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理事会ニュース（27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27年11⽉24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，古森公浩，近藤 丘，坂井義治，瀬⼾泰之，
⽥⼝智章，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
︔澤 芳樹
次期会頭
︔桑野博⾏
幹 事
︔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
次年度役員等選任の件
第2号議案
次年度収⽀予算書（案）および事業計画書（案）の件
第3号議案
各種委員会中間報告の件
第4号議案
本年度外科専⾨医認定試験合否判定の件
第5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6号議案
本年度認定登録医更新の件
第7号議案
本年度外科専⾨医制度修練施設指定の件
第8号議案
⼊会および休会ならびに復会に関する件
第9号議案
その他
次期役員等選任の件

1．代議員選挙（選挙管理・選挙制度検討委員会報告︓⽥⼝理事）︓
次期代議員の⽴候補／推薦を受付中．
開票︔平成28年2⽉16⽇（⽕）
2．次々期会頭／理事／監事の⽴候補届出︓
届出期間を決議．
次々期会頭︓平成28年2⽉17⽇（⽔）〜29⽇（⽉︔午後5時必着）
理事／監事︓平成28年2⽉17⽇（⽔）〜3⽉7⽇（⽉︔午後5時必着）
第2号議案

次年度収⽀予算書（案）および事業計画書（案）の件（財務委員会報告︓渡邉理事）

11⽉4⽇に本年度第1回委員会を開催．
1．次年度収⽀予算（案）︓
内容を確認中．
2．次年度事業計画書（案）︓
内容を確認中．
3．マイナンバー制度︓
マイナンバー収集・管理作業を専⾨業者に委託する⽅針を決議．
4．資産運⽤︓
⽅針を決議．
第3号議案

各種委員会中間報告の件

1． 総務委員会（平⽥理事）

10⽉16⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）事務局体制の⾒直しを決議．
2）第116回定期学術集会からの諮問に対する答申を決議．
3）第117回定期学術集会からの諮問に対する答申を決議．
4）「定期学術集会運営マニュアル」の修正（追記）を決議．
5）マイナンバー収集・管理の専⾨業者の選定に協⼒．
2-1．第115回定期学術集会（國⼟理事⻑）
特別企画「メスの限界に挑戦した症例」の書籍化を決議．
2-2．第116回定期学術集会（澤会頭）
採⽤演題を決定．
合計採⽤数︔3,218題 採⽤率︔83.7％
2-3．第117回定期学術集会（桑野次期会頭）
近々にプログラム委員会を開催予定．
3． 学術委員会（坂井理事）
11⽉17⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）採⽤済み演題の取扱い︓
筆頭演者が発表できなくなった場合の対応⽅針を決議．
2）今後の定期学術集会の在り⽅︓
継続審議中．
3）「医科器械史研究賞」受賞候補者の推薦︓
1名を推薦済み．
4）「藤原賞」受賞候補者の推薦︓
募集中（12⽉31⽇〆切）．
4． 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）
1）地⽅中枢都市における外科医の教育・労働環境に関するアンケート調査︓
仙台市内の病院のみを対象として実施を決議．
2）⽇本⼼臓⾎管外科学会からの要望︓
平成22年度「外科医週間タイムスタディ調査」の結果データの提供を決議．
3）特定⾏為に係る看護師の研修制度︓
厚⽣労働省医政局看護課⻑の通達（平成27年10⽉1⽇付︔医政看発1001第1号）の内容を確認．
4）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︓
集計結果を踏まえた要望書を作成中．
5． 医療安全管理委員会（松原理事）
⽇本医療安全調査機構（医療事故調査・⽀援センター）の⽀援団体としての対応を検討中．
5-1．⽇本医療安全調査機構（國⼟理事⻑）
11⽉9⽇に本年度第3回理事会を開催．
1）医療事故報告受付状況はプレスリリース済み．
2）平成28年度分担⾦額を了承．
5-2．群⾺⼤学医学部附属病院医療事故調査委員会（國⼟理事⻑）
群⾺⼤学からの協⼒依頼の受諾を決議．
6． CaseReport誌編集委員会（⾺場理事）
1）編集状況
本年投稿数︔405編（11⽉半ば時点） 採択率︔25.9％
2）ArticleProcessingCharge（APC）︓
会員向けに⽀払の免除⼿続きをアナウンス済み．
7． 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︓︓
⽇本専⾨医機構の通達を受け，外科領域では12⽉半ばから募集開始する⽅針を決議（平成28年1⽉末〆
切予定）．
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結果を公開．
2）新制度の更新基準︓
⽇本専⾨医機構が外科領域講習の必須条件の変更を承認．
3）外傷の修練︓
専⾨医制度委員会の下部組織として，外傷⼩委員会の新設を決議．
外傷初期診療研修コースと外傷外科⼿術指南塾に援助を⾏う⽅針を決議．
8． ⽇本専⾨医機構（財務委員会）（國⼟理事⻑）
1）運転資⾦の借⼊︓
政策投資銀⾏から借⼊済み．
2）新制度の認定証︓
⽇本専⾨医機構が平成31年度までは認定証に学会名を連記する⽅針を決定．
9． NCD連絡委員会（森理事）
11⽉10⽇に本年度第1回委員会を開催．
1）NCDの施設会費︓
施設会員証の発⾏について，外科専⾨研修プログラム申請に伴う対応をNCD事務局と調整中．
2）NCDの新規⼊社︓

