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理事会ニュース（27年度―5）
⽇ 時
場 所
出席者

⽋席者
陪席者

議

題

第1号議案

︓平成27年9⽉24⽇（⽊）12︓00〜16︓40
︓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，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，
松居喜郎，松原久裕，森 正樹，渡邉聡明
監 事
︔⽥中雅夫，宮崎 勝
︓理 事
︔古森公浩，⽥⼝智章，前⽥耕太郎
監 事
︔⾥⾒ 進
︓会 頭
︔澤 芳樹
次期会頭
︔桑野博⾏
代議員
︔⽮永勝彦
幹 事
︔⻑⾕川潔，阪本良弘，和⽥則仁，北郷 実，上野⾼義，吉川泰司，
茂⽊ 晃，藤井孝明
アドバイザー ︔⾼⽥和男
︓第1号議案
学会認定・臨床輸⾎看護師制度協議会報告の件
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
本年度指導医選定／更新選定の件
第4号議案
各種委員会中間報告の件
第5号議案
⼊会および休会ならびに復会に関する件
第6号議案
その他
学会認定・臨床輸⾎看護師制度協議会報告の件（⽮永代議員）

活動内容を確認の上，引き続き協⼒する⽅針を決議（代表委員は引き続き⽮永代議員）．
第2号議案

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︓⾦⼦理事）

9⽉9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︔1,118名（うち26名は受験の意思なしと判断）
受験者︔1,084名（8⽉23⽇，於・神⼾ポートピアホテル）
合格者︔879名（合格率81.1％）→決議
2．認定試験（⾯接試験）︓
本年度の試験委員（⾯接官）の委嘱を決議（11⽉1⽇実施）．
3．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28（2016）年8⽉28⽇（⽇）実施
認定試験︔平成28（2016）年11⽉6⽇（⽇）実施
第3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1⽇に本年度第1回委員会を開催．
1．指導医（新規）︓
申請者︔438名（うち7名は審査を受ける意志なしと判断）
可
︔429名 →決議
2．指導医（更新）︓

本年度対象者︔1,154名
申請者︔969名（うち6名は審査を受ける意志なしと判断）
可
︔959名 →決議
3．指導医（再選定）︓
本年度対象者︔630名
申請者︔71名
可
︔71名 →決議
4．指定施設／関連施設指定︓
書類審査中．

