
第 164 回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会 

議事録 

 

2020年 1月 31日（金）17:00～17:30 

於 フォレスト仙台 第 2会場 

 

挨 拶 

支部長          松本主之 

第 164回例会会長    辻 剛俊 先生 

報告事項 

1）事務局報告 

      ・2020.1現在 東北支部会員数 2,049名（男性 1,810 女性 239） 

    うち支部評議員 247名（男性 237 女性 10） 

   ・支部評議員異動：原田英嗣（2019.11四国支部へ） 

   ・支部評議員辞退：八子章生（福島）、佐藤 宏（福島） 

・第 165回例会より主題の共同演者は 3名までとする。（3/25演題登録開始） 

・第 31回東北セミナー（2019.12.1）で東北支部としては初めて託児利用があった。 

 今回の第 164回例会でも申込あり。 

 

2）支部長会議報告（2019.11.21 於 神戸ポートピアホテル） 

 ① 託児所の設置について 

   ・今年度は全支部で試験的に実施したが、2020 年度より支部例会、セミナーで設置必須となり本

    部より各回上限 5万円の補助が出る。 

 ② メールアドレス登録状況について 【資料①】 

   ・支部事務局より40代以上の未登録者へメールアドレスの登録をお願いした。 

 

3）理事会報告（2020.1.29 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

 ① 指導医について 

   ・指導医の資格は指導施設に勤務している場合のみ有効であったが、今後は勤務施設に関わらず 

    指導医の継続が可能となる。開業医の先生など、対象となる場合は本部に問合せして ほしい。 

 ② 2020年度第 26回専門医試験日程変更について 

   ・当初の予定は 7/24であったが、東京オリンピック開催による影響を考慮し 7/4実施に変更。 

    すでに宿泊先や交通手段の手配が済んでいる場合、キャンセル料の一部補填も可能。該当者は本

    部へ確認してほしい。 

 ③ 東北支部長の交代について 

   ・第 99回総会の春期定時評議員会（2020.5.22）をもって飯島克則先生（秋田大学）に交代。 

 ④ 倫理申請について 

   ・演題登録時の倫理申請について、倫理審査を受けていないまたは審査中のものに関して演題登録

    を認めない。また、演題発表（特にポスター）についても事前連絡なく発表者が当日不在の場合 

    等、今後ペナルティーが厳しくなるためご注意いただきたい。 

 ⑤ ハンズオンセミナー開催申請について 

   ・3 か月前までの申請を徹底していただきたい。申請が遅れた場合開催日程の変更をお願いする。

    また、学会点数の付与を認めない。 



 4）2019年度専門医制度支部合同審議会（2019.9.4 於 日本消化器内視鏡学会事務局） 

   ・第 25回専門医学術試験（2019.7.27 於 東京ビッグサイト） 

     合格者： 770名／1028名（合格率 74.9％） 

     ・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         35名／44名 

  ＊指導医         15名／15名 

  ＊指導施設（新規）  2施設／2施設 

  ＊指導施設（継続）  17施設／23施設 

＊連携施設（新規）   5施設／6施設 

※2020年度より一部条件が緩和されるため、今年度基準を満たさず不合格となった施設が 

 同条件でも合格となる場合がある。 

 

5）本部学術集会 

＊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） 

   ＊第 102回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2021) 

会長：山本博徳 先生（自治医科大学） 

会期：2021年 11月 4日(木)～7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 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 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） 

   ＊第 48回重点卒後教育セミナー 

会長：廣岡芳樹 先生（藤田医科大学） 

会期：2020年 9月 27日(日)（ウインクあいち） 

 

7）第 164回東北支部例会 

   会長：辻 剛俊 先生（市立秋田総合病院消化器内科） 

   プレナリーセッション 16題、合同シンポジウム 1）16題、2）12題、3）7題 

   合同パネルディスカッション 9題、特別講演 2題、教育講演 1題 

   一般演題 130題（消化器 74、内視鏡 56）、ランチョンセミナー6題、イブニングセミナー1題 



8）今後の支部例会、東北セミナーの予定 ※各会長よりご挨拶いただいた。 

＊第 165回東北支部例会 

会長：石黒 陽 先生（国立病院機構弘前病院消化器内科） 

会期：2020年 7月 11日(土) 

会場：弘前文化センター（弘前市） 

＊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） 

会期：2020年 11月 15日(日)  

会場：アイーナ（盛岡市） 

＊第 166回東北支部例会 ※合同開催 

会長：吉村徹郎 先生（青森市民病院消化器内科） 

会期：2021年 2月 5日(金)・6日(土) 

会場：仙台国際センター（仙台市） 

＊第 167回東北支部例会 

会長：河野浩二 先生（福島県立医科大学消化管外科学講座） 

会期：2021年 7月 3日(土) 

会場：福島テルサ（福島市） 

   ＊第 33回東北セミナー 

会長：松下弘雄 先生（秋田赤十字病院消化器病センター） 

会期：2021年 11月 21日(日)  

会場：秋田ビューホテル（秋田市） 

＊第 168回東北支部例会 ※合同開催 

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） 

会期：2022年 2月 4日(金)・5日(土) 

会場：フォレスト仙台（仙台市） 

 

 

協議事項 

 

新評議員の選出 

以下 3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。（2020年 3月 1日付にて委嘱） 

  候補者氏名 現 職 推薦者 入会年 

1 石井
いしい

 元
はじめ

 市立秋田総合病院消化器内科 医長 飯島克則 2003年 5月 

2 滝川
たきかわ

 哲也
てつや

 東北大学病院消化器内科 助教 正宗 淳 2010年 5月 

3 三浦
みうら

 晋
しん

 東北大学病院消化器内科 特任助手 正宗 淳 2008年 4月 

 

 

その他 

 次期支部長の飯島克則先生（秋田大学）よりご挨拶いただいた。 



 

例会会長へ感謝状授与 

 松本主之支部長より、第 164回支部例会 辻 剛俊会長へ感謝状が贈呈された。 

 

優秀演題賞 

  第 20回プレナリーセッション 優秀演題賞 

【研修医】 

①  亀岡 英介 先生   （星総合病院） 

②  浜崎 亮  先生   （岩手県立磐井病院） 

③  鈴木 丈夫 先生   （太田西ノ内病院 消化器内科） 

【専攻医・専修医】 

①  菅谷 竜朗 先生   （福島県立医科大学 消化器内科学講座） 

②  林 秀大  先生   （岩手県立中央病院 消化器内科） 

 

※合同懇親会にて表彰式が行われた 

 

 


