
第 160回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会議事録 

 

平成 30年 2月 2日（金）16:30～17：00 

 於 仙台国際センター 2F「萩」 

 

挨 拶     

支部長          福田 眞作 

第 160回例会会長    松本 主之 先生 

 

報告事項 

1）事務局報告 

      ・支部評議員異動：大原 正志（関東支部より） 

・専門医支部認定委員の交代 

① 青森県の資格認定委員 

  高杉 滝夫 先生(つがる総合病院)から吉村 徹郎 先生(青森市民病院)へ交代 

② 秋田県の指導施設認定委員 

  松下 弘雄 先生（秋田赤十字病院） 

                    

2）支部長会議報告（2017.10.12 於 福岡国際センター1階） 

①託児所設置に関するアンケート実施について 

・他の支部からセミナーで託児所を設置してほしいとの要望あり、本部で女性医師を中心にアン

ケート調査を行った。託児所を利用したいという回答が 64.4％あった。 

  ・本部より各支部に託児所設置の方向で検討してほしいとの要望あり、本部としても支援する

との方針であった。 

  ・消化器病学会支部例会との合同開催の場合には内視鏡学会東北支部と消化器病学会東北支部

との連携が必要。 

②倫理審査申請開始について（倫理委員会の依頼案件） 

・2月 1日（本日）以降の総会・支部例会での倫理審査が義務づけられている。 

・本年 5 月開催予定の総会（五十嵐良典先生）において倫理審査の影響なのか 20～25％の演題

応募数の減少が理事会であった。また、倫理審査の申請について不適切な演題が散見された。 

・資料 1のフローチャートのカテゴリーA以外は全例倫理審査の申請が必要。【資料 ①】 

 ・上記を厳守のうえ適切な倫理審査申請を徹底していただきたい。 

③和文誌投稿促進のお願いについて（和文誌編集委員会の依頼案件）      

・最近、和文誌への投稿が減少傾向にある。 

・｢Image of the month｣と題して編集委員会でベストショットの写真を選考し、掲載誌およびメ

ールマガジンのトップ画面に採用することとなった。 

  ・若い先生方を中心に積極的な和文誌への投稿をお願いしたい。 

④各支部状況報告について                          

⑤その他 

・本学会がサブスペシャリティーの学会として認定されたとの報告があった。 

 

 

3）理事会報告（2018.1.25 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

   ①  倫理委員会     

     ② 卒後教育委員会  【資料 ②】 

 ・ライブセミナーの開催要項を大幅に変更することとなった。 



 ・共催セミナー（東北では仙台厚生病院、仙台オープン病院の開催が該当）に関して年間の予算が

500 万円と決まっている。あらかじめ開催件数を把握したいため、開催前年の 9 月 1 日～12 月

20 日までに申し込みが必要。実技演者は、①JGES 指導医であること、②指導医資格、専門医

資格を持たない者については責任者による推薦理由を明記して卒後教育委員会へ提出、③海外招

聘者についても推薦理由を明記して卒後教育委員会へ提出する。 

 ・ハンズオンセミナーに関して、これまではコロンモデル、ファントムは本学会として認定してい

なかったが、適切な規模（受講者 15 人以上、インストラクターを 2 施設以上から招聘かつ各ブ

ース 1 人以上、ブース数 4 ブース以上、実施時間 2 時間以上）を確保すれば本学会で認定する。

その際にはインストラクター5 点、受講者 2 点を付与する。 

 ・いずれも開始前に学会申請することを徹底してほしい。事後承諾は認めない。 

 

 4）2017年度認定制度支部合同審議会（2017.8.21 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

   ・第 23回専門医学術試験（2017年 7月 29日 於 東京ビックサイト） 

     合格者： 745名／961名（合格率 77.5％） 

     

    ・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 【資料 ③】 

  ＊専門医         41名／50名     

  ＊指導医         11名／11名     

  ＊新規指導施設      3施設／ 4施設 

  ＊継続指導施設     34施設／34施設    

 ※新規指導施設に関して、１施設が｢常勤指導医 1名以上かつ常勤専門医 2名以上の 3名以上が勤

務する｣の条件を満たさないため承認を見送った。 

 ※指導連携施設に関しては｢非常勤指導医 1名以上かつ常勤専門医 2名以上の 3名以上が勤務する｣

の条件に注意していただきたい。 

 

5）本部学術集会     

＊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(JDDW2018) 

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）(神戸コンベンションセンター 他) 