第4号議案

各種委員会中間報告の件

1． 専⾨医制度委員会／⽇本専⾨医機構（理事会）（北川副理事⻑）
1）外科専⾨研修プログラム︓
整備基準，申請書（修正版），モデル研修プログラムをホームページに公開済み．
基幹施設数の⾒込みを事前に把握するためのアンケート調査の実施を決議．
2）システム開発︓
NCDの協⼒の下，研修プログラム管理のためのシステム開発に着⼿する旨を決議．
3）現⾏制度との整合性︓
現⾏制度の指導医資格の存続を決議．
現⾏制度の指定／関連施設を，新制度の基幹／連携施設に集約する旨を継続審議中．
新制度では⾯接試験を廃する⽅針を決議．
4）新制度の認定料︓
新制度になっても専攻医の負担額は増やさない⽅針を決議．
5）新制度の更新基準︓
平成29（2017）年度から，⽇本専⾨医機構認定の専⾨医に移⾏する⽅針を決議．
新制度でも外科系サブスペシャルティ専⾨医を更新すれば，外科専⾨医を⾃動的に更新できる仕組みを
堅持．
認定登録医はあくまでも本会内の資格として堅持．
6）講習受講︓
原則としてe-learningによる対応の⽅針を決議．
7）業務委託契約︓
本会と⽇本専⾨医機構の業務委託契約について継続審議中．
2． ⽇本専⾨医機構（財務委員会）（國⼟理事⻑）
当⾯の運営資⾦の調達⽅法について検討中．
3-1．第116回定期学術集会（澤会頭）
約3,800題の応募演題を査読中．
3-2．第117回定期学術集会（桑野次期会頭）
サテライト会場の設置について総務委員会に諮問中．
4． 医療安全管理委員会／⽇本医療安全調査機構（松原理事）
8⽉17⽇付で⽇本医療安全調査機構が「医療事故調査・⽀援センター」として指定（本会は医療事故調査
⽀援団体）．
5． 保険診療委員会（瀬⼾理事）
平成28年度改定に向けて，8⽉17⽇に厚⽣労働省による医療技術評価ヒアリングを実施．
5-1．外保連（瀬⼾理事）
1）記者懇談会︓
7⽉28⽇に「⽇本の医療技術が如何に優れているかについて」のテーマで開催．
2）三保連合同シンポジウム︓
9⽉17⽇に「28年度診療報酬改定に期待するもの-三保連の連携と重点的な要求の⼯夫-」というテーマ
で開催．
3）⼿術試案における医療技術の新しい評価軸︓
今後は5つの評価軸を新たに組み込む⽅針．
6． 外科医労働環境改善委員会／外科関連学会協議会（富永理事）
8⽉28⽇に本年度第1回合同委員会を開催．
1）⼿術・処置の休⽇・時間外・深夜加算に関する緊急アンケート︓
集計結果を受け，施設認定条件緩和を求める要望書を厚⽣労働省に提出する旨を決議．
2）特定⾏為に係る看護師の研修制度︓
⽇本⿇酔科学会と定期的に懇談するための委員会の新設を決議．
3）症例報告を含む医学論⽂およ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︓
「ヒトゲノム・遺伝⼦解析研究に関する倫理指針」の改正に併せて⽂⾔を変更済み．
7． 臨床研究推進委員会（藤原理事）
9⽉8⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）本年度（第3回）「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）臨床研究セミナー︓

第16回（春季）のプログラムを決定．
⽇程︔平成28年4⽉16⽇（⼟） 場所︔⼤阪市 世話⼈︔澤会頭
3）外科研究の利益相反に関する指針︓
改定作業中．
4）NCDデータを活⽤した臨床研究助成︓
⽇本消化器外科学会の「2015年度NCDデータを利⽤した消化器外科領域新規研究課題の公募」に1課題
が追加採択（もう1課題は採択済み）．
5）アンケート結果の⼆次利⽤などについてのルール︓
継続審議中．
7-1．利益相反委員会（藤原理事）
9⽉8⽇に本年度第2回委員会を開催．
「役員等の利益相反⾃⼰申告書」の未提出者に対して督促中．
8． NCD連絡委員会（森理事）
7⽉24⽇にNCDで運営委員会を開催．
1）横断型プロジェクト︓
本会が調整や連絡業務を担当予定．
2）データ提供︓
新専⾨医制度で必要なデータは提供可能である⽅針を確認．
3）施設会費︓
会費納⼊済みの施設に「NCD施設会員登録証」が送付される予定．
9． CSTガイドライン委員会（近藤理事）
7⽉13⽇に本年度第1回，9⽉14⽇に第2回委員会を開催．
1）実施報告書類の審議︓
計8⼤学分を審査．
2）⽇本⽿科学会の「遺体を⽤いた側頭⾻解剖実習の基準（案）」︓
「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」の順守を要望済み．
⽿⿐科および⻭科領域からも委員を選出する旨を決議．
3）医療機器業公正取引協議会の「医療担当者に対するトレーニングの提供に関する基準」︓
内容に問題がない旨を確認．
10-1．邦⽂誌編集委員会（現邦⽂誌）（國⼟理事⻑）
特段の報告事項なし．
10-2．邦⽂誌編集委員会（新邦⽂誌）（⾦⼦理事）
来年1⽉のリニューアルに向けて編集作業中．
11．英⽂誌編集委員会（⼟岐理事）
9⽉8⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）編集状況︓
本年投稿数︔480編（8⽉半ば時点） 採択率︔24.0％
2）ImpactFactor︓
2014年のImpactFactorは1.526（前年⽐0.318↑）．
12．CaseReport誌編集委員会（⾺場理事）
7⽉30⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）編集状況
本年投稿数︔254編（うち半数が⽇本︔7⽉半ば時点） 採択率︔23.3％
年間掲載契約数の増加を決議．
2）PubMedCentral︓
収載済み．
3）ArticleProcessingCharge（APC）︓
来年（2016年）から，⾮会員には掲載時に1,250EUR（約15万円）を請求する旨を決議．
13．教育委員会（岩瀬理事）
1）代議員からの依頼︓
外科教育研究に関するプロジェクトに共同で取り組むことの可否を審議中．
2）卒後教育セミナー︓
第90回のプログラムを決議．
⽇程︔平成28年11⽉26⽇（⼟） 場所︔東京都 世話⼈︔⾦⼦弘真委員（第78回⽇本臨床外科学会総
会会⻑） テーマ︔「ガイドラインと外科」
3）講演記録の執筆要項︓
教育セミナーの講演記録を雑誌に掲載するにあたっての要項の変更を邦⽂誌編集委員会に要望．
14．学術委員会（坂井理事）
1）「⽇本医師会医学賞」および「同医学研究奨励賞」受賞︓
医学賞を笹⼦三津留代議員（兵庫医科⼤学），研究奨励賞を⾺場祥史正会員（熊本⼤学）が受賞．
2）上原賞（研究業績褒章）受賞候補者の推薦︓
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）．
15．医学⽤語委員会（藤原理事）
特段の報告事項なし．
16．国際委員会（渡邉理事）

