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理事会ニュース(28年度-7)
⽇ 時
場 所
出席者

⽋席者
陪席者

議

題

︓平成28年11⽉22⽇（⽕）12:00〜16:00
︓⽇本外科学会事務所会議室
︓理事⻑
︔渡邉聡明
副理事⻑
︔森 正樹
理 事
︔海野倫明，⼤⽊隆⽣，⾦⼦公⼀，北川雄光，⼩寺泰弘，坂井義治，
瀬⼾泰之，⽥⼝智章，伊達洋⾄，⼟岐祐⼀郎，中村清吾，仁尾正記，
⾺場秀夫，藤原俊義，松居喜郎，松原久裕，渡邊昌彦
監 事
︔梛野正⼈，前原喜彦
︓理 事
︔澤 芳樹
監 事
︔上本伸⼆
︓会 頭
︔桑野博⾏
次期会頭
︔國⼟典宏
幹 事
︔野澤宏彰，川合⼀茂，江⼝英利，⽔島恒和，茂⽊ 晃，藤井孝明
アドバイザー ︔⾼⽥和男
︓第1号議案
本年度外科専⾨医認定試験合否判定の件
第2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3号議案
本年度認定登録医更新の件
第4号議案
認定医から外科専⾨医／認定登録医移⾏の特別措置の件
第5号議案
本年度外科専⾨医制度修練施設指定の件
第6号議案
各種委員会中間報告の件
第7号議案
次年度収⽀予算書（案）および事業計画書（案）の件
第7号議案
次年度収⽀予算書（案）および事業計画書（案）の件
第8号議案
次年度役員等選任の件
第9号議案
⼊会および休会ならびに復会に関する件
第10号議案
その他

第1号議案 本年度外科専⾨医認定試験合否判定の件
第2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3号議案 本年度認定登録医更新の件
第4号議案 認定医から外科専⾨医／認定登録医移⾏の特別措置の件
（予備試験委員会／専⾨医認定委員会報告︓海野理事）
1．認定試験（⾯接試験）の判定︓
申請者︔916名（うち4名は受験の意思なしと判断）
受験者︔910名（11⽉6⽇，於・京王プラザホテル）
合格者︔909名 →決議
2．外科専⾨医更新審査の判定︓
対象者︔3,435名
申請者︔3,215名
判定結果を決議。
＜1＞通常の更新︔1,607名
＜2＞サブスペシャルティ専⾨医による期限延⻑︔672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︔174名
3．外科専⾨医特例更新審査の判定︓
対象者︔240名
申請者︔51名
可 ︔（外科専⾨医）20名／（認定登録医）31名
4．外科専⾨医移⾏審査の判定︓
申請者︔88名
可 ︔88名 →決議

→決議

5．認定登録医更新審査の判定︓
対象者︔148名
申請者︔106名
可 ︔106名 →決議
6．認定登録医特例更新審査の判定︓
対象者︔123名
申請者︔18名
可 ︔18名 →決議
7．認定医から外科専⾨医／認定登録医移⾏の特別措置の判定︓
対象者︔5,814名
申請者︔378名
可 ︔（外科専⾨医）115名／（認定登録医）262名
第5号議案

→決議

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）

1．指定施設指定の判定︓
申請︔127施設
可 ︔126施設 →決議（有効期間3年，1施設は関連施設として指定）
2．関連施設指定の判定︓
申請︔837施設
可 ︔836施設 →決議（有効期間1年）
第6号議案

