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■ 第 52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 52回日本胸部外科学会九州地方会総会 会長 

          宮崎大学外科学講座 心臓血管外科 教授 中村 都英 

日 時 ：令和元年 8月 29日（木） 13:20～14:20 

場 所 ：宮崎観光ホテル EAST WING 3階 碧燿（へきよう） (第 1会場) 

 

今年度第 52 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 234

名中、出席者 109名、委任状 79 名の計 188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 循環器外科学 帯刀 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 30 年度九州地方会総会員数は 803名、新規入会数は 67 名、退会者数は 62 名(希望退会 18名、他地区

へ異動 5名、開業 1名、自然退会（2年以上の年会費未納者）33名、死亡退会 5名)であった。 

年会費納入状況は、会費納入率 76.8 %であった。 

 

死亡退会された方々に黙祷を捧げた。 

  武田 仁良 先生 （特別会員 平成 30.1.4ご逝去)     

花野 英城 先生 （特別会員 平成 31.1.4ご逝去)     

一瀬 幸人 先生 (推薦評議員 平成 30.9.6ご逝去)     

四方田 宗任 先生 （一般会員 平成 29.12.5ご逝去)   

瀧澤 佐武郎 先生 (一般会員 平成 30.11.19ご逝去） 

H31 年 4月 1日以降に事務局あてにご連絡があった先生 

   豊平 均 先生 (特別会員 平成 31.4.4 ご逝去)  

   藤堂 景茂 先生 (特別会員 令和元. 7.3 ご逝去)  

   木村 道生 先生 (名誉会員 令和元.7.29 ご逝去)   

 

■２．会計報告 
                                                    
■平成 30年度日本胸部外科学会九州地方会事務局（九州大学大学院 循環器外科学 帯刀 英樹 先生） 

■第 51回日本胸部外科学会九州地方会総会 (鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科 内門 泰斗 先生) 

ともに監査担当 福岡大学医学部 心臓血管外科 和田 秀一 先生のご承認を頂いた旨の報告があった。 

 

■３．次期会長選出の件 
                                                    
■世話人会・評議員会にて承認済 

  2020年(第 53回)会長に 久留米大学外科学講座 田中 啓之 先生  

  2021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 

2022年(第 55回)会長に 長崎大学大学院 腫瘍外科 永安 武 先生 

■今年度世話人会からの推薦者について 

2023年(第 56回)会長に、大分大学心臓血管外科 宮本 伸二 先生が推薦され、全会一致で承認された。 
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■４．世話人交代の件 
                                                    
■現世話人である明石 英俊 先生 (心)、高森 信三 先生 (肺)が任期満了となった。 

後任として、産業医科大学 心臓血管外科 西村 陽介 先生（心）、福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小

児外科 白石 武史 先生（肺）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 

監査人任期 2 年のため引き続き、福岡大学医学部 心臓血管外科 和田 秀一 先生に行っていただく。 

 

■６．名誉会員、特別会員推薦（細則に基づいて） 
                                                   
■ 名誉会員、特別会員の推薦は今回はなし。 

 

■７．令和元年度地方会評議員 
                                                    
7-1.新推薦評議員認定者 

有吉毅子男 長崎医療センター 心臓血管外科       医長(部門チーフ) 

上田 和弘   鹿児島大学 呼吸器外科学分野       特任准教授 

岡本   健  熊本大学 心臓血管外科学          講師 

佐藤 寿彦   福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科   准教授 

柴田 智隆   大分大学 高度救命救急センター      講師 

庄嶋 賢弘   久留米大学 外科                講師 

峠  幸志   藤元総合病院 心臓血管外科         診療科部長(部門チーフ) 

高木 数実   久留米大学外科学講座              講師 

髙瀬谷 徹   久留米大学外科学講座              講師 

波呂  祥 遠賀中間医師会おんが病院 呼吸器外科   部長(部門チーフ) 

久原  学  高木病院 心臓血管外科             部長(部門チーフ) 

三浦  崇   長崎大学 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 2項に基づき、厳正なる審査により上記 12 名が認定すること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（細則に基づいて） 

 ◎評議員資格喪失者について 

  １．3年連続の評議員会欠席 

   該当者：0名 

  2．定年者（第 52回総会終了をもって評議員定年） 

該当者：7名 

    吾妻 康次 先生 → 一般会員へ移行 

    伊藤 重彦 先生 → 一般会員へ移行 
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    加藤 雅人 先生 → 一般会員へ移行 

    辻  博治 先生 → 一般会員へ移行 

    成松 元治 先生 → 一般会員へ移行 

    前川 隆文 先生 → 一般会員へ移行 

    西巻  正 先生 → 退会 

 

