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■ 第 54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 54回日本胸部外科学会九州地方会総会 会長 

大分大学呼吸器・乳腺外科学講座 教授 杉尾 賢二 

日 時：2021年 7月 29日（木） 16:25～17:20 

場 所：ウェブ開催 

 

今年度第 54 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 228

名中、出席者 161名、委任状 29 名の計 190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 木村 聡 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 826 名、新規入会数は 47 名、退会者数は 41 名(希望退会 7 名、他地区へ

異動 4名、自然退会（2年以上の年会費未納者）29名、死亡退会 1名)であった。 

年会費納入状況は、会費納入率 77.5 %であった。 

 

死亡退会された方々に黙祷を捧げた。 

古賀 道弘 先生 （名誉会員 2021.3.14ご逝去) 

香月 武人 先生 (特別会員 2021.2.3ご逝去)（2021.4.1以降、事務局あてに連絡があった訃報） 

 

■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 木村 聡 先生より報告。 

１ ｢第 53回九州地方会総会｣会計報告 （九州大学作成） 

２ 事務局 2020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 

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 

2024年(第 57回)会長に 産業医科大学第 2外科 田中 文啓 先生 

 

■ 今年度世話人会からの推薦者について 

2025年(第 58回)会長に、九州がんセンター 消化管外科 森田 勝 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 
                                                  
■ 現世話人である和田 秀一 先生(心)、矢野 篤次郎 先生(肺)が任期満了となった。後任として、 

熊本大学大学院生命科学研究部 心臓血管外科 福井 寿啓 先生(心)、 

九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 岡本 龍郎 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  

会計監査人の任期 2年であるため引き続き、福岡大学医学部 心臓血管外科 和田 秀一 先生に行って

いただくことが報告された。 

 

■６．名誉会員、特別会員推薦（細則に基づいて） 
                                                   
■ 新名誉会員認定者 ※細則第 1条に基づき、以下 5名が推薦され、全会一致で承認された。 

井本 浩 先生 藤元総合病院 特別顧問／鹿児島市立病院／霧島市立医師会医療センター 

岩﨑 昭憲 先生 福岡大学病院 総病院長 

國吉 幸男 先生 社会医療法人 浦添総合病院 心臓血管外科 顧問 

夏越 祥次 先生 玉昌会 加治木温泉病院 院長 

森田 茂樹 先生 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 院長 

■ 特別会員推薦は今回はなし。 

 

■７．令和 3年度地方会評議員 
                                                  
7-1.新推薦評議員認定者 

住 瑞木 先生 白十字病院 心臓血管外科 部長 

曽我 欣治 先生 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 先進治療科学専攻 外科学講座  

心臓血管外科学 教授 

峰松 紀年 先生 福岡県済生会福岡総合病院 心臓血管外科 主任部長 

安恒 亨 先生 産業医科大学 心臓血管外科学 准教授 

 

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 4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：2名 

・富田 幸裕 先生(退会)   ・松尾 敏弘 先生(一般会員へ移行) 

 

2．定年者:9名 ※第 54回総会後 (8月 1日)より、一般会員へ移行 

・井上 正邦 先生 ・坂本 真人 先生 ・林 明宏 先生 

・伊波 潔 先生 ・谷口 英樹 先生 ・森 義顕 先生 

・上田 仁 先生 ・永松 佳憲 先生 ・湯ノ谷 誠二 先生（退会） 
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3．3年任期満了に伴い 44名の先生へ諾否を伺い、諾 41名、否 3名の報告があった。 

（推薦評議員継続 否の 3名について） 

・赤崎 満  先生 → 一般会員へ移行 

・濵脇 正好 先生 → 一般会員へ移行 

・森重 徳継 先生 → 一般会員へ移行 

 

■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。 

 

・白石 武史 先生 （会誌編集委員会） 

■ GTCS 2020 年 Impact Factor について 

昨年度、過去最高の 1.517ポイントをいただき、Impact Factorが上がってきている事の報告と、 

GTCSへの投稿(特に Original article)のお願いがなされた。 

 

・塩瀬 明 先生 （国際委員会について） 

■ フェローシップ等について 

フェローシップの詳細(利点、期間、賞金等)の説明と九州地区からも奮って応募いただきたい旨の話がな

された。 

 

