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■ 第 53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 53回日本胸部外科学会九州地方会総会 会長 

          九州大学大学院医学研究院 循環器外科学 教授 塩瀬 明 

日 時 ：2020年 7月 23日（木・祝） 13:10～13:50 

場 所 ：ソラリア西鉄ホテル 8階 第 1会場 

 

今年度第 53 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 103名、委任状 73名の計 176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 園田 拓道 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。 

2020 年度九州地方会総会員数は 820 名、新規入会数は 84名、退会者数は 67 名(希望退会 14 名、他地区へ

異動 3名、自然退会（2年以上の年会費未納者）46名、死亡退会 4名)であった。 

年会費納入状況は、会費納入率 79.2 %であった。 

 

死亡退会された方々に黙祷を捧げた。 

木村 道生 先生 （名誉会員 2019.7.29ご逝去) 

藤堂 景茂 先生 (特別会員 2019.7.3ご逝去) 

豊平  均 先生 (特別会員 2019.4.4 ご逝去) 

清水 輝久 先生 （一般会員 2019.10.15ご逝去) 

 

■２．会計報告 

                                                    

 以下の会計報告について、福岡大学医学部 心臓血管外科 和田 秀一 先生に監査いただき、ご承認をいただいた 

旨の報告があった。 

■九州大学病院 心臓血管外科 医局長 園田 拓道 先生より発表。 

１ ｢第 52回九州地方会総会｣会計報告 （宮崎大学作成） 

２ 事務局 2019年度会計報告 （九大事務局作成） 

３ 上記１、２の会計をまとめた収支計算書、貸借対照表 （九大事務局作成） 

 

■３．次期会長選出の件 

                                                    

■世話人会・評議員会にて承認済 

  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 

2023年(第 56回)会長に 大分大学 心臓血管外科 宮本 伸二 先生 
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■今年度世話人会からの推薦者について 

2024年(第 57回)会長に、産業医科大学第 2外科 田中 文啓 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 

                                                    

■現世話人である上杉 英之 先生(心)、馬場 秀夫 先生(食)、森田 勝 先生(食)が任期満了となった。

後任として、JCHO九州病院 心臓血管外科 落合 由恵 先生(心)、熊本大学病院 消化器癌先端治療開発

学寄附講座 吉田 直矢 先生(食)、九州大学大学院医学研究院 先進がんゲノム検査共同研究部門 木村 

和恵 先生(食)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 ※原則、会計監査人の任期 2年であるが、取り決めなし 

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ことで承認された。 

 

■６．名誉会員、特別会員推薦（細則に基づいて） 

                                                   

■ 名誉会員、特別会員の推薦は今回はなし。 

 

■７．令和 2年度地方会評議員 

                                                    

7-1.新推薦評議員認定者 

池田 公英 先生   熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器外科学 准教授 

里 学 先生     佐賀県医療センター好生館 心臓血管外科 部長 

麓 英征 先生    大隅鹿屋病院 心臓血管外科 部長 

松元 崇 先生    飯塚病院 血管外科 部長 

松山 正和 先生   宮崎県立延岡病院 心臓血管外科 主任部長 

渡部 雅人 先生   福岡大学筑紫病院 外科 教授 

 

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 6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:6名 ※第 53回総会後（7月 25日）より、一般会員へ移行 

・毛井 純一 先生    ・柴田 隆一郎 先生   ・竹尾 貞徳 先生 

・永島 明  先生    ・林田 良三 先生      ・本竹 秀光 先生 

   

 3.  3年任期満了に伴い 48名の先生へ諾否を伺い、諾 48名、否 0名の報告があった。 
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■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。 

・塩瀬 明 先生 （地方会のあり方委員会） 

本会と地方会一体化について 

■九州地方会 年会費(評議員、一般会員)について 

2020年度までの会費未納分については引き続き九大事務局にて納入案内を行う。 

【2020年の 8月より】 

・地方会一般会費 3,000円は廃止、総会会費(地方会費を含む)を 2,000円 Up 

・地方会評議員会費 3,000円 

 

■「本学会に所属しない九州地方会のみの会員設定について」 

本会から地方会への補助金がどのくらい支出されるのか現時点では不明である。今回は、地方会のみの会員

を新規設定し、今後の状況を鑑み、問題点があれば都度再考していくことで、全会一致で承認され、以下の通

り、会則を改正することとなった。 

 

  ■会則 第 3条 2項の変更ならびに 3項の追加  ※赤字：加筆・修正箇所 

第 3条 会 員 

1.  本会は原則として九州地区に在住する日本胸部外科学会会員、及び本会の目的に賛同する医師、医学研究

者をもって組織する。但し、他の地区にあって希望する場合は会員とすることができる。 

2. 本会の会員は、地方会費として一般会員年 3,000 円、評議員年 5,000 円を納入する。 但し、特別な理由なく 2

年以上会費を滞納した場合は、評議員、一般会員ともに退会とみなす。 

(1) 地方会評議員は、年会費 3,000円を納入する。 

(2) 日本胸部外科総会に所属しない九州地方会のみの会員を新規設定し、年会費は 3,000円とする。 

3. 総会会員および九州地方会会員は、当会学会発表において、公募演題の筆頭演者となる権利を有する。 

 

