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 理事会ニュース(R2年度-7)

理事会ニュース(R2年度-7)

⽇ 時 ︓令和3年1⽉26⽇（⽕）12:00〜15:50
場 所 ︓Web会議システム（Zoom）
出席者 ︓理事⻑ ︔森正樹

副理事⻑ ︔池⽥徳彦
理 事 ︔碓氷章彦，宇⼭⼀朗，海野倫明，⼤⽊隆⽣，⼤塚将之，奥村明之進，

⼩澤壯治，⼩野稔，越永従道，⼩寺泰弘，⿑藤光江，佐⽥尚宏，
武冨紹信，⽥尻達郎，伊達洋⾄，中村清吾，中村雅史，平野聡，
平松昌⼦，湊⾕謙司

監 事 ︔北川雄光，澤芳樹，⼟岐祐⼀郎
陪席者 ︓会 頭 ︔松原久裕

次期会頭 ︔⾺場秀夫
幹 事 ︔古⼭正，宮内英聡，⾺場祥史
代議員 ︔瀬⼾泰之（NCD代表理事）

議 題 ︓第1号議案 代議員の辞任の件
第2号議案 定時社員総会および定期学術集会の件
第3号議案 本年度外科専⾨医更新および特例更新ならびに移⾏認定の件
第4号議案 本年度認定登録医更新の件
第5号議案 令和3年度事業計画書の件
第6号議案 令和3年度収⽀予算書の件
第7号議案 次年度役員等選任の件
第8号議案 名誉会頭および名誉会員推戴の件
第9号議案 ⼊会および休会ならびに復会に関する件
第10号議案 その他

第1号議案 代議員の辞任の件
第1区の代議員1名の辞任届の受理を決議（→代議員総数︔337名）。

第2号議案 定時社員総会および定期学術集会の件
1． 令和3年度定時社員総会（森理事⻑）

Web会議システム（Zoom）で開催する旨を決議。
2． 第121回定期学術集会（松原会頭）︓

Webを中⼼とした開催形式とする旨を決議。
3． 第122回定期学術集会（⾺場次期会頭）︓

12⽉3⽇にプログラム委員会を開催。
4． 第123回定期学術集会（⼤⽊理事）︓

準備に着⼿。

第3号議案 本年度外科専⾨医更新および特例更新ならびに移⾏認定の件
第4号議案 本年度認定登録医更新の件
           （専⾨医認定委員会／予備試験委員会報告︓平野理事）

1． 本年度の外科専⾨医予備（筆記）／認定（⾯接）試験︓
いずれも中⽌の上、予備（筆記）試験は来年度に繰り越し、認定（⾯接）試験は代替策を採る旨を決議。

2． 外科専⾨医更新審査の判定︓
対象者︔4,582名
申請者︔4,334名
判定結果を決議。
 ①通常の更新︔2,018名
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 ②サブスペシャルティ専⾨医による期限延⻑︔842名
 ③サブスペシャルティ専⾨医による同時更新︔1,327名
 ④認定登録医の登録︔147名

3． 外科専⾨医特例更新審査の判定︓
対象者︔420名
申請者︔66名
 可 ︔（外科専⾨医）45名／（認定登録医）21名 →決議

4． 外科専⾨医移⾏審査の判定︓
申請者︔42名
 可 ︔42名 →決議

5． 認定登録医更新審査の判定︓
対象者︔507名
申請者︔327名
 可 ︔325名 →決議

6． 認定登録医特例更新審査の判定︓
対象者︔112名
申請者︔12名
 可 ︔12名 →決議

第5号議案 令和3年度事業計画書の件
令和3年度事業計画を決議。→2⽉1⽇付で執⾏
1． 専⾨医制度委員会／⽇本専⾨医機構（⼩寺理事／池⽥副理事⻑）

1）専攻医の採⽤結果︓
 外科領域は906名（前年度78名↑）。
2）専⾨研修プログラム整備基準／専⾨研修カリキュラム整備基準︓
 修正版を⽇本専⾨医機構に提出済み。
3）新型コロナウイルス感染拡⼤の影響に伴う専⾨研修への配慮︓
  専⾨研修修了時に要件を充⾜できなかった場合には、研修の「仮修了」として受験を認める⽅針を決
議（詳細は継続審議）。
4）ダブルボード︓
 ⽇本救急医学会と協議予定。
5）外科領域のサブスペシャルティ領域連絡協議会︓
 メンバーを追加済み。
6）新専⾨医制度における更新︓
 ⽇本専⾨医機構と調整中。

