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理事会ニュース（26年度―6）
⽇ 時
場 所
出席者

⽋席者
陪席者

議

題

第1号議案

︓平成26年9⽉16⽇（⽕）12︓00〜16︓00
︓⽇本外科学会事務所会議室
︓理事⻑
︔國⼟典宏
副理事⻑
︔北川雄光
理 事
︔岩瀬弘敬，⾦⼦公⼀，桑野博⾏，古森公浩，近藤 丘，坂井義治，瀬⼾泰
之，
⼟岐祐⼀郎，富永隆治，仁尾正記，⾺場秀夫，平⽥公⼀，藤原俊義，
前⽥耕太郎，松居喜郎，松原久裕，森 正樹，渡邉聡明
監 事
︔⽥中雅夫，宮崎 勝
︓監 事
︔⾥⾒ 進
︓会 頭
︔梛野正⼈
次期会頭
︔澤 芳樹
幹 事
︔菅原寧彦，⻑⾕川潔，和⽥則仁，北郷 実，江畑智希，横⼭幸浩，
上野⾼義，吉川泰司
︓第1号議案
本年度外科専⾨医予備試験合否判定の件
第2号議案
本年度指導医選定/更新選定の件
第3号議案
各種委員会中間報告の件
第4号議案
⼊会および休会ならびに復会の件
第5号議案
その他
本年度外科専⾨医予備試験合否判定の件（専⾨医認定委員会/予備試験委員会報告︓古森理事）

9⽉10⽇に第2回委員会を開催．
1．予備試験（筆記試験）の判定︓
申請者︔1,192名（うち22名は受験の意思なしと判断）
受験者︔1,156名（8⽉24⽇，於・神⼾ポートピアホテル）
合格者︔949名（合格率82.1％）→決議
2．来年度の試験会場︓
委員⻑⼀任による選定を決議．
予備試験︔平成27（2015）年8⽉23⽇（⽇）実施
認定試験︔平成27（2015）年11⽉1⽇（⽇）実施
3．過去問題集の発⾏︓
予備試験の過去問題集の書籍化を決議．
第2号議案

本年度指導医選定/更新選定の件（指定施設指定委員会/指導医選定委員会報告︓松居理事）

9⽉3⽇に本年度第1回委員会を開催．
1．指導医（新規）︓
申請者︔357名（うち6名は審査を受ける意思なしと判断）
可 ︔344名→決議
2．指導医（更新）︓
本年度対象者︔1,693名
申請者︔1,289名（うち45名は審査を受ける意思なしと判断）
可 ︔1,238名→決議
3．指導医（再選定）︓
本年度対象者︔481名
申請者︔44名
可 ︔42名→決議
4．指導医申請におけるNCD連携︓

来年度から前倒しでNCDデータを利活⽤できるように予算計上する旨を決議．
5．指定施設/関連施設指定︓
書類審査中．
6．関連施設の特例指定︓
今後は必要条件を充たしていれば，随時，関連施設の申請を受け付ける旨を決議（→外科専⾨医制度規則
を変更）．
第3号議案

各種委員会中間報告の件

1―1．第115回定期学術集会（梛野会頭）
来年度から抄録集を冊⼦体として印刷しない旨を決議．
1―2．第117回定期学術集会（桑野理事／次々期会頭）
開催予定を定時社員総会に提案する旨を決議．
平成29（2017）年4⽉27⽇（⽊）〜29⽇（⼟）於・横浜市内
2． 専⾨医制度委員会/⽇本専⾨医機構（北川副理事⻑）
7⽉23⽇に本年度第1回，9⽉12⽇に第2回専⾨医制度委員会を開催．
1）外科専⾨医研修プログラム整備基準（案）︓
代議員のパブリックコメントなどを基に内容を整備中．
2）⽇本専⾨医機構内の委員会︓
外科領域の委員⻑選任を決議．
専⾨医委員会→北川副理事⻑
研修委員会→森理事
3）⽇本専⾨医機構の進捗︓
⽇本専⾨医機構に各学会との業務委託契約の締結を求める旨を決議．
「専⾨医の認定・更新に関するアンケート」には北川副理事⻑が代表して回答．
3． 医療安全調査委員会（松原理事）
8⽉7⽇に本年度第1回委員会を開催．
「千葉県がんセンター腹腔鏡下⼿術の評価に係る委員会」について意⾒交換を実施．
3―1．⽇本医療安全調査機構（松原理事）
近々に公益法⼈化の予定．
3―2．「診療⾏為に関連した死亡の調査の⼿法に関する研究」研究班会議（松原理事）
厚⽣労働省内に，研究班とは別の検討会が設置される⾒込み．
3―3．千葉県がんセンター腹腔鏡下⼿術の評価に係る委員会（渡邉理事）
個々の事例を検証中．
4． 臨床研究推進委員会（桑野理事）
9⽉2⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）本年度「臨床研究助成」および「若⼿外科医のための臨床研究助成」︓
授賞者を決議（臨床研究助成×1名，若⼿外科医のための臨床研究助成×5名）
2）NCDデータを活⽤した臨床研究助成︓
NCDデータを包括的に利活⽤できる枠組みについて検討中（→NCD連絡委員会）．
本会主導の臨床研究として「NCDデータを⽤いた外科⼿術短期成績における⾼年齢の影響に関する研
究」を採択．
3）臨床研究セミナー（秋季）︓
⽇本臨床外科学会と共催に伴う覚書を締結済み．
4）臨床研究セミナー（春季）︓
第14回のプログラムを決議．
⽇程︔平成27年4⽉18⽇（⼟）場所︔名古屋市 世話⼈︔梛野会頭
4―1．利益相反委員会（桑野理事）
9⽉2⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）役員等の利益相反⾃⼰申告書︓
未提出者に対して督促中．
2）「外科研究の利益相反に関する指針」︓
総務委員会も利益相反⾃⼰申告書提出対象とする旨を決議．
英語名称が未定であった委員会の英語訳を決議．
5． NCD連絡委員会（森理事）
9⽉12⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）NCDの活動報告︓
8⽉7⽇にNCD理事会/定時社員総会を開催し，以下の事項を決定．
・本年度の予算額の修正．
・定款および同施⾏細則の変更．
・⽇本脳神経外科学会の⼊社．
・代表理事の交代．
・来年度からの施設会費の徴収．
・NCD事務局の独⽴化．
2）NCD参加施設の費⽤負担︓
施設会費徴収のためのリーフレットの⽂案に同意する旨を決議．

