
第 155回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会議事録 

 

平成 27年 7月 11日（土）12:00～12：30 

   於 コラッセふくしま 4F 中会議室 401 

挨 拶     

支部長          福田 眞作（平成 27年 6月より新支部長就任） 

第 155回例会会長    引地 拓人 先生 

 

報告事項 

1）事務局報告 

・支部評議員の異動：真嶋 浩聡 先生(関東支部へ)  

・支部評議員任期満了：坂田  優 先生(青森県)  福士 道夫 先生(青森県) 

樋渡 信夫 先生(福島県)  門馬  孝 先生(山形県)   

佐藤 恒明 先生(宮城県)  田所 慶一 先生(宮城県)  

※支部から感謝状を贈呈する予定 

・支部会員の訃報：正宗 研 先生(東北支部名誉会員) 

           ※評議員一同で黙祷 

・平成 26年度東北支部収支決算・平成 27年度収支予算報告：入澤篤志先生 

 ○平成 26 年度の収入が予算額に比較して増えている。セミナー参加者数の増加、寄付金の増

加によるもの。 

○平成 26年度の最終的な収支差額は予算額に対して決算額が 431,206円の超過となっている。

これは支出のなかの会場費、会議費、委託費、旅費交通費、印刷製本費、諸謝金支出が予定

より多く必要であったため。 

○平成 27年度予算は平成 26年度の会計を参考に 20,571,500 円と多めに計上した。 

 

2）支部長会議報告（2015.5.28 於 名古屋マリオットアソシアホテル 16F）：福田支部長 

①支部長の交代（東北、関東、近畿、九州） 

②平成 28年度及び平成 29年度支部事業費繰越金について 

③支部会則・雛形（案）の改訂について 

 ・本部定款細則 15条（会費に関する細則）の改訂に合わせて支部会則第 11条（役職者及び

支部評議員の会費）を削除 

④COI申告書の回収徹底について（利益相反委員会の依頼案件） 

 ・支部例会、セミナー等の回収責任者は、当番会長とする 

 ・提出方法は一任するが、演題応募時が望ましい 

⑤支部例会開催時のメルアド登録促進について（広報委員会の依頼案件） 

 ・未登録が 2割 

 ・2016年 1月～ 和文誌の配布も中止される 

 ※会員の先生へメルアドの積極的な登録をお願いしたい。 

⑥各支部状況報告について 

⑦その他  

 1）支部例会における若手研究者の総会招待についてのお願い 



 2）学術評議員の資格の見直し   

・学術評議員となるためには主題の発表が必須 

・JDDW、本学会での主題の規定が厳格になる⇒若い先生方が評議員資格の取得が困難となる 

⇒今後の検討課題 

3）各支部の支部評議員資格について 

・各支部の評議員資格が統一されていない 

・役員選考委員会で協議の上で、次回の支部長会議に諮る 

4）各支部例会の主題の人数について 

・統一した規定がないため、規定化されるまでの間の主題の人数は 3～5名程度が望ましい 

※次回の支部例会から主題は演者を最大 5名までの入力しか出来ないようにフォーマット

を作成する。 

 

3）理事会報告（平成 27年 4月 21日開催）：小原 勝敏 先生 

 

①定款細則の改訂：定款第 8条の改訂（会費の変更） 

 

 

②平成 27年度社団評議員の欠員補充選出について 

・東北支部から申請した三上達也先生（弘前大学）は社団評議員として承認された。 

・社団評議員選考規則の改訂について 

 

※欠員となった所属の支部から社団評議員を選出する。 

 



③医療安全委員会から報告事項について 

海外における十二指腸内視鏡による多剤耐性菌の伝播について：本件について米国の FDAが警告を

出す事態となったことを受け、今年 3月、厚労省、内視鏡企業、内視鏡学会・感染制御実践ガイド

作成委員会、技師会などとも連携を取り、学会 HPに注意喚起を行った（学会 HP参照）。 

 

④利益相反（COI）委員会からの報告事項について 

総会や JDDW、支部関連の申告書が殆ど回収できていない現状を踏まえ、指針第 6条第 5項学術講演

会担当責任者の役割及び細則第 1条第 1項に則り、以下の通り回収責任者及び回収方法を決定した。

また、回収責任者に対して申告書の回収の徹底を依頼することとした。 

 

 

⑤薬事・社会保険委員会よりの報告 

平成 28年度診療報酬改定について（内視鏡学会関連要望項目） 

 ■内保連への要望項目：内視鏡下胆管膵管処置におけるバルーン内視鏡加算、早期悪性腫瘍大腸粘

膜下層剥離術の病変基準、大腸カプセル型内視鏡の適応拡大 

 ■外保連への要望事項：内視鏡的治療炭酸ガス加算、内視鏡電子画像管理加算、消化器軟性内視鏡

安全管理料、鎮静システムを使用した「プロポフォール」の投与、十二指腸乳頭切除術、胃切除

における空腸嚢移植、13C呼気試験法胃排出能検査、ダブルバルーン内視鏡とシングルバルーン

内視鏡の再統一、バルーン小腸内視鏡的拡張術、バルーン小腸内視鏡的止血術、超音波内視鏡下

生検法、バルーン小腸内視鏡的切除術。 

 

 4）平成 27年度専門医制度支部審議会（2015.5.22 於 ホテルメトロポリタン盛岡）:入澤篤志先生 

  ＊専門医       46名／47名    （1名研修期間不足のため不合格） 

  ＊指導医        4名／ 4名     

  ＊新規指導施設    3施設／ 3施設 

  ＊継続指導施設   19施設／20施設   （1施設 東北中央病院(山形)保留） 

 

