
第 158回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会議事録 

 

平成 29年 2月 3日（金）12:00～12：30 

 於 仙台国際センター 2F「萩」 

 

挨 拶     

支部長          福田 眞作 

第 158回例会会長    牧野 直彦 先生 

 

報告事項 

1）事務局報告 

   ・幹事就任：神 万里夫 先生  （秋田大学医学部附属病院 内視鏡・超音波センター） 

         渡部 博之 先生  （秋田厚生医療センター 消化器内科） 

                  白幡 名香雄 先生（山形県立中央病院 消化器内科） 

・支部セミナー委員：神 万里夫 先生 （秋田大学医学部附属病院 内視鏡・超音波センター） 

    

2）支部長会議報告（2016.11.3 於 神戸ポートピアホテル本館） 

① 支部例会及び支部セミナーに係る納税相当分の返納等について 

② 施設閉院による異動先施設での演題登録（症例報告）について 

③ 支部例会演題募集時の倫理承認について（倫理委員会の依頼案件） 【資料 ①】 

  ※学会発表における倫理指針対応フローチャートに従い、また、JDDW の対応と同様に行う

方針である。 

④ メールアドレスの登録状況について（広報委員会の依頼案件） 

  ※東北支部では 8割の会員が登録終了しているが、残り 2割の未登録会員あり。 

  ※支部事務局から登録のお願いを継続していく予定。 

⑤ 健診の現状把握と今後の健診の進め方について 

（内視鏡検診・健診あり方検討委員会の依頼案件） 

⑥ 各支部状況報告について 

⑦ その他 

  1. 支部例会、支部セミナーにおけるJED講演会の日程調整のお願い 

2. 関東支部への会計監査について 

 

3）理事会報告 【別紙】 

  ○四国支部長の交代 鈴木誠祐先生から高山哲治先生（徳島大学）へ交代となった。 

  ○倫理委員会報告 

    ①2018年以降の総会および支部例会での演題受付からの倫理審査完全実施を目指す。 

    ②2017 年は開催される各会の演題登録時、JDDW 演題登録時に行っている Medical ethics

申請に準じて演題応募を行う。 

    ③症例報告については、JDDWの倫理指針に合わせ、9症例以下までを承認は不要とする。 

     ただし、研究性のあるものは審査を要する。 

    ④倫理委員会の設置のない施設の会員に対して、“迅速審査”に該当する研究に限って、有

料で審査を行うことを検討中。 



  ○ガイドライン委員会報告 

    ①｢大腸癌の内視鏡サーベイランスに関するガイドライン（案）｣委員会を設立する。 

      委員長は斎藤 豊先生（国立がん研究センター中央病院内視鏡センター長）となった。 

    ②現在、｢EPLB診療ガイドライン｣、｢内視鏡洗浄ガイドライン｣、｢早期胃癌の内視鏡診断ガ

イドライン｣、｢抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン｣、｢食道癌に対

する ESD・EMRガイドライン｣、｢経口内視鏡的筋層切開術 POEMガイドライン｣が作成中で

ある。 

  ○英文誌編集委員会 

    ①IFの動向として、現在 2.715と上昇中である。編集委員会としては 4.0を目指している。 

※認定制度中央審議会報告 

    本学会指導施設の基準が厳しくなったことに伴い、指導施設として継続できないことを救済

するために、指導連携施設を設置し、2017 年より開始する。指導連携施設基準は、①専門

医 2 名以上が常勤し、十分な診療体制がとられていること、②年間検査件数が上部 1,200

件以上、下部 250 件以上であること、③原則として指導医１名に対し関連する施設を 2 か

所とし、それぞれの施設には十分な指導体制がとられていること、④研修カリキュラムに

基づく研修が可能であること、を満たす必要がある。 

  ○薬事・社会保険委員会報告 

    平成 30 年度診療報酬改定に向けての要望項目（未収載 5 件、既収載 5 件）は全て外保連を

介して行われる。 

  ○平成 27年度の﨑田賞は、岩下明徳先生（福岡大学筑紫病院臨床医学研究センター病理部教授）

に決定した。 

 

 4）2016年度専門医制度中央審議会（2016.9.5 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

   ・第 22回専門医学術試験（2016年 7月 30日 於 東京ビックサイト） 

      合格者： 642名／834名（合格率 76.9％） 

     ・東北支部における専門医・指導医・指導施設の最終審査結果 

  ＊専門医         30名／35名（86％）     

   ※関東支部 72％、近畿支部 75％、九州支部 76％ 

  ＊指導医         13名／13名     

  ＊新規指導施設      2施設／ 2施設 

  ＊継続指導施設     21施設／21施設    

・専門医に関する検討事項  【資料 ②】 

  ※指導医申請する際の推薦者については、本部評議員であれば、支部は問わない。 

  ※常勤の勤務形態として、健康保険法に基づき、｢1日 8時間 1週間で 32時間の週 4回以上

の勤務をするもの｣とする。 

     ※指導施設の認定基準について、｢院内在籍の技師 1名以上が望ましい｣とすることとなった。

また、施設申請書に｢消毒薬の種類｣を追加することになった。 

     ※専門医試験不合格者の再受験方法について、次年度の再受験のみ、簡易書類の申請で可と

することとした。 

  ※専門医認定証の再発行の手数料を 10,000円とする。 

 

