
 

神奈川県細胞検査士会 役員（令和 2～令和 3年度） 合計 36名  

役職 氏名 施設 所属 

会 長 柿沼 廣邦 北里大学病院 病院病理部 

副会長 加戸 伸明 東海大学医学部付属病院 病理検査技術科 

 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 

庶務（5 名）代表幹事 今井 宏樹 横浜南共済病院 病理診断科 

幹事 阿部 直也 北里大学医療衛生学部 臨床細胞学研究室 

 石井 輝子 済生会横浜市南部病院 病理診断科 

 牛島 友則 海老名総合病院 病理検査室 

 宮崎 小百合 小田原市立病院 病理・臨床検査科 

学術（15 名）代表幹事 生澤 竜 聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科 

 坂口 忍 北里大学病院 病院病理部 

幹事 小山田 裕行 東海大学医学付属大磯病院 中央臨床検査科 

 加藤 舞子 日本医科大学武蔵小杉病院 病理診断科 

 川井 麻衣子 相模原協同病院 病理検査室 

 酒井 麻衣 神奈川県立がんセンター 検査科病理 

 坂元 肇 平塚共済病院 臨床検査科 

 武田 奈津子 横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床検査部病理 

 濱村 尚也 横浜労災病院 病理診断科 

 林  衛 関東労災病院 病理診断科 

 福村 大祐 横浜栄共済病院 病理検査科 

 松倉 圭太 藤沢市民病院 臨床検査室病理 

 森 裕二 京浜予防医学研究所 細胞診 

 森下 明博 茅ヶ崎市立病院 臨床検査科 

 湯澤 和彦 帝京大学医学部附属溝口病院  臨床病理部 

広報（7 名）代表幹事 島田 直樹 聖マリアンナ医科大学病院 病理診断科 

 高瀬 章子 横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床検査部病理 

幹事 猪俣 美和 横須賀共済病院 病理検査科 

 金井 由美子 横浜市立市民病院 病理部 

 郷田 敦史 聖マリアンナ医科大学 病理学教室 

 須藤 容子 秦野赤十字病院 検査部病理 

 西尾 由紀子 横浜市立大学附属病院 病理部 

会計（2 名）代表幹事 磯崎 勝 小田原市立病院 病理・臨床検査科 

幹事 関谷 元幹 神奈川県立循環器呼吸器病センター 検査科病理 

代表幹事（2 名） 伊藤 仁 東海大学医学部付属病院 病理検査技術科 

 仲村 武 横浜南共済病院 病理診断科 

会計監事（2 名） 岩撫 成子 神奈川県立がんセンター 検査科病理 

 三田 和博 済生会横浜市南部病院 病理診断科 



 

 

 

 



令和元年度の決算は 3月 31日まで年度中ですので御提示することができません。 

第 24回神奈川県細胞検査士会学術研修会が中止になりましたので、参加費の収入が無くなります。 

そのため令和 2年度の前年度繰越金は例年より減額の予想になります。 

令和 2年度の予算案に第 59回日本臨床細胞学会集会大会 支援金として 20万円計上しています。 

細胞検査士会会長 伊藤 仁様は 60年にわたる日本臨床細胞学会の歴史のなかで、細胞検査士と

して初めて学会長を務めます。 

神奈川細胞検査士会は学会が成功裡に終えるよう支援したいと思います。 

役員会で承認されましたので、会員の皆様のご理解宜しくお願い申し上げます。 

神奈川県細胞検査士会会長 仲村 武 

 

令和 2年度 神奈川県細胞検査士会予算案 
       

収入      

前年度繰越残金（令和 1年度）  ¥895,972  

子宮の日補助金（日本臨床細胞学会） ¥50,000  

子宮の日補助金（神奈川県臨床細胞学会） ¥30,000  

学術集会参加費 \1,000×100名 ¥100,000  

利子   ¥6  

  収入合計 ¥1,075,978  

      

支出      

子宮の日 参加者交通費 \1,000×30名 ¥30,000  

子宮の日 経費  ¥50,000  

第 59 回日本臨床細胞学会秋期大会 支援金 ¥200,000  

ホームページ等維持費  ¥3,565  

会議費  ¥5,000  

通信費  ¥5,000  

諸経費  ¥1,000  

講演講師謝礼費 \30,000×2名 ¥60,000  

講師交通費 \5,000×2 名 ¥10,000  

講師懇親会補助費 \5,000×2 名 ¥10,000  

学術集会 通信費  ¥2,000  

学術集会 諸経費  ¥8,000  

 支出合計 ¥384,565  

      

  次年度繰越金 ¥691,413  

 



学会・講習会予定 

⚫ 第 61回日本臨床細胞学会春期大会 2020年 6月 5日(金)～7日(日) 

会長：佐藤之俊 

会場：パシフィコ横浜 

⚫ 第 59回日本臨床細胞学会秋期大会 2020年 11月 21日(土)～22日(日) 

会長：伊藤 仁 

会場：パシフィコ横浜 ノース 

⚫ 日本臨床細胞学会 

第 62回春期：千葉県 2021年  6月 4日～ 6日（会長：生水真紀夫） 

第 60回秋期：鳥取県 2021年 11月 20日～21日（会長：廣岡保明） 

第 63回春期：東京都 2022年  6月 10日～12日（会長：岡本愛光） 

第 61回秋期：宮城県 2022年 11月  5日～ 6日（会長：伊藤 潔） 

⚫ 第 79回細胞検査士教育セミナー 2020年 8月 22日～23日 パシフィコ横浜メインホール 

⚫ 第 3４回関東臨床細胞学会学術集会 

学術集会長：深澤一雄（獨協医科大学 産婦人科学講座） 

日 時： 2020年 9月 26日（土） 

会 場： 栃木県総合文化センター 

⚫ 第 39回神奈川県臨床細胞学会学術集会 

学術集会長：大橋健一（横浜市立大学 病態病理学教室） 

詳細未定 

 

神奈川県細胞検査士会メールマガジン購読のご案内 

 

http://ksct.yokohama/メールマガジンの購読/ 

日本臨床細胞学会、細胞検査士会、神奈川県臨床細胞学会よりの情報 

神奈川県臨床検査技師会 細胞検査研究班・病理検査研究班等の研修会情報 

などが配信されます 

http://ksct.yokohama/メールマガジンの購読/

