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■ 第 50回日本胸部外科学会九州地方会総会 評議員会 議事録 

 
議事進行 第 50回日本胸部外科学会九州地方会総会会長 

          福岡大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 教授 岩﨑 昭憲 

日 時 ：平成 29 年 7月 27 日（木）13：20～14：10 

場 所 ：アクロス福岡 4 階 国際会議場 (第 1会場) 

 

今年度第 50 回日本胸部外科学会九州地方会総会評議員会は、日本胸部外科学会九州地方会評議員会総数 236 名中、

出席者 130名、委任状 48名の計 178名であり、過半数に達しているため評議員会は成立した。 

 

＜議事内容＞ 

■１． 庶務報告(事務局：九州大学大学院医学研究院 循環器外科 帶刀 英樹 先生) 
                                                    

■日本胸部外科学会九州地方会 会員数の動向と年会費納入状況が報告された。 

平成 28 年度九州地方会総会員数は 806名、新規入会数は 52 名、退会者数は 60名で、希望退会 12名、開業のた

め退会 1 名、自然退会（2年以上の年会費未納者）45名、死亡退会 3 名であった。 

年会費納入状況は会費納入率 80.4 %であった。 

 

死亡退会された方々に黙祷を捧げた。 

正木 秀人 先生  （特別会員  2016.3.6 ご逝去）     

塩川 祐一 先生  （総会評議員 2017.3.24 ご逝去） 

H28年 4月 1 日以降に事務局あてにご連絡があった先生 

    内田 雄三 先生  （名誉会員   2017.1.26 ご逝去) 

 

■２． 会計報告 
                                                    

■平成 28 年度日本胸部外科学会九州地方会事務局 会計報告が行われ、監査担当 国立病院機構 九州がんセンタ

ー消化管外科 森田 勝 先生のご承認を頂いた旨の報告があった。 

(九州大学大学院医学研究院 循環器外科 帶刀 英樹 先生) 

■第 49回日本胸部外科学会九州地方会総会 会計報告が行われた。 

(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・消化器外科学分野 井本 浩 先生) 

 

■３． 次期会長選出の件 
                                                    

■世話人会・評議員会にて承認済 

  平成 30 年(第 51回)会長に、鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科 夏越 祥次 先生 

    平成 31 年(第 52回)会長に、宮崎大学医学部 循環呼吸・総合外科 中村 都英 先生 

    平成 32 年(第 53回)会長に、久留米大学医学部外科学講座 田中 啓之 先生 

■今年度世話人会からの推薦者について 

平成 33年(第 54回)会長に、大分大学医学部 呼吸器・乳腺外科講座 杉尾 賢二 先生が推薦され、全会一

致で承認された。 

 

■４． 世話人交代の件 
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■現世話人である能城 浩和 先生(食)、森田 勝 先生(食)が任期満了となった。 

森田 勝 先生(食)に再任いただくとともに、能城 浩和 先生(食)の後任として熊本大学医学部附属病院 消化 

器外科 馬場 秀夫 先生(食)が推薦され、全会一致で承認された。 

また、現世話人である森山 由紀則 先生(心)のご辞退に伴い、後任として済生会熊本病院 心臓血管外科  

上杉 英之 先生(心)が推薦され、全会一致で承認された。 

 

■５． 本年度会計監査人の選出 
                                                    

■ 監査人 

  現監査人、九州がんセンター 消化管外科 森田 勝 先生に再任いただくこととなり、全会一致で承認された。 

 

■６． 名誉会員、特別会員推薦（細則に基づいて） 
                                                    

■ 名誉会員として、田代 忠 先生（福岡大学医学部 総合医学研究センター 教授）が推薦され、全会一致で

承認された。 

■ 特別会員推薦 0名 

 

■７． 平成 29年度地方会評議員 
                                                    

7-1.新推薦評議員認定者 

赤須 晃治  医療法人 伸和会共立病院            理事 兼 副院長 

内門 泰斗  鹿児島大学病院 医療環境安全部         特例准教授 安全管理部門長 

小須賀智一  久留米大学医学部 外科学講座          講師 

坂口 元一  小倉記念病院 心臓血管外科           主任部長 

瀬名波栄信  南部徳洲会病院 心臓血管外科          部長 

帶刀 英樹  九州大学病院 心臓血管外科           講師 

寺崎 泰宏  佐賀県医療センター 好生館 呼吸器外科     部長 

飛永  覚  久留米大学病院 循環器病センター        講師 

古川 貢之  宮崎大学医学部附属病院 心臓血管外科      講師 

 

新推薦評議員への推薦に関して審議された。 

細則第 3 条第 2 項に基づき 11 名の候補者のうち、厳正なる審査により上記 9 名を認定する事に決定した報告がな

され、全会一致で承認された。 

 

7-2. 推薦評議員継続について 

  3 年任期満了に伴い 57名の先生へ諾否を伺い、諾 48 名、否 9名の報告があった。 

  （推薦評議員継続 否の 9名について） 

・赤嶺 晋治 先生 → 一般会員として継続 

・牛島 千衣 先生 → 一般会員として継続 

・西見  優 先生 → 一般会員として継続 

・和田 伸介 先生 → 一般会員として継続 

・島   一郎  先生 → 退会 (理由記載なし) 

・羽生 道弥 先生 → 退会 (他地区へ異動のため) 
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・樋口 隆男 先生 → 退会 (退局し、呼吸器外科の診療も行っていないため) 

・松元 仁久 先生 → 退会 (新規開業のため) 

・吉永 康照 先生 → 退会 (現在、乳腺専門のため) 

 

