
平成24年度日本小児外科学会 

第5回定例理事会議事録 

 

日 時：2013年 1月 10日（水） 11：00～16：00 

会 場：日本外科学会会議室 

出席者：田口智章（理事長）、仁尾正記（副理事長）、岩中 督（理事・会長）濵田吉則（理 

事・副会長）、韮澤融司、前田貢作、北川博昭、窪田正幸、松藤 凡（以上理事）、 

窪田昭男、橋本 俊、土岐 彰（以上監事）、小室広昭（庶務委員長）、菱木知郎 

（庶務副委員長）、吉澤穣治（財務会計委員長）、渡井 有（財務会計副委員長） 

家入里志、杉山正彦（以上庶務委員）、堀口裕輔（以上事務局） 

 

議 事： 

１. 第5回定例理事会の議事録署名人は、仁尾正記副理事長、前田貢作理事とした。 

 

２．平成24年度第4回定例理事会議事録につき、濵田副会長より第51回学術集会では市民公

開講座は開催しないこととしたため、議事録から開催予定を削除する指摘があり、当該

訂正を含めて全会一致にて承認された。 

 

３． 報告事項 

田口理事長より以下の報告があり、了承された。 

１）理事長報告（田口理事長） 

（１）日本医療機能評価機構からの冊子「ニューズ・レター2012-No.4」を受領した。 

（２）厚生労働省医薬食品局からの冊子「医薬品医療機器等安全性情報 No.295～No.297」

を受領した。 

（３）日本外科学会からの寄贈本「SURGERYTODAY Vol.42No.11～Vol.43No.1」を受領した。 

（４）日本製薬工業協会からの寄贈本「製薬協ニューズレターNo.152」を受領した。 

（５）神奈川県医師会からの寄贈本「神奈川医学会雑誌第 39巻第 2号」を受領した。 

（６）株式会社診断と治療社からの寄贈本「小児消化器疾患臨床・病理カンファレンスを 

受領した。 

（７）新潟大学病院小児外科からの通信文「市民公開講座報告書・収支決算書パンフレッ

ト・テキスト」につき、窪田正幸理事より報告があり、了承された。 

（８）日本医学会からの冊子「2013年日本医学会分科会総会一覧」を受領した。 

（９）厚生労働省医薬食品局からの通信文「献血血液の研究開発等での使用に関する指針 

に基づく公募について」を受領した。 

（10）日本医学会からの資料「平成 24年度日本医学会分科会用語委員会資料」を受領した。 

（11）プライマリ・ケア連合学会学術大会からのチラシ「第 4回プライマリ・ケア連合学 

会学術会開催リーフレット」を受領した。 

（12）厚生労働省雇用均等・児童家庭局からの通信文「児童虐待の防止等のための医療機

関との連携強化に関する留意事項について」を受領し、ホームページへ掲載するこ

ととなった。 

（13）日本製薬工業協会からの寄贈本「カプセル No.91」を受領した。 
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（14）日本医学会からの寄贈本「JMAJ Vol.055-4」を受領した。 

（15）医学書院からの寄贈本「医学研究者名簿 2012-2013」を受領した。 

（16）日本専門医制評価認定機構からの寄贈本「日本専門医研修施設便覧 2012-2013」を受 

   領した。 

（17）難病のこども支援全国ネットワークからの冊子「がんばれ Vol.136」を受領した。 

（18）外科関連専門医制度委員会からの「第 14回専門医の在り方に関する検討会資料」に

つき、田口理事長より資料に基づいて説明があり、了承された。 

 