3）NCDデータを活⽤した臨床研究助成︓
NCDデータを活⽤した臨床研究についての情報交換を定期的に⾏う提案を決議．
6―1．邦⽂誌編集委員会（現邦⽂誌︔古森理事）
特段の報告事項なし．
6―2．邦⽂誌編集委員会（新邦⽂誌︔⾦⼦理事）
特段の報告事項なし．
7． 英⽂誌編集委員会（⼟岐理事）
7⽉22⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）編集状況︓
本年投稿数︔656編（7⽉半ば時点）採択率︔16.1％
9⽉でCase Reportの投稿受付を終了済み．
2）Impact Factor︓
平成25（2013）年︔1.208（前年⽐0.245↑）
3）会員のメールアドレス提供︓
Springer社のTable of Contents配信のため，オプトアウト⽅式で了解を得た上で，会員のメールアド
レスを提供する⽅針を決議．
4）Instruction to Authorsの改定︓
細部を改定．
5）査読依頼︓
今後はEditor-in ChiefとAssociate Editorの連名で依頼．
8． Case Report誌編集委員会（⾺場理事）
8⽉18⽇から投稿受付を開始済み．
⽇本消化器外科学会にSurgical Case Reportsを業績単位に追加要望する旨を決議．
9． 外科医労働環境改善委員会（富永理事）
9⽉3⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）医師看護師の中間職種法制化︓
平成27年10⽉の法律施⾏に向けて，当該審議会で具体的事項を検討中．
2）⼿術・処置の休⽇・時間外・深夜加算の⾒直し︓
東京⼤学病院の事例に倣い，算定要件を満たすためのポイントを周知する⽅針を決議（併せてアンケー
トも実施予定）．
10．CSTガイドライン委員会（近藤理事）
8⽉27⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）平成25年度実施報告書︓
計3⼤学分を審査．
2）「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン」の周知︓
⽇本医学会連合に協⼒依頼する⽅針を決議．
11．学術委員会（坂井理事）
1）朝⽇賞（⾃然科学）受賞候補者の推薦︓
1名を推薦済み．
2）上原賞（研究業績褒章）受賞候補の推薦︓
1名を推薦済み．
3）医科器械史研究賞受賞候補者の推薦︓
募集中（9/30〆切）．
4）定期学術集会のあり⽅︓
将来計画委員会からの答申を受けて検討を開始予定．
12．教育委員会（岩瀬理事）
特段の報告事項なし．
13．医学⽤語委員会（藤原理事）
明⽯定⼦正会員（昭和⼤学）の委員の追加委嘱を決議．
14．国際委員会（梛野会頭）
来年のAcademic Surgical Congress（ASC）には5演題を応募．
15．保険診療委員会（瀬⼾理事）
1）社会保障審議会統計分科会「疾病，障害及び死因分類専⾨委員会」︓
厚⽣労働省内の専⾨委員に明⽯定⼦正会員（昭和⼤学）の推薦を決議．
2）ICD-10の⼀部改正︓
⽇本医学会の依頼に対応済み．
15―1．外保連（瀬⼾理事）
1）医療技術の新しい評価軸検討ワーキンググループ︓
本会代表委員に和⽥幹事の委嘱を決議．
2）三保連シンポジウム︓
9⽉9⽇に第13回シンポジウムを開催．
3）記者懇談会︓
11⽉18⽇に開催予定．
16．倫理委員会（仁尾理事）
特段の報告事項なし．

17．男⼥共同参画委員会（前⽥理事）
1）全国外科医仕事と⽣活の質調査︓
アンケート結果を集計中．
2）会員の性別︓
全会員の性別データを確定するために本格的な調査を実施する⽅針を決議．
18．定款委員会（松居理事）
特段の報告事項なし．
19．財務委員会（渡邉理事）
特段の報告事項なし．
20．情報・広報委員会（藤原理事）
特段の報告事項なし．
21．総務委員会（平⽥理事）
特段の報告事項なし．
22．将来計画委員会（近藤理事）
特段の報告事項なし．
23．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．
24．外科関連学会協議会（富永理事）
特段の報告事項なし．
25．⽇本医学会/⽇本医学会連合（瀬⼾理事）
7⽉30⽇に⽇本医学会連合の総務委員会を開催．
26．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．
27．臓器移植関連学会協議会（上本前会頭）
6⽉22⽇に移植施設体制整備委員会を開催．
28．⽇本医療機能評価機構（渡邉理事）
特段の報告事項なし．
第4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．
⻭科医師の⼊会は認めない旨を決議．
休会申請者全員の休会を認める旨を決議．
復会申請者全員の復会を認める旨を決議．
第5号議案

その他

1． ⽇本医学教育学会との共同企画︓
⽇本医学教育学会の提案に対して回答済み．
2． 事務局移転︓
平成30（2018）年中の世界貿易センタービル解体予定に備えた情報収集を決議．
3． 次回（第7回）開催予定︓
平成26年11⽉25⽇（⽕）12︓00〜16︓00
場所︓⽇本外科学会事務所会議室
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