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理事会ニュース（24年度-8）
理事会ニュース（24年度-8）
⽇ 時
場 所
出席者

︓ 平成25年1⽉15⽇（⽕）12︓00〜15︓50
︓ ⽇本外科学会事務所会議室
︓ 理事⻑
︔ 國⼟典宏
副理事⻑
︔ 澤 芳樹
理 事
︔ 池⽥ 正，北川雄光，桑野博⾏，後藤満⼀，古森公浩，近藤 丘，
杉原健⼀，瀬⼾泰之，⼟岐祐⼀郎，富永隆治，梛野正⼈，仁尾正記，
平⽥公⼀，前⽥耕太郎，松居喜郎，松原久裕
監 事
︔ ⽥中雅夫
︓理 事
︔ 岩中 督
監 事
︔ ⾥⾒ 進，宮崎 勝
︓会 頭
︔ 前原喜彦
幹 事
︔ 菅原寧彦，⻑⾕川潔，上野⾼義，吉川泰司，吉住朋晴，⾼折恭⼀，
海道利実，波多野悦朗
︓ 第1号議案
次年度役員等選任の件
第2号議案
次年度収⽀予算（案）の件
第3号議案
次年度事業計画（案）の件
第4号議案
名誉会⻑，名誉会員および特別会員推戴の件
第5号議案
新⼊会申込者の件
第6号議案
その他

⽋席者
陪席者
議 題

第1号議案

次年度役員等選任の件

次々期会頭と理事（補⽋）の選挙を公⽰中（⽴候補届出〆切︔2⽉8⽇17時）．
第2号議案

次年度収⽀予算（案）の件（財務委員会報告︓澤副理事⻑）

1⽉9⽇に本年度第1回委員会を開催．
平成25年度予算を決議 →2⽉1⽇付で執⾏
第3号議案

次年度事業計画（案）の件

平成25年度事業計画を決議 →2⽉1⽇付で執⾏
1． 医療安全管理委員会（松原理事）
1）医療事故に係る調査を⾏う第三者機関のあり⽅︓
本会案を厚⽣労働省に提出する旨を決議．
2）厚⽣労働省「医療事故に係る調査の仕組み等のあり⽅に関する検討部会」︓
12⽉14⽇に第9回検討部会を開催．
1―1．⽇本医療安全調査機構（國⼟理事⻑）
厚⽣労働省に「診療⾏為に関連した死亡の調査分析事業のあり⽅」を提⾔．
2． 英⽂誌編集委員会（澤副理事⻑）
1⽉9⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）平成24年投稿状況︓
総投稿数︔1,525編（前年⽐280編増）
採択率︔20.3%（前年⽐4.8%減）
2）Impact Factor︓
平成23年予測値︔0.873（前年⽐↓0.351︔増⾴に伴い下降）
3）本年度研究奨励賞︓
5名の授賞者を決議．
来年度からの選考基準の変更を決議．
4）Case Report誌︓
継続審議中．

3． 邦⽂誌編集委員会（古森理事/國⼟理事⻑）
1⽉9⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）編集状況︓
第115巻第2号までの特集企画を決定済み．
2）ホームページ掲載依頼︓
情報・広報委員会に申し送り．
3）転載許諾︓
名古屋⼤学付属図書館への許諾を決議．
4）邦⽂誌の在り⽅アンケート︓
実施中（2⽉8⽇17時〆切）
4． 外科医労働環境改善委員会（富永理事）
1⽉10⽇に本年度第3回委員会を開催．
1）外科医の労働環境に関するアンケート︓
回答結果を分析中．
2）本年度診療報酬改定結果に対する外科医処遇に関するアンケート︓
回答結果を分析中．
外保連へのデータ提供を決議．
5． NCD連絡委員会（後藤理事）
1⽉11⽇にNCDの運営委員会・専⾨医制度委員会合同会議を開催．
1）NCDの新規団体加⼊︓
外科系以外の学会の加盟を検討中．
2）アニュアルレポート︓
解析結果を最終確認中．
3）⾷道外科専⾨医申請とNCD登録の擦り合わせ︓
外科専⾨医制度の原則に抵触しないような配慮を注⽂．
6． 専⾨医制度委員会（梛野理事）
特段の報告事項なし．
7． 外科関連専⾨医制度委員会（梛野理事）
1⽉11⽇に第51回総会を開催．
1）⾷道外科専⾨医など︓
現時点では，⾷道外科専⾨医を外科専⾨医のサブスペシャルティとして認めない旨を決議（ただし，⽇本⾷道
学会は外科関連専⾨医制度委員会に加盟）．
臨床遺伝専⾨医と集中治療専⾨医も，現時点では外科専⾨医のサブスペシャルティとして認めない旨を決議．
2）合意事項の⾒直し︓
外科専⾨医更新の猶予規定の廃⽌を決議．
3）厚⽣労働省「専⾨医の在り⽅に関する検討会」の件
最終答申に対するパブリックコメント募集後に対応予定．
8． 専⾨医認定委員会（梛野理事）
特段の報告事項なし．
9． 指定施設指定委員会/指導医選定委員会（後藤理事）
海外の施設を修練施設とすることの是⾮を将来計画委員会に諮問．
10．⽇本専⾨医制評価・認定機構（國⼟理事⻑）
1）平成23年度実施分研修施設訪問調査報告書︓
訪問調査の結果報告書を各対象施設に送付済み．
2）「専⾨医制度における研修プログラム（研修施設）整備指針（案）」︓
内容を確認中．
11．医学⽤語委員会（北川理事）
「外科学⽤語集」のコメント募集システムを作成中．
12．教育委員会（⼟岐理事）
12⽉1⽇に本年度第2回委員会を開催した．
1）卒後教育セミナー︓
第84回の概要を決定．
⽇程︔平成25年11⽉ 場所︔名古屋市 世話⼈︔前⽥耕太郎⽇本臨床外科学会総会会⻑
テーマ︔「ロボット⽀援⼿術からみた⼿術技術の向上（案）」
2）⽣涯教育セミナー︓
第21回テーマ︔「外科的な救急疾患」
3）地区委員⻑の交代︓
北海道地区の武冨紹信委員（北海道⼤学），九州地区の⾺場秀夫委員（熊本⼤学）への交代を決議．
4）病院間医師交流による若⼿外科医師の教育プロジェクト︓
2名が修了，1名が修練中．
5）ビデオライブラリー︓
従来どおり収蔵予定．
6）ATOM（Advanced Trauma Operative Management）コース︓
ATOMコースは本会の事業ではない旨を確認．
13．総務委員会（平⽥理事）