⽇本脳神経外科学会と⽇本病理学会が⼊社済み．
3）NCDデータを活⽤した複数領域横断型の臨床研究︓
本会内に「外科関連NCD臨床研究推進委員会（仮称）」を設置し，窓⼝を担う予定．
NCDで研究テーマの⼀覧を公開予定．
4）NCD術式の2016年版︓
専⾨医制度委員会がNCD新規追加術式と「外科専⾨医修練カリキュラム」の術式との紐付けを対応．
10．臨床研究推進委員会（藤原理事）
1）⽇本医療研究開発機構（AMED）の件
担当者と⾯談済み．
2）臨床研究セミナー︓
第15回臨床研究セミナー（11⽉28⽇開催）のタイムテーブルを修正．
3）NCDデータを活⽤した臨床研究助成︓
対応を検討中．
11-1．邦⽂誌編集委員会（現邦⽂誌）（古森理事）
編集作業を終了済み．
11-2．邦⽂誌編集委員会（新邦⽂誌）（⾦⼦理事）
10⽉6⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）編集状況︓
第118巻第1〜2号までの特集企画などを決定．
2）広告掲載依頼︓
医師募集広告は掲載しない⽅針を決議．
12．英⽂誌編集委員会（⼟岐理事）
1）編集状況︓
本年投稿数︔638編（11⽉半ば時点） 採択率︔26.4％
2）論⽂取下げ︓
対応済み．
13．教育委員会（岩瀬理事）
特段の報告事項なし．
14．保険診療委員会（瀬⼾理事）
北川副理事⻑が中医協の医療技術評価分科会の委員に選任．
15．男⼥共同参画委員会（前⽥理事）
10⽉16⽇に本年度第2回委員会を開催．
1）第116回定期学術集会の特別企画︓
特別企画の公募演題の採否を決定．
2）全国外科医仕事と⽣活の質調査︓
調査結果を報告．
3）第3回⼥性医師⽀援の現況のアンケート調査︓
結果を解析中．
4）⽇本外科学会雑誌の企画︓
今後の「理想の男⼥共同参画を⽬指して」の執筆者を決定．
16．CSTガイドライン委員会（近藤理事）
10⽉9⽇付で持ち回り委員会を開催．
1）実施報告書類の審議︓
1⼤学分を審査．
2）「遺体による⼿術⼿技研修等の実施報告書」の体裁変更︓
〔利益相反委員会委員会への申請の有無〕の項⽬を削除．
「『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』における利益相反マネジメントの解
説」をホームページに公開．
17．医学⽤語委員会（藤原理事）
特段の報告事項なし．
18．国際委員会（渡邉理事）
AmericanCollegeofSurgeons（ACS）の出席旅費給付者を募集中（2⽉29⽇〆切）．
19．倫理委員会（調査委員会）（仁尾理事）
⾏政処分の会員に対して，調査委員会の設置を決議．
20．情報・広報委員会（⽥⼝理事）
1件の後援依頼に対して詳細を確認中．
21．将来計画委員会（近藤理事）
特段の報告事項なし．
22．定款委員会（松居理事）
定款施⾏細則などの変更項⽬を確認中．
23．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．

24．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．
25．臓器移植関連学会協議会（近藤理事）
特段の報告事項なし．
26．⽇本医療機能評価機構（渡邉理事）
特段の報告事項なし．
27．禁煙推進学術ネットワーク（渡邉理事）
10⽉20⽇に第27回会議を開催．
年会費の納⼊を辞退する⽅針を決議．
第4号議案 本年度外科専⾨医認定試験合否判定の件
第5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6号議案 本年度認定登録医更新の件（予備試験委員会／専⾨医認定委員会報告︓古森理事）
11⽉11⽇に本年度第3回委員会を開催．
1．認定試験（⾯接試験）の判定︓
申請者︔957名（うち4名は受験の意思なしと判断）
受験者︔952名（11⽉1⽇，於・京王プラザホテル）
合格者︔952名 →決議
2．外科専⾨医更新審査の判定︓
対象者︔4,195名
申請者︔3,888名
判定結果を決議．
＜1＞通常の更新︔1,801名
＜2＞サブスペシャルティ専⾨医による期限延⻑︔923名
＜3＞サブスペシャルティ専⾨医による同時更新︔各サブスペシャルティの判定次第
＜4＞認定登録医の登録︔280名
3．外科専⾨医特例更新審査の判定︓
対象者︔410名
申請者︔114名
可 ︔（外科専⾨医）53名／（認定登録医）61名
4．外科専⾨医移⾏審査の判定︓

→決議

申請者︔103名
可 ︔103名 →決議
5．認定登録医更新審査の判定︓
対象者︔377名
申請者︔196名
可 ︔196名 →決議
6．外科専⾨医予備試験出題問題︓
不適切問題の発覚のため再審査を⾏った結果，2名の追加合格を決議．
第7号議案

本年度外科専⾨医制度修練施設指定の件（指定施設指定委員会︓松居理事）

11⽉11⽇付で持ち回り委員会を開催．
1．指定施設︓
申請︔140施設
可 ︔140施設 →決議（有効期間3年）
2．関連施設︓
申請︔841施設
可 ︔840施設 →決議（有効期間1年）
第8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9号議案

その他

1．腹腔鏡下肝切除に関する登録制度︓
⽇本肝胆膵外科学会と肝臓内視鏡外科研究会の登録制度の内容を確認．
2．次回（第7回）開催予定︓
平成28年1⽉28⽇（⽊）12︓00〜16︓00
場所︓⽇本外科学会事務所会議室
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