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第 166回日本消化器内視鏡学会東北支部評議員会 

議事録 

 

2021年 7月 3日（土） 

紙上（メール）開催  

支部長         飯島 克則 

第 166回例会会長    河野 浩二 

 

報告事項 

1） 事務局報告 

・ 支部評議員異動：工藤俊彦（2021.3 北海道支部より転入）・中村昌太郎（2021.4 九州支部へ転出） 

土田知宏（2021.4関東支部より転入）・木村礼子（2021.4近畿支部へ転出）・ 

紺野直紀（2021.4関東支部より転入）・鈴木翔（2021.4関東支部より転入） 

・ 理事幹事退任：藤田直孝（宮城） 

・ 支部評議員定年：東野博（青森）・村上晶彦（岩手）・那須宏（秋田）・八木澤仁（秋田）・ 

大原秀一（宮城）・山下和良（宮城）・迎愼二（福島） 

・ セミナー委員長の交代：大原秀一 →（新）小池智幸 

・ セミナー委員の交代（山形県）：牧野直彦 →（新）白幡名香雄 

・ 2020年度東北支部収支計算（決算）報告 ・2021年度収支予算報告 【資料 1】 

・ 利益相反申請対象者の改訂 【資料 2】 

・ 支部評議員の就任年月日について 

   年会費金額の変更は就任の翌年度より支部評議員の金額に変更されることから、2021年度分 

   より承認日＝就任日とする 

 

2）支部長会議報告（2021.5.10 Web会議） 

① 支部長の交代について 

  中国支部：岡田裕之 →（新）石原俊治 

  四国支部：高山哲治 →（新）稲葉知己 

②  内視鏡スクリーニング認定医制度について 【資料 3】 

  ・教育セミナープログラム（案） 

  ・スクリーニング認定医制度案内 

 

3）理事会報告（2021.6.29 Web会議） 

① 支部評議員の推薦者の統一について（総務委員会）【資料 4】 

② 倫理指針改定による対応について（倫理委員会、利益相反委員会） 

③ 消化器内視鏡技師認定試験 

・2022年 3月に再延期 

 

4）第 26回・第 27回専門医試験 

・2021年 9月 19日(日)（パシフィコ横浜） 
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 5）2021年度専門医制度支部合同審議会（2021.8.25 Web会議） 

【申請状況】 

＊ 指導医             9名 

＊ 指導施設（新規）     0施設 

＊ 指導施設（継続）    19施設／22施設 ※3施設は指導連携施設へ新規申請 

＊ 指導連携施設 （新規） 4施設 

＊ 指導連携施設 （継続） 4施設／ 4施設 

 

 6）本部学術集会 

   ＊第 102回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2021) 

会長：山本 博徳（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） 

＊第 103回日本消化器内視鏡学会総会(2022 春の総会) 

会長：緒方 晴彦（慶應義塾大学） 

会期：2022年 5月 13日(金)～15日(日)（国立京都国際会館） 

＊第 104回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2022) 

会長：植木 敏晴（福岡大学筑紫病院） 

会期：2022年 10月 27日(木)～30日(日) 

   ＊第 105回日本消化器内視鏡学会総会(2023春の総会) 

会長：松本 主之（岩手医科大学） 

会期：2023年 5月 25日(木)～27日(土)（グランドプリンスホテル新高輪、国際館パミール） 

 

7）学会セミナー・重点卒後教育セミナー 

＊第 45回学会セミナー ※会場開催、及び後日オンデマンド配信（配信期間未定） 

会長：八尾 建史（福岡大学筑紫病院） 

会期：2021年 9月 12日(日)（博多国際展示場＆カンファレンスセンター） 

＊第 50回重点卒後教育セミナー ※ハイブリッド開催 

会長：春日井 邦夫（愛知医科大学） 

会期：2021年 10月 10日(日)（パシフィコ横浜） 

＊第 51回重点卒後教育セミナー 

会長：青柳 邦彦（福岡赤十字病院） 

会期：2022年 4月 

＊第 46回学会セミナー 

会長：斉藤 裕輔（市立旭川病院） 

会期：2022年 9月 4日（札幌コンベンションセンター） 

＊第 52回重点卒後教育セミナー 

会長：八木 一芳（新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院） 

会期：2022年 9月又は 10月 
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8）第 166回東北支部例会 

会長：河野 浩二（福島県立医科大学消化管外科学講座） 

パネル 1：5題、パネル 2：9題、パネル 3：8題、特別講演：1題、プレナリーセッション：14題、 

若手医師フォーラム：6題、特別講演：1題、スポンサード：3題 

 

9）今後の支部例会、東北セミナーの予定 

＊第 167回東北支部例会 ※合同開催 

会長：引地 拓人（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） 

   ＊第 33回東北セミナー 

会長：松下 弘雄（秋田赤十字病院消化器病センター） 

会期：2021年 11月 21日(日) ～12月 5日（日） 

会場：Web開催（オンデマンド） 

＊第 168回東北支部例会 

会長： 白幡 名香雄（山形県立中央病院消化器内科） 

会期：2022年 7月 2日(土) 

会場：やまぎん県民ホール（山形市） 

＊第 34回東北セミナー 

会長：吉村 徹郎（青森市民病院消化器内科） 

会期：2022年 11月 13日（日） 

会場：リンクステーションホール青森（青森市） 

＊第 169回東北支部例会 

会長：阿部 靖彦（山形大学医学部附属病院光学医療診療部） 

会期：2023年 2月 10日(金)・11日(土) 

会場：仙台国際センター（仙台市） 
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協議事項 

新評議員の選出について 

  候補者氏名 現 職 推薦者 入会年 

1 渡邊
わたなべ

 健太
けんた

 
秋田大学医学部医学系研究科 

消化器内科学・神経内科学講座 医員 
飯島 克則 2013年 3月 

2 水本
みずもと

 尚子
なおこ

 
山形大学医学部附属病院 

内科学第二講座 医員 
阿部 靖彦 2009年 3月 

3 小野寺
お の で ら

 基之
もとゆき

 
大崎市民病院 

消化器内科 副科長 
正宗 淳 2010年 1月 

4 高橋
たかはし

 健一
けんいち

 
秋田大学医学部医学系研究科 

消化器内科学講座 助教 
飯島 克則 2012年 4月 

5 髙
たか

住
すみ

 美香
み か

 
福島県立医科大学 

消化器内科学講座 助教 
引地 拓人 2011年 12月 

6 橋本
はしもと

 陽
みなみ

 
福島県立医科大学附属病院 

内視鏡診療部 助手 
引地 拓人 2013年 1月 

7 佐藤
さとう

 雄
ゆう

紀
き

 
福島県立医科大学附属病院 

消化器内科学講座 助教 
大平 弘正 2013年 1月 

 