 ◎3年任期満了に伴い 43 名の先生へ諾否を伺い、諾 42名、否 1名の報告があった。 

  （推薦評議員継続 否の 1名について） 

・森山 由紀則 先生 → 退会 （退局のため） 

 

■８．総会各種委員会報告 
                                                    
以下の先生より評議員会で御発言・御報告いただいた。 

・森田 茂樹 先生  心臓血管外科学会 国際会員を増員の必要性について 

           心臓血管外科学会 評議員・理事の選定について 

 若い医師に心臓血管外科入会のお願い、国際会員へのお願い 

 評議員の数を増やすためにも国際会員になっていただきたい 

 理事の地区分配も国際会員の数で決まる 

 国際会員は年齢制限はなし 

・塩瀬 明 先生 （地方会のあり方委員会） 

2020 年度までは従来通り 

【2020 年 9 月より】 

 ・総会会費を 2,000 円 Up  ・地方会一般会費 3,000 円は廃止  ・地方会評議員会費 3,000 円。 

 

■９. ホームページの件 
                                                   
■アドレス http://cs1.med.kyushu-u.ac.jp/chiho/index.html  

 

■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 51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 52回議事録（世話人の了承を得た後）をアップする。 

※今回ホームページをリニューアル予定。ホームページ改定に伴う予算を 50 万円程度計上することが提案

され、全会一致で承認された。 

 

 

 

■１０．その他 

                                                   

10-1. レジデントフォーラム (仮名) 企画について 

来年、第 73回日本胸部外科学会学術集会総会での試験企画。2019 年 7月 26日(金)理事会にて承認。 

若手医師を総会に参加させるために、本地方会からの演題を総会で発表していただく。 

九州地方会からは心臓血管 8題、呼吸器 4題、食道 2題を推薦し総会で発表予定と報告された。 
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旅費は総会に負担要求する(一人 5万円程度)ことが提案された。 

10-2. 九大事務局会計（人件費）について 

   九大事務局の事務員人件費（2名分）として、現在月 2,500円×2名×1年＝6万円を支出している件に

ついて 

      5,000円/月に増額することが提案され、全会一致で承認された。 

10-3. 分野別会長について 

     会長はひとり、各分野プログラム委員長を決め評議委員会で紹介することとなった。 

10-4. 第 31回日本内視鏡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、第 31 回日本内視鏡外

科学会総会（福岡市）が 2018年 12月 6日～8日に開催されたことが報告された。 

10-5. 第 29回九州内視鏡下外科手術研究会について 

産業医科大学第二外科学教授 田中 文啓 先生より、第 29回九州内視鏡下外科手術研究会が 2019年

9月 14日に福岡国際会議場で開催されることが報告された。 

10-6. 第 38回日本心臓移植研究会学術集会について 

九州大学大学院医学研究院心臓血管外科教授 塩瀬 明 先生より、第 38 回日本心臓移植研究会学術

集会(広島市)が 2019 年 10 月 5日、6日に広島国際会議場で開催されることが報告された。 

10-7. 第 4 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心臓血管外科教授 塩瀬 明 先生より、第 4 回九州･沖縄地区補助人工心

臓研修コース(福岡)が 2019年 11 月 23 日に九州大学病院構内で開催されることが報告された。 

10-8. 第 60 回日本肺癌学会九州支部学術集会/第 43 回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会について 

産業医科大学外科学第二講座 教授 田中 文啓 先生より、第 60 回日本肺癌学会九州支部学術集会/

第 43 回日本呼吸器内視鏡学会九州支部総会(福岡市)が 2020 年 2 月 21 日、22 日に北九州国際会議場で

開催されることが報告された。 

10-9. 第 33 回胸部外科教育施設協議会学術集会･総会について 

JCHO 九州病院 徳永 滋彦 先生より、第 33 回胸部外科教育施設協議会学術集会･総会が、2020 年 7 月 4

日、5 日に開催されることが報告された。 

10-10. 第 25 回日本 Advanced Heart & Vascular Surgery/OPCAB 研究会について 

九州大学大学院医学研究院心臓血管外科教授 塩瀬 明 先生より、第 25 回日本 Advanced Heart & 

Vascular Surgery/OPCAB 研究会が、2020 年 7 月開催予定であることが報告された。 

10-11. 第 50 回 日本血管外科学会総会について 

戸畑共立病院 心臓血管外科 明石 英俊 先生より、第 50 回 日本血管外科学会総会が 2020 年 5 月 25

日～27 日に小倉リーガロイヤルホテルで開催予定であることが報告された。 

10-12. 第 53回日本胸部外科学会九州地方会総会について 

久留米大学外科学講座 教授 田中 啓之 先生より、第 53 回日本胸部外科学会九州地方会総会(久留

米市)が 2020年 7月 16日、17日に久留米シティプラザで開催されることが報告された。 