各種委員会中間報告の件

1． 専⾨医制度委員会（北川理事）
1）今後の活動⽅針など︓
⽇本専⾨医機構の動向を伺いながら、当⾯の⽅針を決議。
2）NCD術式との連携︓
例年どおり、NCDの新規術式と「外科専⾨医修練カリキュラム」の術式との相互連携（紐付け）作業を
開始。
2． ⽇本専⾨医機構（渡邉理事⻑／國⼟次期会頭）
1）運営資⾦の貸付︓
⾦銭消費貸借契約書を締結の上、⽇本専⾨医機構に⼊⾦済み。
2）基本領域とサブスペシャルティ領域の在り⽅︓
⽇本専⾨医機構のスキームに従って、各サブスペシャルティ領域との枠組みの検討に着⼿する旨を決
議。
3）「専⾨医制度整備指針」の改定の件
⽇本専⾨医機構で改定作業中。
3-1．第117回定期学術集会（桑野会頭）
応募演題（約3,700題）を査読中。
3-2．第118回定期学術集会（國⼟次期会頭）
宿題報告の課題を決定。
4． 学術委員会（坂井理事）
特段の報告事項なし。
5． 総務委員会（仁尾理事）
1）International Surgical Training Program（ISTP）︓
Partner Institutionの登録・承認済み。
→会員に募集要項を公⽰（2⽉末〆切）。
2）American College of Surgeons（ACS）の出席旅費給付者︓
今回から応募条件に“申請および発表時に⽇本在住であること”を追加。
3）ドイツ外科学会とのTopic Conference︓
第117回定期学術集会中に実施予定（テーマ「Liver Metastasis」）。
6． CSTガイドライン委員会（伊達理事）
10⽉21⽇に本年度第2回委員会を開催。
1）実施報告書類の審議︓
計6⼤学分を審査。
2）委員会名称の変更︓
来年度から「CST推進委員会」への改称を決議。
3）厚⽣労働⾏政推進調査事業︓
第117回定期学術集会中にカダバートレーニングに関するワークショップとシンポジウムを開催予定。
7． 英⽂誌編集委員会（⼟岐理事）
9⽉27⽇に本年度第1回委員会を開催。
Best Reviewer Awardの創設を決議。
第117回定期学術集会に参加された外国⼈にReview Articleを執筆依頼する旨を決議。
8． Case Report誌編集委員会（⾺場理事）
⽉平均投稿数︔35編

採択率︔38.7％（10⽉末時点）

9． 邦⽂誌編集委員会（⾦⼦理事）

11⽉7⽇に本年度第2回委員会を開催。
1）編集状況︓
第119巻第1号までの特集企画などを決定。
2）投稿規定の改定︓
継続審議中。
3）オンラインジャーナルの公開範囲︓
継続審議中。
4）来年からの配本︓
配本希望者は約5,500名。
10．禁煙推進学術ネットワーク（⾦⼦理事）
⽇本禁煙推進医師⻭科医師連盟による禁煙治療・⽀援のためのeラーニング（J-STOP）の周知協⼒を決
議。
11．教育委員会（⼩寺理事）
11⽉15⽇に本年度第3回委員会を開催。
1）卒後教育セミナー︓
第91回のプログラムの追加を検討中。
⽇程︔平成29年4⽉29⽇（⼟） 場所︔パシフィコ横浜（横浜市） 世話⼈︔桑野会頭 テーマ︔「医
療安全」および「外科医のキャリアデザインと留学」
第92回のプログラムを決定。
⽇程︔平成29年11⽉中 場所︔東京都 世話⼈︔⾼⼭忠利委員（第79回⽇本臨床外科学会総会会⻑）
テーマ︔「低侵襲⼿術のpitfall」
2）外科専⾨医修練カリキュラム検討ワーキンググループ︓
アンケート調査の研究計画書を倫理委員会に提出済み（→倫理審査中）。
12．倫理委員会（仁尾理事）
11⽉9⽇に本年度第1回、11⽉16⽇付で持ち回り委員会を開催。
1）外科専⾨医修練カリキュラム検討ワーキンググループからの倫理審査申請︓
研究計画書を倫理審査中。
2）倫理審査の体制︓
継続審議中。
12-1．調査委員会（仁尾理事）
2名に学会活動停⽌処分を⾔渡。
13．NCD連絡委員会（森副理事⻑）
11⽉1⽇にNCDで運営委員会を開催。
1）⾃施設のデータダウンロード︓
「NCD⾃施設データ利⽤規約」などに基づき準備中。
2）AMED臨床研究案件︓
NCDで今後の対策を検討中。
3）DPCデータ︓
NCDでDPCデータのための検討部会を開催中。
4）機能追加︓
⼩児外科領域で誤⼊⼒を防ぐためのアラート機能を追加済み。
5）本会推薦のNCD理事︓
渡邉理事⻑、森副理事⻑、北川理事、岩中督代議員の4名の推薦を決議。
14．外科関連学会協議会（松居理事）
「患者の病理検体（⽣検・細胞診・⼿術標本）の取扱い指針」の運⽤についての倫理委員会の審査結果を
了承。
15．選挙管理・選挙制度検討委員会（⽥⼝理事）
次回より、代議員選挙は1⽉に実施する旨を決議（→定款変更）。
次回の代議員選挙より、有権者名簿はホームページへの掲載だけとする旨を決議。
16．将来計画委員会（森副理事⻑）
11⽉1⽇に本年度第1回委員会を開催。
論点整理の上で、以下の4点の重要課題を審議するためのWGを設置。
・初期研修における外科必修化の復活
・外科医の適正数の調査
・外科医のインセンティブ
・学術集会の在り⽅
17．移植関係学会合同委員会（國⼟次期会頭）
移植実施施設を新規認定。
→肝臓︔福島県⽴医科⼤学／膵臓︔⻑崎⼤学
18．臓器移植関連学会協議会（國⼟次期会頭）
7⽉23⽇に協議会を開催。
19．医療安全管理委員会（松原理事）
厚⽣労働省の特別研究班による「⾼難度新規医療技術の導⼊にあたっての基本的な考え⽅」に基づき、該
当術式をリストアップ中。
19-1．⽇本医療安全調査機構（医療事故・調査⽀援センター）（松原理事）