２）秋季シンポジウム小委員会報告（仁尾委員長） 

  仁尾委員長より、資料を基に、以下説明があり、了承された。 

• 教育関連施設に小児外科専門医設置を義務化する件につき、現在専門医が全くい    

ない 5施設に、専門医を設置するために必要な年数を調査したところ、おおよそ 3年

間という回答であり、実際の運用については継続審議事項となった。 

• 全国の医育機関を対象に行う小児外科卒前教育アンケート内容について、内容が

確認され、1月中に発送し 2月末を締切として行うこととなった。 

• 2013年度の専門医・指導医新規申請と 2012年度の年次報告について NCDデータを

使用開始となるお知らせがホームページと次号学会誌に掲載されることとなった。 

• 専門医・指導医更新については、現在のところ、認定期間が 2012 年 3 月 31 日ま

で、および 2013年 3月 31日までの者を対象に更新申請延長中（認定期間も同期間延

長）である。今後の申請期限および認定開始日は外科専門医と同期させていくために

毎年 8 月 31 日までに申請し、申請の翌年 1 月１日から認定開始とする予定である。

そのため、現在の専門医・指導医全員の認定期間を 9カ月間延長し、当該延長期間中

に更新申請できるようにすることが提案され、承認された。なお、前述の更新延長対

象者についてもさらに 9カ月認定延長されることとなった。 

• 日本周産期・新生児医学会の専門医制度については、「認定医」ということで開始

するためのワーキンググループが設置され、検討が開始されていくこととなった。 

• 2013 年開催予定の近畿地方会市民公開講座につき、開催補助金の申請があり、支

給対象となるか検討され、承認された。また、今後の地方会における市民公開講座補

助金援助が無くなることについて各会次期会長へ事務局より連絡することとなった。 

 

４ 審議事項  

１）第50回学術集会について（岩中会長） 

岩中会長より、資料を基に、スケジュール案およびプログラム内容の説明があり、承

認された。 

 午前 午後 夜 

5月 29日 理事会 評議員会 

記念式典 

WOFAPS理事会など 

記念祝賀会 

5月 30日 記念座談会（The Role of 

Scientific Journal in 

Pediatric Surgery） 

シンポジウムなど 

理事長講演 

会長講演 

招待講演 

一般演題（ポスター含む） 
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5月 31日 教育講演 

シンポジウムなど 

International Session 

一般演題 

特別講演 

教育講演 

シンポジウムなど 

International Session 

一般演題（ポスター含む） 

倫理セミナー 

会員懇親会 

6月 1日 教育講演 

シンポジウムなど 

International Session 

一般演題 

特別講演 

シンポジウムなど 

一般演題（ポスター含む） 

国際協力セッション 

内視鏡セミナー 

卒後教育セミナー 

6月 2日 卒後教育セミナー 卒後教育セミナー  

  PALSは前週末に東機貿にて開催予定 

  6月2日の卒後教育セミナーはNSビルにて開催予定 

  市民公開講座は開催しない 

  会長招宴は120～130名程度の規模 5月30日夜 

   招待者：名誉会員・特別会員、理事・監事、会長経験者、海外招待者 

  

２）第51回学術集会について（濵田副会長） 

濵田副会長より、日程・会場および運営の報告があった。 

  学術集会      2014年 5月 8日（木）から 10日（土） 

  理事会・評議員会など 2014年 5月 7日（水） 

  卒後教育セミナー    2014年 5月 10日（土）、11日（日） 

会場            大阪国際会議場（大阪市北区中之島） 

  運営            学会支援機構 

 

３）第29回秋季シンポジウムについて（韮澤会長） 

韮澤会長より、日程・会場など準備状況およびホームページ開設が報告され、了承さ

れた。 

会期            2013年 10月 26日（土） 

会場            一橋大学一橋講堂（学術総合センター内）  

主題                        小児救急医療―外傷・虐待― 

演題募集                    2013年 6月 3日（月）〜7月 5日（金） 

 

４）庶務委員会（小室庶務委員長） 

     小室庶務委員長より会員動向について、以下の報告があり、承認された。 

   2012年 12月末現在の会員数は、評議員を除く正会員 1,936名（うち海外 4名）、評議

員 289名、名誉会員 54名（うち海外 9名）、特別会員 62名（うち海外 1名）の合計 2,341

名である。 
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５）財務会計委員会（吉澤財務会計委員長） 

吉澤委員長より資料に基づき、以下の通り報告され、承認された。 

・2012年度会計中間報告につき、報告され了承された。 

・内視鏡手術セミナー開催に関して発生する経費（講師謝礼や旅費など）については、

卒後教育セミナー規定に準ずる扱いとすることが提案され、承認された。 

・PSJM 期間中に事務局が会場に新入会・年会費受付を行う業務につき、費用対効果が

悪いことにより、2013 年より受付業務なしとすることとなった。ただし、秋季シンポ

ジウム委員会の日程は、これまで通り秋季シンポジウム委員会前日とすることが確認

された。加えて、秋季シンポジウム開催に関する理事会内規第 4条について、「委員会

は原則として毎年秋季シンポジウムの前日に開催し、理事長がこれを司会する」へ修

正することとなった。 

・機関紙 49 巻 2 号以降の紙媒体につき、会員へ購読希望（有料￥10,000-）を確認す

るための通知案が、審議され、通知に FAX での購読申込フォームを追加することで承

認された。 

・選挙および専門医筆記試験に使用していたマークシートリーダーが経年劣化により故

障したため、買い替えを検討しており見積をとることとした。 

 

