、森 祐二、横瀬智之 

              仲村 武、三田和博、今井宏樹 

    幹事・委員長兼務  吉田 功、小野瀬亮、草苅宏有、磯崎 勝 

    幹事・副委員長兼務 加戸伸明、 

    幹事・委員兼務   稲山嘉明、大金直樹、佐治晴哉、池田仁恵 

              阿部直也、西尾由紀子 

    副委員長      松井成明、近内勝幸、高瀬章子 

    委員        三上幹男、河野尚美、林 宏行、西村由香里 

              鷲見公太、生澤 竜、石井輝子、大久保陽一郎 

              酒井麻衣、前本直子、関谷元幹、川井麻衣子 

              宮崎小百合、長谷川哲哉 

    オブザーバー    水島大一、今井雄一 

 

欠席者：幹事        風間暁男、小島朋子、戸澤晃子、中村直哉 

    委員        安田玲子、湯澤和彦、飯田哲士、 

              岩撫成子、島田直樹、本野紀夫     
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1. 会長挨拶 

 

2. 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 第 36回関東臨床細胞学会学術集会・第 39回神奈川県臨床細胞学会学術集会・日本婦人科がん

検診学会（3会合同開催） 

⑦ 第 40回神奈川県臨床細胞学会学術集会について 

⑧ 会費滞納者について 

 

3. 審議事項 

① 2021年度会計報告および 2022年度予算案について 

② 幹事・役員名簿へのメールアドレス登録について 

③ 次年度（2023年度）役員の補充について 

④ 第 41回神奈川県臨床細胞学会学術集会 会長について 

⑤ 関東臨床細胞学会のあり方について 

 

4. その他 
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・報告事項 

① 庶務報告 

庶務担当幹事 西尾 由紀子 

1. 会員数 (2022年 8月 10日 現在) 

医師 専門医 歯科専門医 一般医師 計 

197(名誉 5人) 170 4 23 
695 

(昨年比 4名増） 
技師 細胞検査士 一般技師 その他 

498 496 1 1 

 

2. 新入会員数 (2022年 8月 10日 現在) 

医師 専門医 一般医師 計 

5 4 1 
17 

（昨年比 5名減） 
技師 細胞検査士 その他 

12 11 1 

 

3. 会費納入状況 (2022年 8月 10日 現在) 

2021年度分 541/669  (80.8%) (昨年比 0.2％増) 

    （ 除 名誉会員 5名 ） 

医師会員  144/187  (77.0%)  (昨年比 8.2％増) 

技師会員   408/492  (82.9%)  (昨年比 2.0％減) 

 

② 編集委員会報告 

         委員長 梶原 博 

1. 26巻の発刊について 

2022年 1月に発刊 

原著 1編、症例報告 5編 計 6編 

広告 ９社 

 

2. 27巻 1号の進捗状況  

原著１編（再投稿待ち） 

症例４編（２編終了、２編再査読中） 

１０～１１月の発刊を目標 

 

3. 投稿方法の変更 

投稿規定の遵守（パスワード設定 etc.） 

 

4. 28巻発刊に向けて 

編集委員長の交代 北里大学 吉田功先生 

投稿締切：1月 31日必着！ 
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・編集委員が 1名欠員となっており、佐々木栄司先生を推薦する 

（まだ会員になっていないため、今年度の推薦は取り下げとなった） 

・10/16の第 39回神奈川県臨床細胞学会学術集会の発表者に投稿依頼の案内を渡す 

 

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講習（検鏡実習） 

コロナウイルス感染症の感染拡大により３年連続で中止 

 

   ・今後開催できるよう検討を進めて欲しい旨が会長から伝えられた 

 

④ 検査士研修委員会報告 

委員長 草苅 宏有 

1．生活習慣病検診従事者研修 

   中止 

   ・今年度は 9月 11日、25日に開催を予定している 

   なお、案内状を送付する際の住所録が古いため、今一度変更の情報提供をお願いしたい 

 

2．検査士研修会 

日時：2022 年 2 月 20 日（日） 

場所：Web 開催 

時間：13 時 30 分～17 時 

内容：①「 呼吸器細胞診のトピックス（遺伝子検査も含む） 」 

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 臨床検査科／病理診断科 

澁木 康雄 先生 

       ②「 肺良性病変の細胞診 」 

                     熊本大学病院 病理部      柿沼 廣邦 先生 

   参加者人数：103 名 

 

   ・今年度も開催を予定している 

 

⑤ 広報委員会報告 

委員長 磯崎 勝 

ホームぺージの変更事業 

1.宮城会長の挨拶掲載 

2.役員名簿の修正・更新 

3.お知らせ 随時公開  

4.ホームページの保守管理 
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⑥ 第 36回関東臨床細胞学会学術集会・第 39回神奈川県臨床細胞学会学術集会・日本婦人科がん検

診学会（3会合同開催） 

 日時：2022年 10月 15日（土）（日本婦人科がん検診学会メイン） 

   ：2022年 10月 16日（日）（関東臨床細胞学会・神奈川県臨床細胞学会メイン） 

 会場：パシフィコ横浜会議室センター 5階 

 大会長：宮城悦子（横浜市立大学医学部 産婦人科学教室主任教授） 

  

 ・日本婦人科がん検診学会会費：1万円、 

・関東臨床細胞学会・神奈川県臨床細胞学会会費：5千円 

 ・会長より学会受付を事務局以外からもお願いしますとの依頼があった 

 