7-3. 評議員資格喪失者について 

細則第 3 条 2項（5） 

 （5）3 年連続の評議員会欠席者は、委任状の有無に関わらず評議員の資格喪失の対象になる。 

   （※ただし欠席の理由の正当性等、個々については検討が加えられる） 

   該当者：1名 

 ・櫻木 徹 先生(神埼市国民健康保険 背振診療所)→ 一般会員へ 

 

■８． 総会各種委員会報告 
                                                    

日本胸部外科学会総会の各種委員より、評議員会で御発言・御報告をいただいた。 

 

(1) 益田 宗孝 先生 より以下の点について報告があった。 

＜日本胸部外科学会 学術委員会報告＞ 

・NCD データを用いた学術調査について、2015年度および 2016年度分の集計状況の報告。 

・症例数と施設の成績についての集計が進んでおり、今年の日本胸部外科学会総会前にプレスリリースを出す 

予定である。 

＜日本胸部外科学会 チーム医療推進委員会＞ 

・外科医の労働環境改善に向け、周術期管理と診療看護師に関する特別講演を第 70 回胸部外科学会定期学術

集会で予定している。 

 

(2) 塩瀬  明 先生 より以下の点について報告があった。 

・昨年より胸部外科学会総会と地方会の連携を強めるため、地方会のあり方ワーキンググループが発足した。 

・災害時の医療ネットワークの構築に向けて、総会と相談の上、検討が進められている状況。 

詳細は、大北 裕先生にご説明いただく。 

 

(3) 大北   裕 先生（日本胸部外科学会 理事長） より以下の点について報告と説明があった。 

＜地方会のあり方について＞ 

・全国の各地方会の地方会入会率や会費納入率の現状について解説があった。 

・現在は、総会と地方会は別々に運営されているが、一本化に向けて、本会会員は所属する地域の地方会会員

とし、地方会費は本会費と同時に一括徴収され、本会よりそれぞれの地方会にバックされる案が提案された。

しかし、事前アンケートの結果より、会費の値上げを行うことに反対すると答えた方が 36％であり、会費を

上げることで本会員の方が脱会しないか懸念されると報告いただいた。 

＜GTCSについて＞ 

・インパクトファクタ―が 1.0を超えた。 

＜災害対策マニュアルについて＞ 

・呼吸器外科学会の災害対策マニュアルを基に、災害対策マニュアルの作成が進められている。 

 

■９． ホームページの件 
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■ アドレス http://jats-kyu.umin.jp/ 

■現在の掲載内容 

 ・会則 

 ・細則 

 ・歴代会長 

 ・役員名簿（名誉会員、特別会員、世話人、総会評議員、推薦評議員） 

・会員名簿(県別)  

・第 49回日本胸部外科学会地方会評議員会議事録 

※ 今回の総会終了後には新役員と第 50回議事録（世話人の了承を得た後）をアップする。 

※ 会員名簿を最新のものにするため、事務局へのご連絡のご協力のお願い。 

■１０． その他 

                                                   

10-1 第 51 回日本胸部外科学会九州地方会総会について 

     鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科 夏越 祥次 先生の代理として内門 泰斗 先生より、

第 51 回日本胸部外科学会九州地方会総会(鹿児島市)が 2018 年 8 月 23 日(木)、24 日(金)に開催される

ことが報告された。 

 

10-2 第 123 回日本循環器学会九州地方会について 

     久留米大学外科学講座 田中 啓之 先生より、第 123回日本循環器学会九州地方会（久留米市）が 2017

年 12 月 2日(土)に開催されることが報告された。 

 

10-3  第 40 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会について 

   長崎大学大学院医歯薬学総合研究科腫瘍外科学 永安 武 先生より、2017 年 6月 9日(金)、10 日(土)

に開催された第 40 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会(長崎市)のお礼が述べられた。 

 

10-4 第 21 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会について 

社会医療法人天神会 新古賀病院 林 明宏 先生より、第 21 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会（久

留米市）が 2017年 9月 8日(金)、9日(土)に開催されることが報告された。 

 

10-5 第 28 回日本気管食道科学会認定気管食道科専門医大会について 

大分大学呼吸器・乳腺外科学 杉尾 賢二 先生より、第 28 回日本気管食道科学会認定気管食道科専門

医大会（大分市）が 2018年 3月 3 日(土)、4 日(日)に開催されることが報告された。 

 

10-6  第 34 回日本呼吸器外科学会総会について 

   福岡大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科教授 岩﨑 昭憲 先生より、2017年 5月 18日(木)、

19 日(金)開催された第 34回日本呼吸器外科学会総会(福岡市)のお礼が述べられた。 

 

10-7 第 3１回日本内視鏡外科学会について 

福岡大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科教授 岩﨑 昭憲 先生より、第 31 回内視鏡外科学

会（福岡市）が 2018年 12月 6日(木)～8日(土)に開催されることが報告された。 
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10-8 第 2 回九州・沖縄地区補助人工心臓研修コースについて 

九州大学大学院医学研究院 循環器外科 塩瀬 明 先生より、第 2 回九州・沖縄地区補助人工心臓研

修コースが 2017年 10 月 22 日(土)に開催されることが報告された。 

 

10-9 地方会のあり方委員会について 

九州大学大学院医学研究院 循環器外科 塩瀬 明 先生より、九州地方会会費についての説明が行わ

れた。 

 

10-10 第 54 回日本胸部外科学会九州地方会総会会長について 

大分大学呼吸器・乳腺外科学 杉尾 賢二 先生より、第 54 回日本胸部外科学会九州地方会総会会長へ

推薦および承認いただいたことへのお礼が述べられた。 