６）各種委員会報告および審議事項 

（１）機関誌委員会報告 

  北川担当理事より、資料に基づき、以下の通り報告された。 

  ・投稿規定 6における「20×20 字/頁」の制限は不要であるが、無制限は不適切である

ことから適切な字数・行数について委員会で検討することが提案され承認された。 

  ・on line journalについては第 49巻 1号から開始し、かつ紙媒体送付も第 49巻 1号

をもって終了とする。別刷印刷は全て有料とする。超過頁掲載料については on line 

journal化に伴って減額する方向性が検討され、まずは現在の学会財政が健全化して

から、改めて減額を検討することとなった。 

  ・特別会員堀内藤吾先生（東北大学心臓血管外科）の追悼文は、検討の結果、執筆し

ないこことなった。名誉会員内野純一先生（釧路労災病院）の追悼文は、佐々木文

章先生に執筆依頼することとなった。 

 

（２）国際・広報委員会 

  田口理事長より資料に基づき、以下の通り報告され、承認された。 

・ホームページリニューアルにつき、相見積を取った創文社とアクトの両社から提出 

されたホームページラフデザインを比較し、見積費用とともに審議の結果、創文社に 

リニューアルを依頼することとなった。 

  ・第 6 回カンボジア小児外科学会にて日本から田口理事長・窪田昭男監事・奥山宏臣

評議員・石井評議員らが参加し、現地の小児外科医との meetingおよび国立小児病院

での教育講演を行った。 
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（３）保険診療委員会 

窪田担当理事より資料に基づき、以下の通り報告され、承認された。 

・2014 年度診療報酬改定に向けての要望が日本外科学会保診療委員会等で議論され、

修正内容が資料に基づき報告がされ、承認された。 

・「非イオン性造影剤の小児消化管造影に対する適応拡大」の要望書について、宛名を

バイエル社、造影剤名称を「イソビスト」に訂正の上、承認された。 

 

（４）教育委員会 

  松藤担当理事より資料に基づき、以下の報告、提案があり、承認された。 

 ・日本医学会分科会用語委員会の報告がなされ、了承された。 

  ・第 29回卒後教育セミナーについて、プログラム最終案が提案され、承認された。 

  ・内視鏡手術セミナー規定案およびプログラム案が提案され、規定案の参加費第 2 項

を「オンライン登録終了後の参加費は 3,000円とする」へ修正の上、承認された。 

  ・困った時の相談掲示板につき、実際の運用画面（案）、運用方法および注意事項が、

検討され、運用は時期尚早のため、見送ることとなった。 

   また、昨今ソーシャルネットワークサービスを利用した会員同士の情報交換が行わ

れており、個人情報の保護について注意喚起を学会から出す必要があるという提案

があり、倫理・安全管理委員会よりホームページに注意書を掲載することとなった。 

 

（５）悪性腫瘍委員会報告 

  前田担当理事より以下の通り報告され、承認された。 

・2011年次登録調査は集計が終了し、機関誌 2013年１号に掲載準備中である。 

・追跡調査については、1月末に最終データを解析担当委員に送付し、データ解析内容

に関しては、例年通り、2013年 3月末までに最終型にすることを目指している。 

・平成 24年度小児がん全国登録連絡会議報告として、日本小児血液学会疾患登録と

日本小児がん学会全数把握登録の一本化および予後調査を実施することが決まり、

厚労省「小児がん医療・支援の提供体制のあり方」や経産省「小児がん長期ケア事

業」などの事業への登録負担を減らす様な工夫についての提案があった。 

 

（６）学術･先進医療検討委員会報告 

濵田担当理事より以下の通り報告され、承認された。 

・現在第 49回演題集を入力中である。 

・ビデオライブラリーについては、2010-2012年度の優秀ビデオ全30作品が公開されて

いる。 

・2012年度科研費採択結果の集計について、145施設に10月31日付でアンケートを郵送

し、現在集計中である。 

・「学術ガイドラインリンク集」の刷新として、現在掲載予定の各ガイドラインの掲載

許可を各学会に許可を申請中。ガイドラインは5年経過すると価値はほとんど無くな
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るため，5年経過したガイドラインは更新するか、消去していくことにする。今後、