1）RoyalCollegeofSurgeons︓
平成28年5⽉10⽇（⽕）にジョイントミーティングを開催予定（場所︔伊藤国際学術研究センター）．
2）ドイツ外科学会出席旅費給付者︓
三吉範克正会員（⼤阪府⽴成⼈病センター）の選考を決議．
17．倫理委員会（仁尾理事）
特段の報告事項なし．
18．男⼥共同参画委員会（前⽥理事）
⽇本医学会分科会対象の⼥性医師⽀援の現況に関するアンケート結果を解析中（回答率100％）．
19．定款委員会（松居理事）
特段の報告事項なし．
20．情報・広報委員会（國⼟理事⻑）
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．財務委員会（渡邉理事）
来年度の収⽀予算原案の作成に着⼿．
24．選挙管理・選挙制度検討委員会（事務局）
次期代議員選挙に向けてスケジュールどおりに実施中．
各選挙区の代議員の定数は，例年どおりに算出する⽅針を決議．
25．⽇本医学会／⽇本医学会連合（國⼟理事⻑）
特段の報告事項なし．
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（近藤理事）
9⽉13⽇に第22回協議会が開催．
28．⽇本医療機能評価機構（渡邉理事）
「医療事故調査・⽀援センター」の医療事故調査⽀援団体として指定済み．
29．禁煙推進学術ネットワーク（渡邉理事）
次回会合から活動に参加予定．
第5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．
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6号議案

その他

1．医師臨床研修制度の到達⽬標・評価の在り⽅に関するWG︓
8⽉19⽇に厚⽣労働省で開催（國⼟理事⻑が参加）．
医師臨床研修制度に対応する委員会の新設について継続審議．
2．外科領域における基礎的輸液の必要性に関する意⾒書提出︓
再び厚⽣労働省に提出する旨を決議．
3．次回（第6回）開催予定︓
平成27年11⽉24⽇（⽕）12︓00〜16︓00
場所︓⽇本外科学会事務所会議室

トップページ ｜ お問い合わせ ｜ サイトマップ ｜ English ｜ 推奨環境
Copyright ©2021 Japan Surgical Society All Rights Reserved.

