
第 161 回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会 

議事録 

 

2018 年 7月 7 日（土）12:00～12:30 

 於 フォレスト仙台 2F「フォレストホール」 

 

挨 拶 

支部長          松本 主之 

第 161 回例会会長    小池 智幸 先生 

報告事項 

1）事務局報告 

      ・支部評議員異動：入澤篤志（関東支部へ） 

   ・幹事（理事枠）定年：小原勝敏 先生 →名誉会員へ 

・専門医支部認定委員の交代 

 指導施設認定委員 支部代表委員 2名： 

 (旧) 東野 博 先生（弘前市立病院）、小池智幸 先生（東北大学） 

(新) 松橋 保 先生（秋田大学）、引地拓人 先生（福島県立医科大学） 

   ・平成 29年度収支決算・平成 30年度収支予算報告 【資料①】 

    前会計幹事 三上達也先生（弘前大学）より報告 

*平成 29 年度収支計算について 

第 159 回・第 160 回支部例会が合同開催だったため、医科器械展示料等の事業収入が増えた。また、合同 

支部例会もセミナーも盛況だったためいずれの参加費収入も大幅に増収となったが、会場費支出が高額と 

なり、結果的には繰越収支は前年度とほぼ同額となった。 

*平成 30 年度収支予算について 

今年度の支部例会は会場の都合等により再び単独開催となるため、前年度の決算ではなく平成 28 年度を 

参考に予算を組んだ。 

 

2）支部長会議報告（2018.5.9 於 グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール 1F） 

① 支部長の交代について 

  東北支部 福田眞作 先生（弘前大学）→ (新)松本主之（岩手医科大学） 

  近畿支部 樋口和秀 先生（大阪医科大学）→ (新)内藤裕二 先生（京都府立医科大学） 

② 支部例会の託児所設置に関するアンケート結果について 

      他の支部では、消化器病学会との合同開催の場合、託児所設置費用は予め消化器病学会が計上しており、 

それに頼っているのが現状。単独開催の場合の対応も含め、女性医師ワーキンググループの最終決定を待っ 

ている。 

③ 学術評議員（2019 年度以降）、指導医（2020 年度以降）新規申請条件の変更について 

  いずれの申請においても、主に論文業績の条件が変更となる。 

        「指導医申請」の変更点（下線部分） 

*学会セミナーの受講を必須化 

*論文業績のうち 1 編以上を学会誌（和文誌・英文誌）のいずれかとする 

・筆頭・共著どちらでも可能 

・過去 5 年以前の論文でも可能 

・和文誌は掲載済であること。但し「内視鏡室の紹介」は対象外とする。 

・英文誌は掲載済であること。但し Epub ahead of print は対象とする。 



④ 指導関連施設への指導医派遣について 

今年度より「指導連携施設」が新設された。連携施設において指導医の常勤は必須ではないが、指導施設から 

派遣実態のない名義貸しが問題となっているため、（明文化されてはいないが）指導医の派遣は最低月 1 回を 

基準としたい旨、先日の支部認定委員会においても話し合われたのでご配慮願いたい。 

⑤ 支部例会開催時の JED ブース設置について 

⑥ 各支部状況報告について 

⑦ その他 

東北の会員のメールアドレス登録率が低いことが問題となっている。学会ホームページの「会員ページ」「メール 

アドレス登録・変更フォーム」より、現在の勤務先・メールアドレスについて正しく登録をお願いしたい。 

また、会員情報に変更があっても、学会本部から支部事務局には通知がないため、支部では会員（特に支部評 

議員）の異動・退職等について把握ができない。支部評議員の先生は、勤務先の変更があった場合、学会本部 

だけではなく支部事務局へもメール等でご連絡をお願いしたい。 

 

3）理事会報告（2018.6.21 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

①   内視鏡検診・健診あり方検討委員会 【資料②】 

消化管内視鏡スクリーニング認定医制度の構築に向けての素案および理事からの意見一覧をご一読の上、 

忌憚のないご意見をお寄せいただきたい。先行して日本消化管学会が積極的に動いているが、関連学会と 

の調和を図りながら、良い制度を作り上げたい。 

②  和文誌編集委員会 【資料③】 

今後、学術評議員と指導医の新規申請条件のうち、論文業績として学会誌への掲載が必須となるが、投稿形 

式を増やし業績を上げる支援となるよう、英文誌 DEN「Video Articles」の姉妹版として、和文誌にも「Video 

Communication」を企画した。特に優れたものは英文誌に推薦し、学会が英文化の支援も行うので、ぜひご利 

用いただき、業績を積み上げていただきたい。 

 

 4）2018 年度専門医制度支部認定委員会（2018.5.18 於 ホテルメトロポリタン盛岡） 

＊専門医         42 名／42名 

＊指導医         10 名／10名 

＊指導施設（新規）   1 施設／1施設 

＊指導施設（継続）  21 施設／23施設（1施設辞退、1施設連携施設に新規申請） 

＊連携施設（新規）  6 施設／6施設（うち特例 2施設） 

指導医の常勤数不足により指導施設の継続条件を満たしていない施設は今回不認定とし、指導連携施設に 

新規申請いただいた。連携指導施設の条件を満たしていない 2 施設については、事情を鑑み特例とした。 

 

  ※指導医・指導施設・指導連携施設申請 審査スケジュールの変更について 【資料④】 

   4 月の人事異動により申請時（2 月末日しめ切り）と認定委員会開催時に病院スタッフ構成が変わってしまうケースが 

考慮され、2019 年度より申請期間が 3 月 1 日～5 月末日となったのでご注意願いたい。 

 