2． 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（越永理事）
1）関連施設の仮指定︓
 1施設の仮指定期間を正式に関連施設証の有効期間に加算する旨を決議。
2）来年度の指導医申請受付︓
 2⽉中旬開始予定（5⽉31⽇〆切）。

3． 外傷外科医養成研修実施委員会（平野理事）
本年度の研修受講者を選考済み。
コロナ禍のため、スケジュールを再調整中。

4． 外傷⼩委員会（事務局）
外傷講習会のE-learning化を決議。

5． 遠隔⼿術実施推進委員会（平野理事）
5つの課題に分けて、AMED採択研究「⼿術⽀援ロボットを⽤いた遠隔⼿術のガイドライン策定に向けた実
証研究」を実施中。

5-1．⽇本医学会連合︔診療ガイドライン検討委員会オンライン診療に関する検討会議（平野理事）
各サブスペシャルティ代表者によるWGを設置して対応する旨を決議。

6． 将来計画委員会（森理事⻑）
各WGの進捗を確認。

6-1．「外科専⾨医のインセンティブ」WG（碓氷理事）
サブスペシャルティ学会へのアンケート調査を決議。

6-2．「訴訟対策」WG（平野理事）
厚⽣労働省などと折衝中。
渡邊祐介正会員（北海道⼤学）の委員追加委嘱を決議。

6-3．「学術集会の在り⽅」WG（中村（雅）理事）
第120回定期学術集会の参加者を対象にアンケートを実施中。

6-4．「国際化推進」WG（⼤⽊理事）
海外学会との交流を継続中。

7． コロナウイルス対策委員会（池⽥副理事⻑）
12⽉21⽇に本年度第1回、1⽉21⽇に第2回委員会を開催。
「NCDデータを⽤いたコロナ感染の外科⼿術に対する影響およびトリアージの実態調査研究」に着⼿。



7-1．⽇本医学会連合︔Japan CDC創設に関する委員会（武冨理事）
提⾔「健康危機管理と疾病予防を⽬指した政策提⾔のための情報分析と活⽤並びに⼈材⽀援組織の創設」
を公表済み。

8． 医療安全管理委員会／⽇本医療安全調査機構（中村（清）理事）
1）⾼難度新規医療技術該当リスト︓
 ⾒直し作業中。
2）外部調査委員推薦依頼︓
 対応済み。
3）⽇本医療安全調査機構「医療事故の再発防⽌に向けた提⾔」︓
 第12号「胸腔穿刺に係る死亡事例の分析」を公表済み。

9． 臨床研究推進委員会／利益相反委員会（奥村理事）
1）NCDデータを利⽤した複数領域にまたがる新規研究課題︓
 NCD臨床研究推進委員会で1課題を審査中。
2）⽇本消化器外科学会による公募︓
 従来同様の対応を決議。
3）Conflict of Interest Form／Certification Formの件
 英⽂誌編集委員会からの諮問を受けて審議中。

10．英⽂誌編集委員会（海野理事）
1）本年度研究奨励賞︓
 5名の授賞者を決議。
2）Best Reviewer Award︓
 6名の選出を決議。
3）Impact Factor︓
 2020年は2.067（暫定値）の⾒込み。
 Vol.51-1に、⽇本外科感染症学会によるSSIのガイドラインを掲載済み。
4）領域別リーダーズ会議︓
 Impact Factor向上のための取組みを検討中。

11．Case Report誌編集委員会（碓氷理事）
1）第2回優秀論⽂賞︓
 10名の授賞者を決議。
2）Best Reviewer Award︓
 6名の選出を決議。
3）委員追加︓
 ⽊下義晶代議員（新潟⼤学）の追加委嘱を決議。

12．邦⽂誌編集委員会（平松理事）
今後の特集企画などを決定。

13．医学⽤語委員会（⿑藤理事）
「外科⽤語集」などの活⽤状況についての会員アンケートを実施予定。

14．倫理委員会／調査委員会（⼩野理事）
1）倫理審査︓
 外科医労働環境改善委員会とコロナウイルス対策委員会による「COVID-19による外科医への影響に関
するアンケート」を承認済み。
2）論⽂不正の調査︓
 調査中。