小児外科疾患のガイドラインの作成を各委員会に依頼していくこととする。 

・会員対象のアンケート調査依頼の審査および認可について 

1、九州大学田口智章先生，東北大学仁尾正記先生から厚労科研「小児期からの消化

器系希少難治性疾患群の包括的調査研究とシームレスなガイドライン作成」田口班

「非胆道閉鎖症新生児乳児胆汁うっ滞症候群」全国調査の実施についての審議依頼

があった。委員会の 2回の審議を経て 12月 21日付けで承認した。 

   2、日本小児 IBD研究会の研究責任者 順天堂大学小児科清水俊明先生から『小児期

発症炎症性腸疾患における最新治療の実施状況に関する全国調査』の全国アンケー

ト調査の依頼があった。委員会の審議を経て 12月 11日付で承認した。 

 

（７）小児救急検討委員会報告 

  松藤担当理事より、以下の通り報告、提案され、承認された。    

・第 2回小児救急セミナーの開催結果が資料基づき報告され、了承された。 

・第 3 回小児救急セミナーの開催時間については、第 50 回学術集会の演題登録数や

ポスターセッションスケジュールをどうするかによって調整が必要となり、現時点

では判断できないため、凡そのプログラムが決まった段階で検討することとした。 

・2013 年度 PALS については、2013 年 5 月 25（土）、26（日）に東機貿にて開催予定

で進めているが、日本小児集中治療研究会へ、開催につき、間違いないかどうか確

認することとなった。 

 

（８）データベース委員会 

  前田担当理事より、以下の厚労科研費申請1件につき承認したことが報告された。 

厚生労働科学研究費補助金：地域医療基盤開発推進事業 

小児救急医療体制のあり方に関する研究（研究代表者：前田貢作） 

 

７）選挙管理委員会報告（小室選挙管理委員会委員長） 

 小室選挙管理委員会委員長より、以下の通り報告・提案され、承認された。 

・12月 25日までに届けられた立候補者は 359名となった。 

・第 21 回評議員選挙（電子投票）の投票のお知らせにつき、資料に基づき提案され、

承認された。なお、郵送での通知だけでなくメール配信によっても周知することとな

った。 

 

８）その他 

（１）日本小児期外科系関連学会協議会について（田口理事長） 

   田口理事長より資料に基づき、以下の報告、提案があり、承認された。 

   厚生労働省の医療政策に関する情報については「日本小児科学会」、「日本小児科医 

会」、「日本小児保健協会」の「日本小児科連絡協議会」（3 者協）に連絡が届き、小
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児の外科系学会には連絡がない状態であった。 

そこで、小児の外科系学会がこれら政策的な各種協議に参加できるよう「日本小児

科連絡協議会」（3 者協）に、日本小児期外科系関連学会協議会が加わり、4 者協議

会とすることを検討し、日本小児期外科系関連学会協議会会長 金子道夫先生へその

旨を依頼し、賛同いただいた。 

ただし、4者協議会の機能を有効なものとするためには、現在の日本小児期外科系関

連学会協議会へ日本小児外科学会の強力なバックアップが必要である。そのため、

日本小児期外科系関連学会協議会規約の改正を行うこととし、改正案が資料に基づ

き提案され、会則第 5条につき、「・・会員はそれぞれ若干名の委員をもって構成す

るものとする」へ修正の上、承認された。 

（２）日本内視鏡外科学会技術認定（小児外科領域）の更新申請規程について（岩中会長） 

   田口理事長より資料に基づき、以下の報告、提案があり、承認された。 

日本内視鏡外科学会技術認定制度資格（小児外科領域）について、認定の更新が今

後発生してくるため、制度および諸手続きについて日本内視鏡外科学会にて準備を

進めている。制度内容および諸手続きについては、各基盤領域にて確認および承認

を得た上で、運用開始とする予定であり、小児外科領域についても内容確認の上、

承認いただきたいとの提案がり、承認された。 

（３）厚生労働省入院患者（田口理事長） 

   田口理事長より以下の報告・提案があり、承認された。 

2014 年度診療報酬改定の検討において、小児入院医療管理料の要件に全ての入院患

者について平均在院日数を算出し 21日を下回ることという制限があり、長期療養を

余儀なくされた患者さんがいるために保育士の配置やプレイルーム等のアメニティ

を整備する事で加算をつけると取りにくくなってしまう。 

この矛盾を解消するため、あらかじめ長期入院が必要となる疾患のリストを小児科

学会・小児外科学会を軸に、各分科会と検討の上、取りまとめることとなった。本

会からは、保険診療担当 窪田理事が担当としてリストを作成することとなった。ま

た、本件については日本小児期外科系関連学会協議会会員へも検討の依頼をしてい

くこととなった。 

９）次回定例理事会の日程の確認について 

次回理事会は2013年4月19日（金）11：00～16：00日本外科学会会議室にて開催するこ

とが確認された。 
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