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︓平成19年9⽉18⽇（⽕）12:10〜16:15
︓⽇本外科学会事務所会議室
︓会 ⻑
︔兼松隆之
副会⻑
︔⽥中雅夫
理 事
︔近藤 哲，⾥⾒ 進，⾼⾒ 博，⽥林晄⼀，寺本⿓⽣，中尾昭公，
名川弘⼀，前原喜彦，宮崎 勝，宮野 武，和⽥洋⺒
監 事
︔⼆村雄次，幕内雅敏，⾨⽥守⼈
︓理 事
︔⾼本眞⼀
監 事
︔⾨⽥守⼈
︓幹 事
︔原⼝正史，江⼝ 晋，⼭⼝幸⼆，植⽊ 隆
顧問弁護⼠ ︔梶⾕ 篤（梶⾕綜合法律事務所）
Springer社（2名）
︓第1号議案
⼆重投稿の件
第2号議案
本年度外科専⾨医予備試験合否判定の件
第3号議案
本年度外科専⾨医移⾏・特例認定の件
第4号議案
本年度指導医選定・更新選定の件
第5号議案
本年度指定施設指定の件
第6号議案
各種委員会中間報告の件
第7号議案
その他
︓⽥中副会⻑，宮野理事

第1号議案 ⼆重投稿の件（英⽂誌編集委員会報告︓前原理事）
7⽉27⽇に本年度第2回委員会を開催．
1．⼆重投稿の件︓
当該論⽂を⼆重投稿と判定．
EditorialとErratumとしての掲載と，MEDLINEやPub Medでの周知を承認．
Certiﬁcation Formに，先に出版済みの論⽂の別刷を提出の旨を掲載．
最終処分は所属機関⻑にも伝えることを承認．
この件で問い合わせのあったマスコミ関係者には決定事項のみを報告することを承認（⽂⾯は追って審
議）．
2．第108回定期学術集会に招請する外国⼈に，事前にReview執筆を依頼．
第2号議案 本年度外科専⾨医予備試験合否判定の件
第3号議案 本年度外科専⾨医移⾏・特例認定の件（専⾨医認定委員会／予備試験委員会報告︓⾥⾒理事）
9⽉4⽇に本年度第2回委員会を開催．
1．予備試験（筆記試験）の判定︓
申請者︔391名（うち6名は受験の意思なしと判断）
受験者︔380名（8⽉26⽇，於・東京ベイホテル東急）
合格者︔305名（合格率80.3％，最低正答率60.2％）→承認
2．移⾏・特例措置の判定︓
申請者︔1,544名
可︔1,519名 →承認
3．認定試験（⾯接試験）の実施︓
申請者︔377名（うち9名は受験の意思なしと判断）
試験⽇︔11⽉4⽇（⽇，於・京王プラザホテル）
現地調査は10⽉上旬に実施．
4．来年度⽇程︓
予備試験（筆記試験）︔平成20年8⽉24⽇（⽇，時間未定）
認定試験（⾯接試験）︔平成20年11⽉2⽇（⽇）

第4号議案 本年度指導医選定・更新選定の件
第5号議案 本年度指定施設指定の件（指導医選定委員会／指定施設指定委員会報告︓和⽥理事）
9⽉6⽇に本年度第1回合同委員会を開催．
1．指導医・新規選定︓
申請者︔437名（うち10名は審査を受ける意志なしと判断）
可︔424名 →承認
業績判定基準の申合せを「医学中央雑誌，またはMEDLINEに収載されていること」に変更．
2．指導医・更新選定︓
本年度対象者︔1,100名
申請者︔950名（うち55名は審査を受ける意志なしと判断）
可︔893名 →承認
3．指定施設・指定審査︓
10⽉から審査開始予定
4．指定施設の現地調査は来年度から開始．
第6号議案 各種委員会中間報告の件
1. 教育委員会（近藤理事）
1）⼆重発表の定義の⾒直しを継続審議．
2）第72回卒後教育セミナー︓
⽇程︔12⽉1⽇（⼟） 場所︔パシフィコ横浜（横浜市） 世話⼈︔草野満夫⽇本臨床外科学会総会会
⻑
テーマ︔「ビデオによる吻合・縫合のすべて」
3）第73回卒後教育セミナー︓
⽇程︔平成20年 5 ⽉17⽇（⼟） 場所︔ホテルニュー⻑崎（⻑崎市） 世話⼈︔兼松会⻑
テーマ︔「ここまできた再⽣医学・再建外科」
4）Cadaver使⽤の⼿術実習について，外科関連学会協議会に建議．
2. 邦⽂誌編集委員会（⽥林理事）
第109巻第5号まで発刊済み．
3. 国際委員会（⾼⾒理事）
8⽉10⽇に本年度第1回委員会を開催．
名誉会員にS.M. Goldberg教授（⽶国）と，J. Wong教授（中国）の推戴を承認．
第108回定期学術集会で，developing countryの若⼿外科医対象の昼⾷会を開催（travel-grant授与）．
ドイツ外科学会の出席旅費給付者を募集中．
ACSの出席旅費給付者を来年 2 ⽉に募集予定．
SUSの演題を募集予定
4. 保険診療委員会（名川理事）
臓器別専⾨⼩委員会構成の変更を承認．
8⽉28⽇に厚⽣労働省で「社会保険診療報酬に関する改正要望書」に関するヒアリングを実施．
「ICD改訂に関する検討体制」を設置し，ICD-11改訂に協⼒．
4-1．外保連（名川理事）
9⽉1⽇に内保連／看保連合同でシンポジウムが開催．
5. 医学⽤語委員会（寺本理事）
「外科学⽤語集」のWeb版を会員以外にも公開することを承認．
6. 選挙管理・選挙制度検討委員会（和⽥理事）
9⽉14⽇に本年度第2回委員会を開催．
選挙制度を⾒直し中．
7. ⾮選挙代議員候補者選考委員会（兼松会⻑）
持ち回り委員会を開催中．
8. 専⾨医制度委員会（中尾理事）
11⽉開催予定．
9. 定款委員会（宮崎理事）
役員・代議員等選任規則の変更作業中．
10.将来計画委員会（⾥⾒理事）
特段の報告事項なし．
11.財務委員会（⽥中副会⻑）
9⽉3⽇に本年度第1回委員会を開催．
財務委員⻑がリーダーシップをとって，適切な財務処理を⾏うことを再確認．
12.倫理委員会（宮野理事）
「宗教的輸⾎拒否者に関する合同委員会」主催の公開シンポジウムが開催．
声明への合意は未定．
13.情報委員会（名川理事）
第107回定期学術集会の講演の動画を配信（会員専⽤）．
14.医療安全管理委員会（事務局）