1）医療事故報告等に関する報告
医療事故報告︔累計423件 センター調査依頼︔累計16件（10⽉末時点）
2）再発防⽌委員会︓
中⼼静脈穿刺（CVC）と、肺⾎栓塞栓症（PTE）の専⾨分析部会が活動中。
20．臨床研究推進委員会（藤原理事）
初回の「NCDデータを利⽤した複数領域に跨る新規研究課題」には申請なし。
21．保険診療委員会（瀬⼾理事）
11⽉21⽇に本年度第2回委員会を開催。
1）平成30（2018）年度の診療報酬改定︓
外保連要望項⽬を決議。
2）ロボット⽀援下⼿術︓
外保連試案への掲載が決定。
22．外科医労働環境改善委員会（松居理事）
1）実態調査︓
「周術期管理・⿇酔におけるマンパワーと労働環境およびチーム医療に関する実態調査」を実施中。
2）委員交代︓
⻑⾕川誠紀代議員から永安武代議員への交代を決議。
23．男⼥共同参画委員会（中村理事）
1）第117回定期学術集会の特別企画︓
特別企画「⼥性外科医総活躍社会を⽬指して」の演題の採否を決定。
2）アンケート実施予定︓
「働くママ・ドクターのストレス調査」を優先的に実施予定。
3）⼤学医学部・医学会⼥性医師⽀援担当者連絡会︓
12⽉2⽇に⽇本医師会と⽇本医学会連合の共催で開催予定。
24．総務委員会（仁尾理事）
1）来年度の職員俸給など︓
財務委員会に申し送り済み。
2）社会保険労務⼠との顧問契約︓
顧問契約の変更を決議。
25．定款委員会（渡邊理事）
定款施⾏細則などの変更項⽬を確認中。
26．医学⽤語委員会（藤原理事）
特段の報告事項なし。
27．情報・広報委員会（⽥⼝理事）
メールマガジンの臨時配信は理事⻑と情報・広報委員⻑により適宜対応する旨を決議。
28．⽇本医学会／⽇本医学会連合（渡邉理事⻑）
特段の報告事項なし。
29．⽇本医療機能評価機構（渡邉理事⻑）
特段の報告事項なし。
第7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︓松原理事）
11⽉2⽇に本年度第1回委員会を開催。
1．次年度収⽀予算（案）︓
予算原案の⽅針を概ね了承。
2．資産運⽤︓
当⾯の⽅針を決議。
3．次年度事業計画書（案）︓
内容を確認中。
第8号議案 次年度役員等選任の件
次回理事会で審議。
第9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10号議案

その他

1．「医学研究等における個⼈情報の取扱い等に関する合同会議」への要望︓
前回理事会の決議事項を変更し、要望書を提出する⽅針を改めて決議。
2．次回（第8回）開催予定︓

平成29年1⽉31⽇（⽕）12:00〜16:00
場所︓⽇本外科学会事務所会議室
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