5）本部学術集会 

＊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） 

会期：2018 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） 

会期：2019 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 先生（弘前大学医学部附属病院） 

会期：2019 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） 

会期：2020 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 43 回学会セミナー 

    会長：岡田裕之 先生（岡山大学） 

    会期：2019 年 8 月 18 日(日)（ホテルグランヴィア岡山、パシフィコ横浜（中継会場）） 

＊第 44 回重点卒後教育セミナー 

会長：松本主之（岩手医科大学） 

会期：2018 年 9月 9 日(日)（ベルサール汐留） 

   ＊第 45 回重点卒後教育セミナー 

会長：村上一成 先生（大分大学） 

会期：2019 年 2月 24 日(日)（パシフィコ横浜メインホール） 

   ＊第 46 回重点卒後教育セミナー 

会長：高山哲治 先生（徳島大学） 

会期：2019 年 10 月 6日(日)（会場未定） 

 

7）第 161 回東北支部例会 

会長：小池智幸 先生（東北大学消化器内科） 

プレナリーセッション 15 題、特別セミナー2題、パネルディスカッション 13 題 

ワークショップ 18 題、シンポジウム 15題、一般演題 74題、ランチョンセミナー2題 

 

8）今後の支部例会、東北セミナーの予定 

＊第 162 回東北支部例会 

会長：正宗 淳 先生（東北大学消化器内科） 

会期：2019 年 2月 8 日(金) 於 フォレスト仙台（仙台市） 

＊第 163 回東北支部例会 

    会長：飯島克則 先生（秋田大学消化器内科） 

    会期：2019 年 7 月 6 日(土) 於 にぎわい交流館 AU（秋田市） 

＊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） 

会期：2018 年 11 月 18 日(日) 於 山形テルサ（山形市） 

 

 下記が新たに決定した。（詳細未定） 

 ＊第 164 回東北支部例会 

  会長： 辻 剛俊 先生 （市立秋田総合病院消化器・代謝内科） 

  会期： 2020 年 1 月 31 日（土） 

 ＊第 31 回東北セミナー 

  会長： 正宗 淳 先生 （東北大学消化器内科） 

  会期： 2019 年 12 月 1 日（日） 



 

協議事項 

新評議員の選出 

以下 5 名について、前日の幹事会で承認され、本会議でも承認された。（2018 年 8 月 1 日付にて委嘱） 

 候補者氏名 現 職 推薦者 入会年 

1 佐藤
さとう

 英之
ひでゆき

 公立置賜総合病院 消化器内科 医長 上野 義之 2007年10月 

2 阿部
あべ

 洋子
ようこ

 仙台厚生病院 消化器センター消化器内科 引地 拓人 2008 年 5月 

3 赤松
あかまつ

 学
まなぶ

 山形県立中央病院 消化器内科 医長 白幡名香雄 2009年12月 

4 粂
くめ

 潔
きよし

 東北大学病院 消化器内科 助教 小池 智幸 1999 年 2月 

5 内海
うちみ

 潔
きよし

 宮城県立がんセンター 消化器内科 医療部長 小池 智幸 1997 年 6月 

 

その他 

1） 幹事・監事の交代について 

【幹事】 （＊は 2018 年 7 月任期満了者） 

秋田県   神万里夫 先生（秋田大学）  → 松橋 保 先生（秋田大学）へ 

岩手県 ＊村上晶彦 先生（岩手県立宮古病院） → 井上義博 先生（岩手医科大学）へ 

山形県 ＊上野義之 先生（山形大学）  → 阿部靖彦 先生（山形大学）へ 

宮城県 ＊下瀬川徹 先生（みやぎ県南中核病院） → 正宗 淳 先生（東北大学）へ 

＊大原秀一 先生（仙台労災病院） 

福島県 ＊大平弘正 先生（福島県立医科大学） 

入澤篤志 先生（獨協医科大学）  → 河野浩二 先生（福島県立医科大学）へ 

【監事】 

  藤野靖久 先生（岩手医科大学） 

  遠藤昌樹 先生（開運橋消化器内科クリニック） 

【会計幹事】 

  千葉俊美 先生（岩手医科大学） 

【庶務幹事】 

  川崎啓祐（岩手医科大学） 

 

※宮城県、福島県は新幹事未定のため、次回の支部例会まで 2 名体制とする。 

5 月に理事定年となり本部・支部の名誉会員となった小原勝敏先生より、ご挨拶を頂戴した。 

 

2） 東北支部ホームページのリニューアルについて 

時間の都合により割愛。 

※前日の幹事会で見積書を提示し承認された。10 月下旬公開予定 

 



 

優秀演題賞 表彰式 

第 17 回プレナリーセッション 優秀演題賞 （※同点 1 位 2 名） 

①竹内章夫 先生 （東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野）   

①山田 峻 先生 （岩手医科大学内科学講座消化器内科消化管分野）  

③松本諒太郎 先生 （東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野）  

④菊池奈々絵 先生 （福島県立医科大学会津医療センター消化器内科）  

⑤久米井智 先生 （岩手医科大学内科学講座消化器内科消化管分野）  

 

例会会長より、賞金 3 万円と記念品が贈呈された。 

  

 

例会会長へ感謝状授与 

松本主之支部長より、第 161 回例会 小池智幸会長へ感謝状が贈られた。 

 

 

 

以上     


