
第 156回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会 議事録 

 

平成 28年 2月 5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 156回例会会長    高木 忠之 先生 

 

報告事項 

1）事務局報告 

   ・幹事就任：牧野 直彦 先生（山形大学医学部 内科学第二講座）   
・支部評議員辞退：五十嵐 潔(秋田県) 

・専門医支部認定委員の交代：宮城県の資格認定委員 

 飯島克則先生(秋田大学医学部消化器内科)から浅野直喜先生(東北大学 消化器内科)へ 

   ・新幹事について 

    ※幹事の一斉の入れ替えを防ぐために幹事の 3 人制をとっている。3 名不在の秋田県、岩手

県、宮城県、福島県について幹事の推薦を依頼し、以下の先生の幹事就任の承認を得た。 

秋田県―飯島克則先生（秋田大学医学部消化管内科 教授） 

岩手県―中村昌太郎先生（岩手医科大学消化器内科消化管分野 准教授） 

宮城県―小池智幸先生（東北大学大学院医学研究科消化器病態学分野 講師） 

福島県―引地拓人先生（福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部 准教授） 

 

2）支部長会議報告（2015.10.8 於 ザ・プリンスさくらタワー東京 2F） 

1. 支部評議員資格の統一化について                                 

2. 支部セミナー等に対する公取協の指摘について                       

3. 学生による支部例会への演題発表について                           

4. 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）      

5. COI 申告書の回収徹底の時期等について（利益相反委員会の依頼案件）   

6. 医療事故調査制度の施行に伴う支援体制について                      

（医療安全委員会の依頼案件） 

7. マイナンバーの収集及び管理方法について                  

8. 各支部状況報告について 

9. その他     

      1）支部評議員の勤務先登録の徹底について 

      2）若手研究者表彰の受賞者の評議員懇親会での紹介について 

 

3）理事会報告（平成 28年 1月 28日開催）（年 4回開催）：小原勝敏先生 

① 支部長の交代 

東海支部：乾 和郎先生から春日井邦夫先生（愛知医大消化管内科教授）に 

中国支部：田中信治先生から岡田裕之先生（岡山大学 消化器肝臓内科教授）に 

【資料①】 



② 支部会則の改訂：追加条文 

（特別推薦支部評議員） 

第 11条 

2. 特別推薦支部評議員の定数は若干名とする。 

3. 特別推薦支部評議員候補者は、支部評議員の推薦が行われた後に、本支部会の正会員の

中から、本学会における業績及び専門性等の学会運営上の必要性を考慮し選考する。 

4. 特別推薦支部評議員は、幹事会の推薦により、その直後に開催される支部評議員会にお

いて選出する。 

③ 新しい委員会の設置 

1. 内視鏡検診・健診あり方検討小委員会 

目的：上部消化管および下部消化管における内視鏡を用いた検診・健診だけでなく、内

視鏡スクリーニング検査に対する学会としての適切な方法論、安全性、教育、データベ

ースについて整理し、将来に向けた方向性を示す。 

2. Japan Endoscopy Database(JED) Project データ適正使用のための委員会 

目的：JED Projectの集積したデータを適正使用することを目的とする。 

④ 倫理委員会報告 

1. 演題募集時等の倫理承認について 

2016年 10月以降の本学会学術集会へ応募される演題は「人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針」に基づき、各機関等における倫理審査委員会の承認を得て行われた研究

であり、その申告を必須化する。 

今後、各大会では、演題登録時に以下の確認を必須項目とした。 

   ■人を対象とする医学系研究に関する倫理指針について 

    ・本指針を遵守した研究です。 

    ・本指針の対象外の研究です。 

   ■倫理委員会の承認について 

    ・臨床研究に関する倫理委員会の承認を受けた研究です。 

    ・倫理委員会承認不要の研究です。 

   ■利益相反について 

    ・有 

    ・無 

 

倫理委員会の承認について 

   ※1例報告以外はすべて承認が必要である。 

  ※各施設で迅速に審査できるよう対応してほしい。 

※今後は東北支部として、倫理委員会のない施設の要請に対応できるか検討していく。 

※消化器病学会支部とも合同で検討していく予定である。 

2. 支部例会演題登録フォームが統一される予定である。 

 ※2017年 2月から統一予定。 

⑤ 学術委員会報告 

「演題等発表における欠席等の取り扱い規程」が理事会で承認された。 

1. 口演演題の発表を欠席した場合 



・事前に欠席の連絡があり、且つ、欠席に正当な事由がある場合は、原則として、 

抄録及び業績を削除し、演題自主取り消しとして扱う。 

・事前に欠席の連絡がない場合、又は、連絡があっても欠席に正当な事由がない場 

合は、原則として、抄録及び業績を削除し、2年間（春/秋の総会 4回）は、筆頭 

及び共同演者としての演題登録を受け付けない。 

2. ポスターセッションの掲示、発表を欠席した場合 

・ポスター掲示がない場合で、事前または事後に欠席の連絡があり、且つ、欠席に 

正当な事由がある場合は、原則として、抄録及び業績を削除し、演題自主取り消 

しとして扱う。 

・ポスター掲示がない場合で、事前または事後に欠席の連絡がない、又は欠席に 

正当な事由がない場合は、原則として、抄録及び業績を削除し、2 年間（春/ 

秋の総会 4回）は、筆頭及び共同演者としての演題登録を受け付けない。 

・ポスター掲示があり指定発表時に不在の場合で、事前又は事後に欠席の連絡が 

あり、且つ、欠席に正当な事由がある場合は、不処分とする。 

・ポスター掲示があり指定発表時に不在の場合で、事前又は事後に欠席の連絡が 

ない、又は、欠席に正当な事由がない場合は、原則として、抄録及び業績は削除 

しないが、2年間（春/秋の総会 4回）は、筆頭及び共同演者としての演題登録を 

受け付けない。 

3. 口演演題及びポスターセッション以外で欠席した場合 

本学会当該総会会長及び学術委員会担当理事並びに懲罰委員会担当理事の 3名で審議し、

審議結果を学術委員会に具申し、処分については、学術委員会で審議する。 

 