1）来年度の事務局職員の俸給︓
予算額を計上済み．
2）事務局の体制︓
来年度中の職員1名の増員を決議．
3）事務局職員の就業規則類の修正︓
顧問社会保険労務⼠の指導を受けて，修正内容を決議．
4）会員の復会および休会規定︓
⾻⼦を決議 →定款委員会に申し送り
14．将来計画委員会（近藤理事）
11⽉28⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）理事⻑諮問事項を答申済み．
2）邦⽂誌/英⽂誌の在り⽅について提⾔済み．
3）⼥性外科医⽀援委員会からの諮問︓
学術委員会に申し送り．
4）その他︓
内閣府公益認定等委員会の指導を受けて，社員総会の書⾯表決または委任表決を認める旨を決議
→定款委員会に申し送り
15．保険診療委員会（瀬⼾理事）
12⽉17⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）平成26年診療報酬改定︓
本会の改正要望項⽬と，外保連向けの要望項⽬を決定．
2）「薬理作⽤に基づく医薬品の適応外使⽤事例」の募集︓
会員への周知を決議．
3）外科領域における基礎的輸液の必要性︓
要望書の再提出を検討中．
15―1．外保連（瀬⼾理事）
1）⼿術試案の精緻化に向けた⼿術の実態調査︓
回答結果を解析中．
2）三保連合同シンポジウム︓
2⽉13⽇に開催予定（総合テーマ︔三保連共通の技術提案とDPC）．
16．臨床研究推進委員会（桑野理事）
1）来年度厚⽣労働科学研究費補助⾦︓
研究テーマ「肥満が外科⼿術に及ぼす影響」の申請を取下げ．
2）本会独⾃の研究補助案︓
継続審議中．
16―1．利益相反委員会（桑野理事）
「外科臨床研究の利益相反に関する指針」の違反者の措置に関する規則の叩き台を作成中．
17．ガイドライン検討委員会（近藤理事）
「臨床医学の教育及び研究における死体解剖ガイドライン」を周知中．
ホームページに「遺体による⼿術⼿技研修等の実施報告書」と「経理報告書」のフォーマットを掲載．
18．学術委員会（杉原理事）
特段の報告事項なし．
19．国際委員会（前原会頭）
特段の報告事項なし．
20．倫理委員会（仁尾理事）
NCDの倫理審査について「承認」と回答．
21．⼥性外科医⽀援委員会（前⽥理事）
⼥性医師継続就労のためのアンケート調査内容を準備中．
22．情報・広報委員会（池⽥理事）
ホームページのリニューアル作業中．
Webアンケートシステムを開発中．
23．定款委員会（松居理事）
定款および同施⾏細則の変更作業に着⼿．
24．選挙管理・選挙制度検討委員会（桑野理事）
特段の報告事項なし．
25．外科関連学会協議会（國⼟理事⻑）
特段の報告事項なし．
26．⽇本医学会（國⼟理事⻑）
特段の報告事項なし．
27．移植関係学会合同委員会（國⼟理事⻑）
特段の報告事項なし．
28．臓器移植関連学会協議会（國⼟理事⻑）
特段の報告事項なし．

29．⽇本医療機能評価機構（杉原理事）
12⽉20⽇に本年度第9回評価委員会を開催．
第4号議案

名誉会⻑，名誉会員および特別会員推戴の件

外国⼈名誉会員1名の推戴を決議済み．
第5号議案

新⼊会申込者の件

申請者全員を正会員とすることを決議．
第6号議案

その他

1． 第113回定期学術集会（前原会頭）︓
1）市⺠講座︓
4⽉14⽇（⽇）に開催予定（テーマ︔進化する外科治療）．
2）前原賞争奪医局対抗クイズ⼤会︓
97チーム参加予定．
2． ⽇本消化器外科学会との意⾒交換（國⼟理事⻑）︓
11⽉20⽇に開催し，「医療安全」「専⾨医制度」「NCD」「学術集会の運営」をテーマに意⾒交換．
3． 外科系ロボット⼿術連絡協議会（仮称）（瀬⼾理事）︓
保険診療委員会と⽇本内視鏡外科学会が協議する旨を決議．
4． 次回（平成25年度第1回）開催予定︓
平成25年3⽉19⽇（⽕）12︓00〜16︓00
場所︓⽇本外科学会事務所会議室
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