
第 157回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会会議録 

 

 

平成 28年 7月 9日（土）12:00～12：30 

  於 山形テルサ 第一会場「3階:アプローズ」 

 

挨 拶     

支部長          福田 眞作 

第 157回例会会長    上野  義之 先生 

 

報告事項 

1）事務局報告 

   ・幹事就任：飯島 克則 先生  （秋田大学医学部消化管内科） 

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

                  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） 

                  引地 拓人 先生  （福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部） 
・支部評議員異動：大西洋英(関東支部へ) 

・支部評議員任期満了：長澤 茂（岩手県）三田地 泰司（宮城県）柳沼 信久（福島県） 

   ・平成 27年度東北支部収支決算・平成 28年度収支予算報告          【資料 ①】 

① 平成 27年度東北支部収支決算における事業収入の医科・医薬品展示料、寄付金収入の協賛

金収入が 155回、156回支部例会で収入が多かった。 

② 平成 27 年度東北支部収支決算における学術部門事業費支出の会場費支出、委託費支出が

155回、156回支部例会で支出が多かった。 

③ 平成 28 年度収支予算における学術部門事業費支出の印刷製本費支出は第 28 回内視鏡セミ

ナーで支出を抑えられる予定。 

④ 平成 28年度収支予算における委託費支出は支出を抑えられる予定。 

 

2）支部長会議報告（2016.5.11 於 グランドプリンスホテル新高輪 3Ｆ）  

① 支部長の交代について 

1）東海支部   乾  和郎先生 → （新）春日井 邦夫先生 

2）中国支部  田中 信治先生 → （新）岡田 裕之先生 

② メールアドレス登録の推進について（広報委員会の依頼案件） 

※学会誌の廃止に伴い全てメール配信となっている。いまだ 20％の会員の先生方がメール未

登録の状態である。是非、積極的に登録してほしい。 

③ 支部例会への他学会発表の一般演題登録について 

※公平性に欠けるために、今後は｢未発表演題のみを応募の対象とする｣こととなった。 

※支部例会を担当する先生は上記を募集要項に明記してほしい。 

④ 支部セミナー申込（入金）後の返金手続きについて 

⑤ 各支部状況報告について 

⑥ その他 

     1）支部セミナーのテキスト発送時期の情報共有徹底について 



（以下は、メール配信） 

   ＊１：演題申請における倫理審査の徹底のお願い          【資料 ②】 

※様々な質問が本部に寄せられているが、8月 29日に本部の倫理委員会で審議予定。 

     ※学会のホームページ上にて倫理審査に困った場合には本部の倫理委員会を利用するよう

に案内されているが現時点では利用できない状況であり、問い合わせは控えてほしい。 

     ※１例報告以外はすべて倫理委員会の審査が必要になるので各施設で組織作りを考慮して

ほしい。 

     ※各支部で倫理委員会の組織を作るような検討していく予定。 

   ＊２：演題等発表における欠席等の取り扱い規定          【資料 ③】 

  ※支部の発表に関しては適応しないことを確認。 

 

3）理事会報告（平成 28年 4月 13日（水）、6月 22日（水）学会事務局（東京）開催）小原勝敏先生 

会員数：33,187名（2016.2.29 現在）、東北支部：1,988名 

1. 熊本地震被災地救済について 

東日本大震災時の救済に準じて、2016 年度の会費免除、専門医・指導医資格に関する猶予

措置、指導施設更新時に関する猶予措置などを適用する。 

2. 理事の交代について 

上西紀夫先生（監事）、榊 信廣先生（監事）、工藤進英先生（理事）は任期満了となり、名誉

会員に推戴された。新たな監事として、理事の中から芳野純治先生と春間賢先生が推挙され、

新理事として、五十嵐良典先生、乾 和郎先生、田中信治先生が選出された。 

3. 倫理委員会より「演題申請における倫理審査徹底のお願い」の周知について 

倫理委員会の審査を必要としない研究については、ホームページ会告のお知らせ「演題応募

時における倫理承認必須化について」に掲載の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針」の「第 1章 第 3．適用範囲 1.適用される研究」（p.6）に記載されている。 

4. ガイドライン委員会報告 

現在作成中のガイドラインとして、EPLBD 診療ガイドライン、内視鏡洗浄ガイドライン、早

期胃癌診断のための内視鏡ガイドライン、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（抗血栓薬に関する 2016年追補版）、食道癌に対する ESD・EMRガイドラインがあげら

