
第 163回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会 

議事録 
 

2019 年 7月 6日（土）12:00～12:30 

於 秋田市にぎわい交流館 AU 第 1会場 

挨 拶 

支部長          松本主之 

第 163回例会会長    飯島克則 先生 

 

報告事項 

1）事務局報告 

     ・支部評議員異動：佐藤 愛（関東支部へ）、小早川雅男（関東支部より）、加藤智惠子（北陸支部より） 

     ・支部評議員定年：須藤俊之（青森）、神谷亮一（岩手）、戸堀文雄（秋田）、野田 裕（宮城） 

   ・専門医制度資格認定委員の交代（宮城県）：長南明道 先生 →（新）岩渕正広 先生 

     ・2018年度東北支部決算報告・2019 年度収支予算報告 【資料①】 

※千葉俊美会計幹事より以下について報告された。 

 （2018年度決算について） 

  第 161回・第 162回支部例会いずれも共催セミナーを多数企画したため、協賛金収入・展示料収入 

     が増収となった。 

 （2019年度収支予算について） 

  第 31回セミナーが仙台開催となるため参加費収入増が見込まれるが、仙台国際センター展示棟は 

     会場使用料が高額となるため会場費支出を多く見積もった。また、今年度より有料化された演題登録 

     システム（UMIN）使用料や、例会・セミナーの託児所設置費用（全額支部負担）等により、委託費支 

     出も前年度より多く見積もっている。 

     なお、2019年度予算編成時点では第 164回支部例会を単独開催としていたが、合同開催に変更になっ 

     たため大幅な増減が生じる可能性もある。東北支部は安定した収支ではあるが、本年は消費税増税も 

     控えているため注視していきたい。 

 

2）支部長会議報告（2019.5.30 於 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール） 

① 支部長の交代について 

  関東支部 河合 隆 先生 →（新）斎藤 豊 先生 

  北陸支部 米島 學 先生 →（新）金子周一 先生 

  九州支部 村上和成 先生 →（新）八尾建史 先生 

② メールアドレス登録状況について 【資料②】 

  全支部で 4・5月に 20～40代の未登録者に対し、登録の呼びかけを実施 

  *全体 登録率 90.6％ → 91.9％に増加 

  *東北支部 未登録者 26名に対し個別に文書で依頼、14名から回答 

③ COI申告の徹底について 

  【重要】演題発表者だけではなく共同演者からの申請も必要 

④ 支部例会・セミナーでの託児所の設置について 

    東北支部では利用料を支部が全額負担する。是非ご利用いただきたい。 



3）理事会報告（2019.7.3 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

    ① 理事長の交代について 

      新理事長：井上晴洋先生（昭和大学江東豊洲病院 消化器センター） 

   ② その他 

         ・副理事長（全 4名）の役職が新設され、福田眞作先生が就任された。 

         ・松本支部長が理事に就任し（英文誌編集委員会担当理事兼委員長）、東北支部も理事 3名 

      体制となった。 

     ・英文誌編集委員会報告として、2018 年のｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ（IF）が 3.64と発表された。 

      来年は 4点台を目指したい。 

  

 4）2019 年度専門医制度東北支部審査委員会（2019.7.12開催予定 於 ホテルメトロポリタン盛岡） 

    【申請状況】 

  ＊指導医         15名 

  ＊指導施設（新規）  2施設 

  ＊指導施設（継続）  19施設／23施設 ※4施設は連携施設へ新規申請 

＊指導連携施設 5施設 

 

5）本部学術集会 

   ＊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） 

会期：2019 年 11 月 21日(木)～24 日(日)（神戸ポートピアホテル 他） 

※福田先生よりご挨拶頂いた 

   ＊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） 

      ＊第 101回日本消化器内視鏡学会総会(2021 春の総会) 

会長：田中信治 先生（広島大学） 

      会期：2021 年 5 月 14 日(金)～16日(日)（リーガロイヤルホテル広島 他） 

 

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） 

    ＊第 44 回学会セミナー 

      会長：木田光広 先生（北里大学） 

      会期：2020 年 9 月 6日(日)（パシフィコ横浜） 

   ＊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 会議センター） 



   ＊第 47回重点卒後教育セミナー 

会長：藤崎順子 先生（がん研究会有明病院） 

会期：2020 年 2月 16日(日)（パシフィコ横浜 会議センター） 

 

7）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） 

プレナリーセッション 15題、パネルディスカッション（1）8題、（2）12題 

シンポジウム 9題、一般演題 54題、特別セミナー1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 164回東北支部例会 ※消化器病学会と合同開催 

会長：辻 剛俊 先生（市立秋田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） 

※辻先生よりご挨拶頂いた 

＊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：弘前文化センター（弘前市） 

※福田先生よりご挨拶頂いた 

＊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） 

※正宗先生よりご挨拶頂いた 

＊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） 

※中村先生よりご挨拶頂いた 

   ＊第 33 回東北セミナー 

      2021 年（秋田） 

 

 

 

 

 

協議事項 

新評議員の選出について 

以下７名について幹事会で承認され、本会議でも承認された。（2019 年 8月 1日付にて委嘱） 

 



  候補者氏名 現 職 推薦者 入会年 

1 赤坂
あかさか

 理
り

三郎
さぶろう

 
岩手医科大学内科学講座消化器内科消化管分野 

助教 
松本主之 2007年 3月 

2 角田
かくた

 洋一
よういち

 東北大学病院消化器内科 助教 正宗 淳 2000 年 5月 

3 遠藤
えんどう

 博之
ひろゆき

 JCHO仙台病院消化器科 医長 正宗 淳 2004 年 2月 

4 黒羽
くろは

 正剛
まさたけ

 東北大学病院消化器内科 助教 正宗 淳 2005年 4月 

5 酒井
さかい

 利
とし

隆
たか

 
仙台市医療センター仙台オープン病院 

消化管・肝胆膵内科 医長 
正宗 淳 2008 年 5月 

6 愛澤
あいざわ

 正人
まさと

 
福島県立医科大学会津医療センター 

小腸大腸肛門科 助手 
引地拓人 2008 年 2月 

7 根本
ねもと

 大樹
だいき

 
福島県立医科大学会津医療センター 

小腸大腸肛門科 助手 
引地拓人 2011年 5月 

 

その他 

 ① 支部事務局の移転・住所変更について 

   岩手医科大学が 2019 年 9月下旬に新病院へ移転、支部事務局の住所も変更 

   （旧） 〒020-8505 岩手県盛岡市内丸 19-1 

   （新） 〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町医大通 1-1-1 

   2019年 10月 1日以降に支部事務局へ書類等送付される場合はご注意いただきたい。 

 ② 消化器病学会より 

   ・症例提示の際に 20XX年 X月という表記は使用しない 

 ⇒ 2019年 7月 上旬 のように正確な年度と月日（上旬・中旬・下旬）を記載していただき            

   たい。 

 

優秀演題賞 表彰式 

  第 19 回プレナリーセッション 優秀演題賞 

  ①青川真樹 先生（専攻医・秋田大学消化器内科） 

  ②大場麻由 先生（初期研修医・みやぎ県南中核病院） 

  ③小野義高 先生（専攻医・東北労災病院胃腸内科） 

  ④生形晃男 先生（専攻医・みやぎ県南中核病院消化器内科） 

  ⑤宮代 楓 先生（初期研修医・青森県立中央病院） 

 

  例会会長より、賞金 3万円と記念品（曲げわっぱ弁当箱）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 163回例会 飯島克則会長へ感謝状が贈られた。 