■９. ホームページの件 

                                                     

■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 52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 53回議事録（世話人の了承を得た後）をアップする。 

 

■2020年 5月にホームページをリニューアル。  

HPアドレス：http://jpatsk.com/ 

 

http://jpatsk.com/
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■１０．その他 

                                                   

10-1. 今後の評議員への主な連絡方法について 

これまで文書での連絡が主であったが、迅速かつスムーズな連絡を行うべく、メールでの連絡を主とすること、

評議員のメールアドレス登録を必須とすることを提案し、全会一致で承認され、以下の通り細則を改正するこ

ととなった。 

 

■細則第 3条 2項に(7)を追加  ※赤字：加筆・修正箇所 

第 3条 評議員 

2. 推薦評議員の資格は次のとおりとする。 

     （1）大学関係者は講師以上の者(原則として助手講師を除く)とする。 

     （2）学外関係者は部長、あるいは所属チーフとする。  

     （3）推薦評議員は、日本胸部外科学会正会員の資格を持つ者とする。 

     （4）推薦評議員になろうとする者は、総会評議員および名誉会員、特別会員からの推薦状 

       および履歴書を、地方会総会の一ヶ月前までに会長に提出するものとする。 

     （5）三年連続の評議員会欠席者は委任状の有無にかかわらず評議員辞退とする。 

       ただし、欠席理由について個々においては検討を加えることを前提とする。 

（6）3月 31日をもって 65歳を越えた場合、九州地方会総会の評議員会終了をもって、 

評議員は定年となる。 

（7）評議員に選定された者は、メールアドレスの登録を必須とする。 

  又、登録情報に変更があった場合は、速やかに事務局へ届出を行うこととする。 

 

10-2. 各種 研究会・学会に関する告知について 

  主催する研究会・学会について告知していただいた。 

 

■第 31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 

九州がんセンター 院長 藤 也寸志 先生より、第 31回日本気管食道科学会認定 気管食道科専門医大会

が 2021年 2月 27日、28日にアクロス福岡(福岡市)で開催予定であることが報告された。 

■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 心臓血管外科 部長 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、

2021年 6月 12日、13日に JCHO九州病院(北九州市)で開催予定であることが報告された。 

■第 50回 日本血管外科学会学術総会について 

戸畑共立病院 心臓血管外科 明石 英俊 先生より、第 50回 日本血管外科学会学術総会が 2022年 5月 25日

～27日にリーガロイヤルホテル小倉、AIM(北九州市)で開催予定であることが報告された。 

■第 5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 循環器外科学 教授 塩瀬 明 先生より、第 5 回九州･沖縄地区補助人工心

臓研修コースが 2020年 10月 24日に九州大学病院構内(福岡市)で開催予定であることが報告された。 

■日本定常流ポンプ研究会 2020について 

九州大学大学院医学研究院 循環器外科学 教授 塩瀬 明 先生より、日本定常流ポンプ研究会 2020が、

2020年 11月 12日に三翠園(高知市)にて開催予定であることが報告された。 
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■第 54回日本胸部外科学会九州地方会総会について 

大分大学医学部 呼吸器・乳腺外科学講座 教授 杉尾 賢二 先生より、第 54 回日本胸部外科学会九州

地方会総会が 2021年 7月 29日、30日に J:COMホルトホール大分(大分市)で開催予定であることが報告され

た。 

 

10-3. 繰越金減少に伴う、九大事務局からの補助金の検討について 

 近年の地方会事務局財政状況の悪化により、回復するまで当面の間は、地方会の現補助金額 250 万円より

200万円に減額することが提案され、全会一致で承認された。 

 

10-4. 新旧各役員よりご挨拶 

以下の先生方よりそれぞれご挨拶をいただいた。 

 

■｢第 53回日本胸部外科学会九州地方会総会｣プログラム委員長より 

心臓血管外科 塩瀬 明 先生 (九州大学大学院医学研究院 循環器外科学講座 教授) 

呼吸器外科  竹尾 貞徳 先生 (独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 副院長) 

食道外科   木村 和恵 先生 (九州大学大学院医学研究院 先進がんゲノム検査共同研究部門 准教授) 

 

■新旧世話人より 

【旧役員】 

上杉 英之 先生  済生会熊本病院 心臓血管外科 部長 

馬場 秀夫 先生  熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学 教授 

＊第 122回日本外科学会定期学術集会(会頭：馬場秀夫先生)が 2022年 4月 14日～16日に熊本城ホール他(熊

本市)で開催予定であることが報告された。 

森田 勝 先生   九州がんセンター 消化管外科 統括診療部長、消化管外科部長 

【新役員】 

落合 由恵 先生  JCHO九州病院 心臓血管外科 医長、ICU部長 

木村 和恵 先生  九州大学大学院医学研究院 先進がんゲノム検査共同研究部門 准教授 

吉田 直矢 先生  熊本大学病院 消化器癌先端治療開発学寄附講座 特任准教授 

 

■｢第 57回日本胸部外科学会九州地方会総会｣会長より 

 田中 文啓 先生(産業医科大学 第 2外科 教授) 

 