れる。 

5. 英文誌編集委員会報告 

Digestive Endoscopy 誌の 2015年インパクトファクターが 2.715 と発表された。 

6. Japan Endoscopy Database (JED) Project について 

第 1 期のトライアル施設（8 施設）においては、上部 37,000 例、下部 30,000 例、小腸 860

例、ERCP1,600例の症例集積ができた。第 2フェーズに向けて現在準備中。 

＊JEDを行う 3つの理由： 

1) 世界最大の内視鏡診療データベースを二重入力することなく構築し、日本の内視 

鏡診療の正確なデータを得る。 

2) 臨床研究におけるバックボーンデータの標準化 ―標準化された高度な臨床研究の実

現－ 

3) 医師の診療実績の精確な把握－専門医制度への効果的な対応－ 

  ＊登録側のメリット 



   1) 今後提出を求められる合併症、診療実績などを一括し管理できる。 

   2) 診療実績のデータ化により、適切な保険点数や償還を求めることが可能となる。 

   3) 施設で公表するデータ、検査件数、成績、合併症などの管理が容易となる。 

   4) 学会発表や臨床研究は倫理委員会での審査が必要となるが、本項目は予め収集・発表

の同意を得て登録するため発表/研究が容易になる。 

7. 薬事・社会保険委員会報告 

平成 28年度診療報酬改定の結果、内視鏡下胆管膵管処置におけるバルーン内視鏡加算（内保

連へ要望）、バルーン小腸内視鏡的拡張術（外保連へ要望）の 2つが承認された。 

8. 総会会長選出について 

第 97回総会（2019年春）会長：井上晴洋先生（昭和大学江東豊洲病院消化器センター） 

第 98回総会（2019年 JDDW）会長：福田眞作先生（弘前大学医学部消化器血液内科） 

 ※東北支部が一丸となって応援していく。 

第 99回総会（2020年春）会長：樋口和秀先生（大阪医科大学第 2内科） 

 ※オリンピックの年であり、東京・大阪での開催は不可能であり、おそらく神戸開催？ 

 

 4）2016年度専門医制度支部審議会（2016.5.25 於 ホテルメトロポリタン盛岡）（入澤先生） 

＊専門医         35名／35名     

＊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    

※施設に関して指導マニュアル・洗浄マニュアルを A4 サイズ 3 枚程度の内容できちんと記 

載してほしい。 

 

5）本部学術集会     

＊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 消化器内科） 

      日時：平成 28年 9月 11日（日）（東京ビッグサイト） 

＊第 41回日本消化器内視鏡学会セミナー 

      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） 



 

7）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） 

プレナリーセッション 15題，特別講演 1題，シンポジウム 12題， 

VTRシンポジウム 11題，一般演題 59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 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） 

※牧野先生より御挨拶いただいた。 

※支部長より主題の登録演者は５名までを厳守していただきだい旨連絡あった。 

＊第 159回東北支部例会 

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） 

（日本消化器病学会東北支部例会と合同開催予定） 

＊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) 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） 

※三上先生より御挨拶いただいた。ホームページで申し込み可能になっている旨の連絡

があった。 

＊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） 

 

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 

山 E

ヤマ

AAE居 E

イ

A AE聖 E

キヨ

AAE典 E

ノリ

 大館市立総合病院 消化器・血液・腫瘍内科 部長 三上 達也 2006年 4月 

AE原田 E

ハラダ

A AE英嗣 E

エイジ

 秋田赤十字病院 消化器病センター 副部長 山野 泰穂 2000年 10月 

AE中根 E

ナカネ

A AE邦夫 E

クニオ

 市立秋田総合病院 消化器内科 科長 飯島 克則 1994年 6月 



AE諸井 E

モロイ

A A

E林太郎 E

リンタロウ

 

岩手県立胆沢病院 消化器内科 消化器内科医長 下瀬川 徹 2008年 4月 

AE小坂 崇 E

コサカ    タカシ

 岩手県立中央病院 内視鏡科 医長 松本 主之 2005年 10月 

AE伊藤 E

イトウ

A AE博 E

ヒロ

AAE敬 E

タカ

 大崎市民病院 消化器内科 科長 小池 智幸 2003年 5月 

AE大矢内 E

オ オ ヤ ウ チ

A AE幹 E

モトキ

 
大崎市民病院 消化器内科 内視鏡センター  

副センター長 
小池 智幸 2000年 6月 

AE杉村 E

スギムラ

A A

E美華子 E

ミカコ

 

国立病院機構 仙台医療センター 消化器内科 小池 智幸 2000年 4月 

AE小西 E

コニシ

A AE秀 E

ヒデ

AAE知 E

トモ

 栗原市立栗原中央病院 内科 内科部長 兼 内視鏡室長 小池 智幸 2004年  5月 

 

以上の先生方が承認された。 

 

2） 山形県幹事が武田 弘明 先生から白幡 名香雄 先生へ交代となった。 

 

3） その他 

日本消化器病学会・日本消化器内視鏡学会東北支部例会合同開催について 

  →内視鏡学会東北支部幹事会・評議員会においても承認された。 

 

優秀演題賞の授与式：福井先生、鍋島先生、小堺先生は平成 29年春の総会に招待。 

【研修医】 

① 福井健人 先生 （みやぎ県南中核病院 消化器内科） 

② 土田秀元 先生 （山形大学医学部 内科学第二講座） 

【専修医】 

① 鍋島立秀 先生 （東北大学病院 消化器病態学分野） 

② 小堺史郷 先生 （仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化器内科） 

③ 澤田洋平 先生 （弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座） 

※代表して鍋島立秀先生から御挨拶いただいた。 
 

例会会長へ感謝状授与式 

第 157回支部例会会長・上野義之先生へ福田支部長から感謝状が贈呈された。 