5）本部学術集会     

    ＊第 90回 日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2015） 

会長：加藤 元嗣 先生（北海道大学病院 光学医療診療部） 

日時：平成 27年 10月 8日（木）～11日（日）(グランドプリンスホテル新高輪 他) 



＊第 91回 日本消化器内視鏡学会総会(2016春の総会) 

会長：峯 徹哉 先生（東海大学医学部内科学系消化器内科） 

日時：平成 28年 5月 12日（木）～14日（土）(グランドプリンスホテル新高輪 他) 

＊第 92回 日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2016) 

会長：藤本 一眞 先生（佐賀大学医学部 消化器内科） 

日時：平成 28年 11月 3日（木）～6日（日）(神戸ポートピアホテル 他) 

6）学会セミナー・重点卒後セミナー 

＊第 40回 学会セミナー 

         会長：安田 健治朗 先生（京都第二赤十字病院消化器内科） 

         日時： 平成 28年 5月 14日（土）～15 日（日）(グランドプリンスホテル新高輪 他) 

＊第 38回重点卒後教育セミナー 

     会長：安田 健治朗 先生（京都第二赤十字病院消化器内科） 

     日時：平成 27年 9月 27日(日)（ベルサール汐留 B1ホール） 

  ＊第 39回重点卒後教育セミナー 

     会長：緒方 晴彦 先生（慶応義塾大学病院 内視鏡センター） 

     日時：平成 28年 2月 14日(日)（東京ビックサイト） 

 

7）第 155回東北支部例会 

会長：引地拓人（福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部） 

プレナリーセッション 15 題，特別講演 2 題，VTR シンポジウム 15 題，       

ワークショップ 20題，一般演題 104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 156回東北支部例会 

      会長：高木 忠之 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）    

日時：平成 28年 2月 5日（金）於 仙台国際センター（仙台市） 

      ※次回開催について御挨拶いただいた。 

      ※特別講演は愛知県がんセンター・山雄健次先生に｢超音波内視鏡の温故知新｣を御講演い

ただく予定。 

      ※ランチョンセミナーは｢膵臓癌の化学療法｣、｢大腸ステント（外科の視点、内科の視点

から）｣を予定。 

      ※VTRシンポ｢上部消化管・下部消化管・胆膵内視鏡治療の伝承｣を予定 

＊第 157回東北支部例会 

       会長：上野 義之 先生（山形大学医学部内科学第二講座） 

       日時：平成 28年  7月 9日(土)  於 山形テルサ（山形市） 

＊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） 

        日時：平成 29年  2月 3日(金)  於 仙台国際センター（仙台市） 

    ＊第 27回東北セミナー 

     会長：神 万里夫 先生（秋田大学消化器内科） 

          日時：平成 27年 11月 8日(日)  於 秋田ビューホテル（秋田市） 



      ※次回開催について御挨拶いただいた。 

 

9）その他 

  ① COI申告書の回収徹底について 

  ○今回の支部例会はスライド受付の際に紙ベースで回収する予定。 

     ○今後は支部例会の演題登録を Web登録に統一していく方向にする。 

     ○利益相反（COI）申告書も Web上で演題登録時に同時に申告できないかを検討していく。 

 

  ② 評議員推薦書の改訂について 

    ○幹事会の先生方の御意見を参考に事務局で改訂中である。 

 

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 

千葉
チバ

 大輔
ダイスケ

 津軽保健生活協同組合 健生病院 内科科長 福田 眞作 2004年 5月 

飯野
イイノ

 勢
チカラ

 弘前市立病院 内科医師 福田 眞作 2008年 4月 

小山
オ ヤ マ

 隆男
タ カ オ

 黒石市国民健康保険 黒石病院 福田 眞作 2001年 7月 

梁井
ヤナイ

 

俊一
シュンイチ

 

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 2005年 6月 

小川
オガワ

 貴
タカ

央
ヒサ

 

仙台市医療センター仙台オープン病院 内科副医長 入澤 篤志 2006年 5月 

越田
コシタ

 真介
シンスケ

 仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器内科医長 入澤 篤志 2006年 12月 

木村
キムラ

 礼子
レイコ

 福島県立医科大学 腫瘍内科学講座 助教 大平 弘正 2007年 3月 

草
クサ

野
ノ

 央
チカ

 秋田厚生連 由利組合総合病院 消化器内科 科長 大西 洋英 2002年 12月 

 

 ○上記の先生方が新評議員として評議員会で承認された。 

 

2）その他 

○一昨日の消化器病学会東北支部幹事会にて消化器病学会・消化器内視鏡学会の合同支部例会開催



が検討されている旨が福田支部長から報告があった。消化器内視鏡学会東北支部としても同時開

催に前向きに検討していく。可能であれば 3年後の実現を目指したい。 

 

 

優秀演題賞の授賞式：上位 3 名は平成 28 年春の総会に招待：引地拓人先生 

① 高 満衣 先生（市立秋田総合病院消化器内科 専攻医・専修医）   

② 大久保 義徳 先生（福島県立医科大学消化器・リウマチ膠原病内科 専攻医・専修医）   

③ 佐藤 裕人 先生（山形県立中央病院消化器内科 研修医） 

④ 下田 楓美子 先生（みやぎ県南中核病院消化器内科 研修医） 

⑤ 齋藤 敦 先生（秋田大学消化器内科 専攻医・専修医）  

※代表して高先生から御挨拶いただいた。 
 

例会会長へ感謝状授与式 

第 155回支部例会会長・引地拓人先生へ福田支部長から感謝状が贈呈された。 