＊第 97回 日本消化器内視鏡学会総会(2019 春の総会) 

会長：井上 晴洋 先生（昭和大学江東豊洲病院） 

日時：平成 31年 5月 31日（金）～6月 2日（日）(グランドプリンスホテル新高輪) 

   ＊第 98回 日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2019) 

会長：福田 眞作（弘前大学医学部附属病院） 

日時：平成 31年 11月 21日（木）～24日（日）(神戸ポートピアホテル 他) 

＊第 99回 日本消化器内視鏡学会総会(2020 春の総会) 

会長：樋口 和秀 先生（大阪医科大学） 

日時：平成 32年 5月 22日（金）～24日（日）(国立京都国際会館) 

 

6）学会セミナー・重点卒後教育セミナー 

＊第 42回学会セミナー 

      会長：貝瀬 満 先生（日本医科大学付属病院） 

       日時：平成 30年 5月 12日（土）～5月 13日（日）（グランドプリンスホテル新高輪） 



＊第 43回重点卒後教育セミナー 

      会長：真口 宏介 先生（手稲渓仁会病院 消化器病センター） 

      日時：平成 30年 2月 4日（日）（ベルサール汐留） 

＊第 44回重点卒後教育セミナー 

      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 9月 9日（日）（ベルサール汐留） 

 

7）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） 

プレナリーセッション 18題，特別講演 1題，教育講演会 1題， 

シンポジウム 19題，研修医セッション 2題，一般演題 40題， 

ランチョンセミナー8題(合同)，イブニングセミナー1題(合同) 

 

8）今後の支部例会、東北セミナーの予定 

＊第 161回東北支部例会 

会長：小池 智幸 先生（東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野） 

日時：平成 30年 7月 7日(土) 於 フォレスト仙台（仙台市） 

※小池先生より御挨拶いただいた。 

＊第 162回東北支部例会 

会長：正宗 淳 先生（東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野） 

日時：平成 31年 2月 8日(金) 於 フォレスト仙台（仙台市） 

※正宗先生より御挨拶いただいた。 

＊第 30回東北セミナー 

会長：阿部 靖彦 先生（山形大学医学部附属病院光学医療診療部） 

日時：平成 30年 11月 18日(日) 於 山形テルサ（山形市） 

※阿部先生より御挨拶いただいた。 

 

 

 

 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 

1 作田
サクタ

 和裕
カズヒロ

 山形大学医学部内科学第二（消化器内科学）講座 医員 上野 義之 2008年 10月 

2 藤原
フジワラ

 達雄
タツオ

 福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座 助手 大平 弘正 2006年 5月 

3 鈴木
スズキ

  玲
レイ

 福島県立医科大学附属病院 消化器内科 学内講師 引地 拓人 2005年 11月 

以上が昨日の幹事会で承認され、本会議でも承認された。 

 

 



その他 

1） 新幹事について 

・青森県幹事 

高杉 滝夫 先生(つがる総合病院)の定年により、吉村 徹郎 先生(青森市民病院)が新たに推薦され、

幹事会で承認された。 

2） 支部長交代の件   

・内視鏡学会では支部長と理事を併任できないのが原則である。福田支部長が昨年理事に就任したた

め、福田支部長より次期支部長に松本主之先生の推薦があり、幹事会で承認され、本会議でも承認

された。 

3） 支部長交代、入澤先生の転出による役員の変更について 

・支部委員 入澤篤志先生 → 小池智幸先生（東北大学） 

・福島県資格認定委員 入澤篤志先生 → 高木忠之先生（福島県立医科大学） 

・セミナー委員会委員 入澤篤志先生 → 引地拓人先生（福島県立医科大学） 

           神万里夫先生 → 松橋 保先生（秋田大学） 

※福田支部長から退任にあたり御挨拶をいただいた。 

 

例会会長へ感謝状授与式 

福田眞作支部長より第 160回支部例会・松本主之会長へ感謝状が贈呈された。 

 

優秀演題賞：新井先生、外田先生、中山先生、貝塚先生は平成 31年春の総会に招待。 

【研修医】 

① 中山 紗希 先生 （青森県立中央病院 消化器内科） 

② 貝塚 尚俊 先生 （青森県立中央病院 消化器内科） 

③ 桑名 健太 先生 （太田西ノ内病院 消化器内科） 

【専修医】 

① 新井 徹 先生   （弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座） 

② 外田 修裕 先生 （仙台市医療センター 消化器内科） 

※懇親会にて表彰式が行われた。 

 