15．外科医労働環境改善委員会（⾺場次期会頭）
1）会員アンケート︓
 倫理委員会の承認を受けて「COVID-19による外科医への影響に関するアンケート」を開始。
2）厚⽣労働省「医師の働き⽅改⾰を進めるためのタスク・シフト／シェアの推進に関する検討会」︓
 今後のスキーム案を確認。
3）厚⽣労働省「医師の働き⽅改⾰の推進に関する検討会」︓
 中間とりまとめを公表済み。

16．男⼥共同参画委員会（平松理事）
1）邦⽂誌の企画︓
 執筆者を決定済み。
2）男⼥共同参画に関するアンケート調査︓
 ⽇本医学会の臨床部会の加盟学会に実施の有無を照会中。
3）⽇本医学会分科会へのアンケートの件
 ⼥性医師⽀援の現況に関するアンケートを実施予定。

17．教育委員会（⼤⽊理事）
今春の卒後教育セミナーの開催⽅法を再検討。

18．E-learning委員会（奥村理事）
7コンテンツを配信中。

19．学術委員会（中村（雅）理事）
特段の報告事項なし。

20．国際委員会（⼤⽊理事）



特段の報告事項なし。
21．総務委員会（池⽥副理事⻑）

1）正職員の雇⽤︓
 1名の雇⽤を決議。
2）職員の俸給︓
 来年度予算を計上済み。
3）事務局のリモートワーク化︓
 理事⻑決裁により対応中。

22．定款委員会（武冨理事）
特段の報告事項なし。

23．情報・広報委員会（⽥尻理事）
新しいホームページのデザインを決議。

24．選挙管理・選挙制度検討委員会（⼤塚理事）
特段の報告事項なし。

25．CST推進委員会（伊達理事）
来年度の厚⽣労働⾏政推進調査事業に指定済み。

26．移植関係学会合同委員会（伊達理事）
肺移植実施施設として藤⽥医科⼤学病院を新規認定済み。

27．NCD連絡委員会（湊⾕理事）
特段の報告事項なし。

27-1．NCD（瀬⼾代議員）
NCDの活動の進捗および決算／予算の状況などを確認。

28．保険診療委員会／外保連（越永理事／瀬⼾代議員）
12⽉25⽇に本年度第1回委員会を開催。
1）令和4年度診療報酬改定に向けた要望項⽬︓
 外保連に提出する要望項⽬を決議。
2）⼿術・処置の休⽇・時間外・深夜加算︓
 条件緩和の要望のための調査を実施予定。
3）CART研究会からの依頼︓
 医療安全管理委員会に対応を申し送り。
4）社会保障審議会統計分科会「疾病、傷害及び死因分類専⾨委員会」︓
 専⾨委員に明⽯定⼦正会員（昭和⼤学）を推薦済み。
5）外保連「技術評価の適正化のための⼿術に関する調査」︓
 アンケート調査を終了。
6）外保連の記者懇談会︓
 11⽉24⽇に開催済み。
 次回は3⽉30⽇に開催予定。

第6号議案 令和3年度収⽀予算書の件（財務委員会報告︓佐⽥理事）
令和3年度予算を決議 →2⽉1⽇付で執⾏

第7号議案 次年度役員等選任の件
1．次々期会頭の選任︓

次々期会頭候補に現理事の⼩寺泰弘代議員が⽴候補。
⽴候補者1名のため、選挙を省略して選任予定。

2．補⽋理事の選任︓
補⽋理事候補に鈴⽊眞⼀代議員（福島県⽴医科⼤学）が⽴候補。
定数以内のため、選挙を省略して選任予定。

第8号議案 名誉会頭および名誉会員推戴の件
1．名誉会頭︓

宮崎勝先⽣の推戴を決議。
2．名誉会員︓

外国⼈2名の推戴を決議済み。

第9号議案 ⼊会および休会ならびに復会の件
⼊会申請者全員を正会員とする旨を決議。
復会申請者全員の復会を認める旨を決議。
（休会申請者はなし）

第10号議案 その他



1．次回（令和3年度第1回）開催予定︓
令和3年3⽉23⽇（⽕）12:00〜16:00
※Web会議システムにより開催
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