⑦ 第 40回神奈川県臨床細胞学会学術集会 

 日時：2023年 10月 14日（土）13：00～学術集会 18：30～懇親会  

 場所：北里大学相模原キャンパス内臨床教育研究棟（IPE棟：300名程度収容） 

または講堂（500名程度収容） 

 大会長：古田玲子（北里大学医療衛生学部 臨床細胞学研究室教授） 

 

・日時・場所は仮設定としている 

・第 38回神奈川県臨床細胞学会学術集会と同様に運営しようと考えている 

 

⑧ 会費滞納者について  

４年分滞納者数 7名（医師 3名、技師 4名） 

 

・審議事項 

① 2021年度会計報告および 2022年度予算案について 
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  ・収入の部において第 39回学術集会中止の返金、支出の部において第 39回学術集会補助金に 

ついての説明があった 
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・2022年度予算案 

収入見込額 支出予定額 

会費（納入率 80％） 1,825,600   
関東臨床細胞学会分担金

（691 名） 
345,500   

医師 630,400 円                

0.8×197×4,000 円 
    会誌印刷代 1,100,000   

技師 1,195,200 円           

0.8×498×3,000 円 
    

第 39 回神奈川県臨床細胞学

会学術集会、第 36 回関東臨

床細胞学会学術集会 補助金 

500,000   

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   幹事会開催経費 10,000   

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 【2022 年度  】 
100,000   編集委員会事務員謝礼 60,000   

検査士研修会 参加費 0   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) 
20,000   

生活習慣病従事者研修  開催経費  

【今年度 9/11,25 予定】 
300,000   

    
子宮の日補助金 

（神奈川県細胞検査士会へ） 
20,000   

      ホームページ維持費 50,000   

      通信費 150,000   

      事務用品費 200,000   

      振込手数料 5,000   

      予備費 100,000   

2022 年度収入見込 2,570,600   2022 年度支出予定 3,170,500   

2021 年度繰越金 10,169,831   2023 年度繰越予定 9,569,931   

合計 12,740,431   合計 12,740,431   
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② 幹事・役員名簿へのメールアドレス登録について 

 

③ 今年度役員および、次年度（2023年度）役員補充について  

・会長より、幹事にルイズ横田奈朋先生、藤井誠志先生を推薦したい旨が伝えられ了承された 

・川本先生には幹事に復帰していただくことで了承された 

（会議終了後、会則に年齢制限があることがわかり、今年度の総会で、新たに会長指名で顧問を新

設する提案がなされた） 

・編集委員として佐々木栄司先生の推薦が了承された 

（会議終了後まだ会員になっていないことがわかり、今年度の推薦は取り下げとなった） 

 

④ 第 41回神奈川県臨床細胞学会学術集会 会長について 

 

 神奈川県臨床細胞学会学術集会 大会長 

第 28回 稲山 嘉明(横浜市立大学附属病院 病理診断科・病理部) 

第 29回 北村 和久(横浜市立大学附属病院 病理診断科・病理部) 

第 30回 三上 幹男(東海大学医学部専門診療学系 産婦人科) 

第 31回 佐藤 之俊(北里大学医学部 呼吸器外科) 

第 32回 伊藤 仁(東海大学医学部付属病院 病理検査技術科) 

第 33回 川本 雅司(帝京大学医学部附属溝口病院 病理診断科) 

第 34回 宮城 悦子(横浜市立大学附属病院 産婦人科) 

第 35回 北村 隆司(昭和大学横浜北部病院 臨床病理検査室) 

第 36回 横瀬 智之(神奈川県立がんセンター 病理診断科) 

第 37回 鈴木 直(聖マリアンナ医科大学 産婦人科学) 

第 38回 仲村 武(横浜南共済病院 病理診断科) 

 

・自薦、他薦がなく、会長より梶原 博先生（副会長）が推薦され、承認された 

 

⑤ 関東臨床細胞学会のあり方について 

 

・会長：演題集め・人を集めるのが大変等課題が多い 

・稲山幹事：秋は学会が多く参加するモチベーションがあがりにくい。かつては遠方の全国学会に行

けない者（特に検査士）が参加して気軽に点数を取得できるメリットもあったが、近年は web 開催

の学会が多く、必要性が少なくなってきている。廃止する方向でも良いのではないか。しかしなが

ら、全国→ブロック→支部という細胞学会の体制にも影響がでるので、この点では慎重な議論が必

要。 

  ・佐藤幹事：細胞学会の今後を担う若いかたが決めるのがよいのではないか 

  ・関谷委員：即答は難しい 

  ・会長：Web のみと決めて行う学会でもよいのではないか 

  ・伊藤幹事：難しい問題、全国の総意はどうか、また、地域の必要性（地方部会のあり方・考え方）

が知りたい 



9 

 

  ・仲村幹事：一般演題募集に苦労する学会なので講演のみにするなどの工夫をしてはどうか 

・草苅幹事：近場で開催される学会なので参加しやすいため Web だけでも存続してほしい 

・会長：関東臨床細胞学会に以上の意見を申し入れします 

 

・その他 

 

  ・会長より 

来年夏頃、2026 年 6 月の臨床細胞学会春季大会長に立候補される予定 

   会期・場所は 2026 年 6 月 12～14 日パシフィコ横浜ノースを考え、仮押さえしている 

   神奈川県臨床細胞学会の皆様の支援をお願いします 

 

 

 

 

 


