
第 162回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会 

議事録 

 

2019 年 2月 8日（金）12:00～12:30 

於 フォレスト仙台 第 1会場 

 

 

挨 拶 

支部長          松本主之 

第 162 回例会会長    正宗 淳 先生 

 

 

報告事項 

 

1）事務局報告 

      ・支部評議員異動：魚谷英之（岩手）※2018.11 関東支部より転入 

・支部評議員資格喪失：岡本 豊（青森）、及川圭介（秋田）、石橋潤一（宮城） 

           ※特別の事由なく 5回連続で評議員会を欠席したため 

・指導医、指導施設/連携施設（新規・更新）の申請期間  3月 1日～5月末日 

・支部ホームページのリニューアル（2018.12公開） 【資料①】 

 トップページ「会員情報変更について」より、現在の所属・メールアドレスについて正しく登

 録をお願いしたい。 

 

2）支部長会議報告（2018.11.1 於 神戸ポートピアホテル） 

① 倫理審査の徹底について 

  支部例会においても、倫理審査について周知徹底していただきたい。 

② 新専門医制度開始による指導施設の研修カリキュラム作成について 

  消化器内視鏡専門医研修整備基準のリニューアルに伴う、指導施設の研修カリキュラム作成、

  研修管理委員会の制定をお願いしたい。 
 

3）理事会報告（2019.1.25 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

①  専門医制度中央審議会報告 

・旧制度を廃止する年度 2024年度が提案された→保留（再審議） 

・新専門医制度開始に向けて（説明会内容は HPにてビデオ動画配信中） 

 現在は配信停止中のため説明会で使用された PowerPointをご覧いただきたい。 

② 卒後教育委員会報告 

・重点卒後教育セミナーの e-learning 受講（録画配信） 

 新専門医制度の開始にあたり、学会出席だけでは点数が不足することからセミナーの受講が

  必須となってくる。参加者の大幅な増加を予想し、重点卒後セミナーの e-learning 受講（録

  画配信）に向けて現在準備中である。 

・DEN の journal information 



1. 学会、重点、支部セミナーの空き時間に DENの journal information（PPT）を提示 

→卒後教育委員会で準備 

2. セミナーのテキストに journal informationを掲載 →卒後教育委員会で準備 

     ※学会評議員の申請条件に和文誌または DEN の著者（共著可）であることが必須となった 

③ 﨑田賞・丹羽賞選考委員会報告 

﨑田賞：狩野 敦 先生（岩手県対ガン協会いわて健康管理センター） 

   丹羽賞：工藤進英 先生（昭和大学 特任教授） 

④ JEDプロジェクト：会場内に JEDブース設置 

・指導施設の JED対応が義務化（HP参照） 

・2020 年 4月 JED対応義務化に関する対応延期について（HP参照） 

 期限内に対応できない場合は対応延期に関する回答シートを必ずご提出いただきたい。 

 

 4）2018年度専門医制度支部合同審議会（2018.8.27 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

   ・第 24 回専門医学術試験（2018年 7月 21日 於 東京ビッグサイト） 

     合格者： 639名／859名（合格率 74.3％） 

 

     ・東北支部における専門医・指導医・指導施設の最終審査結果 【資料②】 

  ＊専門医         30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 

＊連携施設（新規）   5施設／6施設 

  条件が非常に厳しくなり、従来のような特例が認められにくくなっている。申請の際には充分

  留意いただきたい。 

 

5）本部学術集会 

＊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） 

   ＊第 100 回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2020) 

会長：河合 隆 先生（東京医科大学） 

      会期：2020年 11月 5日(木)～8日(日)（神戸コンベンションセンター） 

 

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 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)（パシフィコ横浜メインホール） 

 

7）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） 

プレナリーセッション 14題，特別講演 1題，特別セミナー1題， 

シンポジウム(消化管)14題 (胆膵)11 題，一般演題 76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 163回東北支部例会 

会長：飯島克則 先生（秋田大学大学院医学系研究科消化器内科学・神経内科学講座） 

会期：2019年 7月 6日(土) 

会場：秋田市にぎわい交流館 AU 

＊第 164回東北支部例会 

会長：辻 剛俊 先生（秋田市立総合病院消化器内科） 

会期：2020年 1月 31日(金)・2月 1日(土) 

会場：フォレスト仙台（仙台市） 

※消化器病学会と合同開催予定 

＊第 165回東北支部例会 

会長：福田眞作 先生（弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座） 

会期：2020年 7月 11日(土) 

会場：未定（弘前市） 

 

＊第 31 回東北セミナー 

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：2019年 12月 1日(日) 

会場：仙台国際センター展示棟（仙台市） 

＊第 32 回東北セミナー 

会長：中村昌太郎 先生（岩手医科大学内科学講座消化器内科消化管分野） 

日時：2020年 11月 15日(日)  

会場：アイーナ（盛岡市） 

 

 

 

 

 

 



協議事項 

 

新評議員の選出 

以下、2 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。（2019 年 3 月 1 日付にて委嘱） 

 

  候補者氏名 現 職 推薦者 入会年 

1 
AE藁谷 E

わらがい

A AE雄一 E

ゆういち

 福島赤十字病院内科・消化器内科 副部長 引地拓人 2010 年 4月 

2 
AE伊藤 E

い と う

A AE美保 E

み ほ

 山形県立中央病院消化器内科 医長 白幡名香雄 2003 年 8月 

 

 

その他 

幹事の交代について 

・宮城県幹事 大原秀一（東北労災病院） ※任期 2021年 2月まで 

・福島県幹事 大平弘正 （福島県立医科大学） 

 

 

優秀演題賞 表彰式 

 第 18 回プレナリーセッション 優秀演題賞 

 ①佐々木真 先生 （秋田赤十字病院消化器内科） 

 ②町田龍馬 先生 （青森市民病院消化器内科） 

 ③田中 裕 先生 （東北大学病院消化器内科） 

 ④赤石 楓 先生 （青森県立中央病院消化器内科） 

 ④佐藤公亮 先生 （仙台医療センター消化器内科） 

  

 

 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 162回例会 正宗 淳会長へ感謝状が贈られた。 

 

 

以上 