⑥ガイドライン委員会報告 

新たに「内視鏡洗浄ガイドライン」の作成が承認された。 

 

⑦英文誌編集委員会報告 

1月から Digestive Endoscopyのオンライン版が会員専用ページで閲覧できるようになった。 

 

⑧卒後教育委員会報告 

東北支部委員の交代：福田眞作先生から小池智幸先生へ交代した。 

 

⑨﨑田賞選考委員会報告 

平成 28年度﨑田賞として、岡崎幸紀先生(防府消化器病センター防府胃腸病院)に決定した。 

※春の総会で業績発表と表彰式が行われる予定。 

 

4）2015 年度専門医制度中央審議会（2015.8.31 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

   ・第 21回専門医学術試験（2015年 8月 1日） 

      合格者： 661名／889名（合格率 74.3％） 

 ・東北支部における専門医・指導医・指導施設の審査結果 

  ＊専門医         39名／47名     

  ＊指導医          9名／ 9名     



  ＊新規指導施設      3施設／ 3施設 

  ＊継続指導施設     20施設／20施設    

・指導医および指導施設の認定基準の変更  【資料②】 

   ※専門医機構とのヒアリングをもとに変更となった。 

   ※2016 年 11月頃にホームページに掲載され、施行予定。 

   ※①指導医は指導施設に常勤していること、②指導施設は指導医 1名以上、専門医 2名以

上の合計 3名以上が常勤でなければならない、と変更された。 

※更新においては、暫定措置として 5 年間の猶予期間あり。指導医が非常勤の指導施設に

おいては、基準をクリアするように準備いただきたい。 

 

5）本部学術集会     

    ＊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) 

＊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）(神戸コンベンションセンター 他) 

＊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（日）(大阪国際会議場) 

＊第 94回 日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2017) 

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) 

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 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)（東京ビッグサイト） 

＊第 40回重点卒後教育セミナー 

     会長：八尾 建史 先生（福岡大学筑紫病院 内視鏡部） 

     日時：平成 28年 9月 11日(日)（東京ビッグサイト） 

         ※指導医の申請には重点卒後教育セミナーの受講、指導医の更新には学会セミナー、 

重点卒後教育セミナーの両方の受講が必要なので確認してほしい。 

 

7）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 消化器・リウマチ膠原病内科学講座） 

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 20 題，       

一般演題 93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 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） 

      ※上野先生（代理 阿部先生）から御挨拶いただいた。 

＊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 28回東北セミナー 

     会長：三上 達也 先生（弘前大学医学部附属病院 光学医療診療部） 

          日時：平成 28年 11月 27日(日)  於 ホテルニューキャッスル（弘前市） 

     ※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 

荒木
ア ラ キ

 康光
ヤ ス ミ ツ

 青森市民病院 消化器内科  副部長 三上 達也 2008年 6月 

枡
マス

 かおり 
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器

内科 医員 
入澤 篤志 2008年 11月 

鈴木
スズキ

 憲次郎
ケンジロウ

 
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器

内科 副医長 
藤田 直孝 2008年 5月 

小池
コイケ

 良樹
ヨシキ

 
仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器

内科 副医長 
藤田 直孝 2008年 3月 

及川
オイカワ

 智之
トモユキ

 宮城県立がんセンター 消化器内科 主任医長 大原 秀一 2002年 5月 

柿崎
カキザキ

 泰明
ヤスハル

 山形大学医学部 内科学第二講座 助教 上野 義之 2004年 6月 

佐々木
サ サ キ

 悠
ユ ウ

 山形大学医学部 内科学第二講座 助教 上野 義之 2003年 8月 

 

2）マイナンバーについて              

 ※支部例会、支部セミナーに関しての管理・収集は各当番会長に依頼する。 

3）支部評議員資格の統一化に伴う支部会則・支部細則の改訂   【資料③】 

 ※評議員資格として主題発表または論文のいずれか一方が筆頭であることに変更になった。 

 ※主題は演者が 5名以内に制限して応募してほしい。 

4）学生による支部例会での演題発表について 

※支部として発表は制限せず、参加費も徴収しない。 



5）その他 

  

 

優秀演題賞の授与式：織内先生、一瀬先生、福田先生は平成 28年春の総会に招待。 

【研修医】 

① 織内優好 先生 （いわき市立総合磐城共立病院 消化器内科） 

② 一瀬瑞絵 先生 （福島赤十字病院 内科・消化器内科） 

③ 太田香純 先生 （青森県立中央病院 消化器内科） 

【専修医】 

① 福田 翔 先生 （大崎市民病院 消化器内科） 

② 宮澤邦昭 先生 （弘前大学医学部附属病院 消化器血液膠原病内科） 

※代表して福田 翔先生から御挨拶いただいた。 
 

例会会長へ感謝状授与式 

第 156回支部例会会長・高木忠之先生へ福田支部長から感謝状が贈呈された。 

 