 



5）本部学術集会     

    ＊第 93回 日本消化器内視鏡学会総会(2017春の総会) 

会長：飯石 浩康 先生（大阪府立成人病センター 消化管内科） 

日時：平成 29年 5月 11日（木）～13日（土）(大阪国際会議場) 

＊第 94回 日本消化器内視鏡学会総会(2017秋の総会) 

会長：伊藤 透 先生（金沢医科大学 消化器内視鏡科） 

日時：平成 29年 10月 12日（木）～15日（日）(福岡国際会議場) 

＊第 95回 日本消化器内視鏡学会総会(2018春の総会) 

会長：五十嵐 良典 先生（東邦大学医療センター 大森病院） 

日時：平成 30年 5月 10日（木）～12日（土）(グランドプリンスホテル新高輪) 

＊第 96回 日本消化器内視鏡学会総会(2018秋の総会) 

会長：乾 和郎 先生（藤田保健衛生大学） 

日時：平成 30年 11月 1日（木）～4日（日）(神戸ポートピアホテル) 

 

6）学会セミナー・重点卒後セミナー 

＊第 41回 学会セミナー 

         会長：鶴田 修 先生（久留米大学医学部 消化器病センター） 

         日時：平成 29年 5月 13日（土）～14日（日）(大阪国際会議場) 

  ＊第 41回重点卒後教育セミナー 

     会長：清水 誠治 先生（大阪鉄道病院 消化器内科） 

     日時：平成 29年 2月 5日(日)（ベルサール汐留） 

 

7）第 158回東北支部例会 

会長：牧野 直彦 先生（山形大学医学部附属病院 光学医療診療部） 

プレナリーセッション 15 題，特別講演 1 題，VTR シンポジウム 12 題，               

シンポジウム 11題， ワークショップ 9題， 一般演題 89題， 

ランチョンセミナー 1題 

 

8）今後の支部例会、東北セミナーの予定 

＊第 159回東北支部例会（第 203 回日本消化器病学会東北支部例会と合同開催） 

       会長：中村 昌太郎 先生（岩手医科大学消化器内科消化管分野） 

       日時：平成 29年 6月 30日(金)～7月 1日（土） 於 盛岡アイーナ（盛岡市） 

      ※御挨拶いただいた。 

＊第 160回東北支部例会 

会長：松本 主之 先生（岩手医科大学消化器内科消化管分野） 

日時：平成 30年 2月 2日(金)～3日(土)予定 於 仙台国際センター（仙台市） 

 ※合同開催については第 159回例会の状況をみて決定する。 

 ＊第 29回東北セミナー 

会長：引地 拓人 先生（福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部） 

日時：平成 29年 11月 26日(日)  於 コラッセふくしま（福島市） 

※御挨拶いただいた。 

 



 

協議事項 

1）新評議員の選出      

候補者氏名 現 職 推薦者 入会年 

津田
ツダ

 栄
ヒデ

彦
ヒコ

 秋田厚生医療センター 消化器内科 科長 飯島 克則 2001年 5月 

松橋
マツハシ

 保
タモツ

 
秋田大学大学院医学系研究科 

消化器内科学・神経内科学講座 講師 
飯島 克則 1999年 6月 

鳥
 ト

谷
ヤ

 洋右
ヨウスケ

 
岩手医科大学医学部内科学講座  

消化器内科消化管分野 助教 
松本 主之 2009年 4月 

赤坂
アカサカ

 威
 イ

一郎
イチロウ

 岩手県立中央病院 内視鏡科 科長 村上 晶彦 1993年 4月 

八木
ヤギ

 周
マコト

 山形大学内科学第二（消化器内科学）講座 助教 上野 義之 2007年 12月 

名木
ナギノ

野 匡
コウ

 山形市立病院 済生館 消化器科 医長 上野 義之 2003年 5月 

虻
アブ

江
エ

 誠
マコト

 宮城県立がんセンター 消化器内科 主任医長 小池 智幸 2001年 12月 

中村
ナカムラ

 純
ジュン

 福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部 助手 引地 拓人 2007年 5月 

昨日の幹事会で既に承認、本評議員会でも承認された。 

 

2）その他 

優秀演題賞の授与式： 野澤 瞳先生、高橋妙珠先生、半田智之先生を平成 29年春の総会に招待 

【研修医】 

① 野澤 瞳 先生  （公立置賜総合病院 消化器内科） 

② 高橋 妙珠 先生 （みやぎ県南中核病院 消化器内科） 

③ 渡部 貴大 先生 （山形大学医学部 内科学第二（消化器内科）講座） 

【専修医】 

① 半田智之 先生 （国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科） 

② 綿引 優 先生 （福島県立医科大学医学部 消化器リウマチ膠原病内科学講座） 

※代表して半田智之先生から御挨拶いただいた。 

 

例会会長へ感謝状授与式 

第 158回支部例会会長・牧野直彦先生へ福田支部長から感謝状が贈呈された。 