関連学会に医療安全管理体制の協⼒と，都道府県医療安全管理委員，地域安全管理責任者の推薦を依頼．
15.広報委員会（近藤理事）
マスコミを介して外科医の現状をアピール．
ホームページとメールマガジンの広告は各2社を掲載中．
市⺠講座の改⾰案を具体的に再検討．
16.総務委員会（⽥中副会⻑）
医療安全問題専⾨の顧問弁護⼠について継続審議．
17.臨床研究推進委員会（前原理事）
1）スタディの準備︓
データセンターを⾚澤宏平臨床統計顧問（新潟⼤学）の許に設置．
厚⽣労働科学研究費補助⾦の担当官と意⾒交換．
2）第6回臨床研究セミナー︓
⽇程︔平成20年5⽉16⽇（⾦） 場所︔ホテルニュー⻑崎（⻑崎市） 世話⼈︔兼松会⻑
18.外科医の労働環境改善のための委員会（⽥林理事）
8⽉23⽇に本年度第2回委員会を開催．
参議院議員の古川俊治正会員（慶應義塾⼤学）と意⾒交換．
勤務医の発⾔⼒を⾼めることについて，具体的な検討に着⼿．
19.学術委員会（宮野理事）
特段の報告事項なし．
20.⼥性外科医⽀援委員会（寺本理事）
9⽉4⽇に第2回委員会を開催．
10〜11⽉にアンケート実施予定（集計業者を選定中）．
21.理事⻑制導⼊準備委員会（宮崎理事）
特段の報告事項なし．
22.外科関連学会協議会（⽥林理事）
1）標榜診療科の⾒直し︓
8⽉20⽇に厚⽣労働省案の撤回が報道．
9⽉21⽇の医道審議会診療科名標榜部会の開催前に，兼松会⻑が厚⽣労働省の担当官と意⾒交換の予
定．
2）医療分業化促進に関するアンケートの集計結果を分析中．
3）「症例報告を含む医学論⽂及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」「患者の
病理検体（⽣検・細胞診・⼿術標本）の取扱い指針」に，⽇本肺癌学会が賛同．
23.中間法⼈⽇本専⾨医認定制機構（⾥⾒理事）
専⾨医の区分案の変更を提⽰．
24.外科関連専⾨医制度委員会（兼松会⻑）
特段の報告事項なし．
25.⽇本医学会評議員会（兼松会⻑）
特段の報告事項なし．
25-1．⽇本医学会臨床部会（事務局）
8⽉24⽇に第1回会議運営委員会が開催．
26.移植関係学会合同委員会（兼松会⻑）
特段の報告事項なし．
27.臓器移植関連学会協議会（⾥⾒理事）
9⽉1⽇に第9回協議会が開催．
28.（財）⽇本医療機能評価機構（宮野理事）
26病院が新規認定．
第7号議案 その他
1. 新⼊会申込者承認の件︓
疑義の申込者は兼松会⻑が次回までに対応．
それ以外は正会員とすることを承認．
2. 第108回定期学術集会の件︓
計3,297題の応募演題を受付．
3. 第109回定期学術集会のアンケートの件︓
開催予定・会期︔平成21年4⽉2⽇（⽊）〜4⽇（⼟）会場︔福岡国際会議場他（福岡市）
特別講演やシンポジウムなどのテーマを会員から募集．
4. 公益法⼈制度改⾰の件︓
兼松会⻑が内閣府の担当官と⾯談．
規制改⾰担当⼤⾂と内閣府公益認定等委員会に，公益法⼈制度改⾰の要望書の提出を承認．
5. 被災地区在住会員の会費免除の件︓
能登半島沖地震と新潟県中越沖地震被災地区在住会員の会費免除を承認（平成20〜21年度分）．
6. ⼿術時のビデオ撮影実施についての要望書の件︓
反対の⽅向性を再確認．

7. ⽇本がん治療認定医機構の件
8⽉28⽇に第1回関連学会連絡委員会が開催．
外科専⾨医はがん治療認定医の暫定取得の対象外．
8. 職員の不⼿際の件︓
不⼿際について事務局⻑と当該職員が謝罪．
再発防⽌策の提⽰を指⽰．
9. 次回（第4回）開催予定︓
平成19年11⽉27⽇（⽕）12:00〜16:00
場所︓⽇本外科学会事務所会議室
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