・塩瀬 明 先生 （地方会のあり方委員会） 

■ 本会・地方会の一体化後について  

→未納年会費（2020 年以前）については、九大事務局にて今後も納入案内を行う。 

→2021 年度分より： 地方会評議員年会費 3,000 円 

地方会のみ会員年会費 3,000円  

 

・塩瀬 明 先生 （｢JATS Case Presentation Awards」の規定について） 

■ ｢JATS Case Presentation Awards」の規定について 

JATS Case Presentation Awardsについて、以下の規定が提案され、全会一致で承認された。本規定は 

次回の第 55回日本胸部外科学会九州地方会総会の受賞者から適用される。 

 

【規定】 

1） 本選において受賞経験（最優秀賞もしくは優秀賞）のある者は、地方会での発表は可であるが、以後

本選には出場できない。 

 

2) 本選で受賞した者には、下記の特典を授与する。（九大事務局が負担する） 

 次の地方会で表彰する場を設け、賞金の授与を行う 

（最優秀賞：10万円、優秀賞 5万円）。 

 受賞後 5年間は地方会総会参加費を無料とする。 

 

【地方会→本選への推薦演題登録について】 

 ○ 演題登録時、症例の差替えは NG、抄録のブラッシュアップは OK 

 ○ 和文に加えて英文登録(200 Word目安)も必要。 



 4 

 

■９. ホームページの件 
                                                  
■ 総会終了後には新役員と第 54回議事録がアップされることが報告された。 

 

HPアドレス：http://jpatsk.com/ 

 

 

■１０．その他 

                                                  

10-1. 九州地方会総会での、演題発表(学生、初期研修医)について 

【会則第 3条 3項】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。 

【申し合わせ事項】本地方会の演題において、筆頭演者は年会費を必ず納入のこと。 

 

〈筆頭演者について〉以下の申し合わせが提案され、全会一致で承認された。 

■ 学生に関して 

地方会会員が共同演者であれば、学生が非会員でも筆頭演者となる権利を有する。又、学生証の提示

で学会参加費無料とする。 

■ 初期研修医に関して 

必ず入会し、年会費を納めること。学会参加費は大会長に一任する。 

 

 

10-2. 訃報連絡について 

【第 40回(2007年) 評議員会議事録より】 

慶弔費の統一について名誉会員、特別会員、ご逝去時にスタンド花、弔電を送り、評議員に対し弔電送るこ

ととした。 

 

会員への連絡については本会に倣い、以下を申し合わせ事項に追加することを提案され、全会一致で承認さ

れた。 

「名誉・特別会員の訃報時、世話人と評議員へ九大事務局より登録メールへ訃報連絡を行う。その他の会員

へはこれまで同様に総会時に報告を行う。」 

 

10-3. 細則の変更について ※以下の通り、規程変更して運用することとなった。 

■ 【変更】 細則第 3条 2項（3） 

現行） 「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。」 

変更） 「推薦評議員は、日本胸部外科学会専門医会員の資格を持つ者とする。」 

 

【変更の背景】胸部外科学会の会員区分「正会員」が「専門医会員」へ名称変更となった。変更に伴い、

当会細則の「正会員」と表記している箇所も修正の必要がある。 

本会より：特定非営利活動法人の正会員の名称が、一般社団法人になって専門医会員という名称に

変更した。正会員は、そのまま専門医会員に移行されている状況。 

※一般社団法人への登記は 2021 年 4月 1付けで認可。 

http://jpatsk.com/
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■ 【変更】 細則第 3条のタイトルと 1、2項について 

変更 1） タイトルの ｢第 3条 評議員」  → 「第 3条 地方会評議員」へ 

変更 2） 総会評議員  → 本会名称にあわせ、「評議員」へ 

変更 3） 推薦評議員  → 「地方会推薦評議員」へ 

 

■ 【追記】 細則第 3条 2項に（8）を追記 

追記）「評議員の任を終了した者は、地方会推薦評議員となる権利を有し、自動的に移行となる。」 

 

 

10-4. 抄録集(アプリ導入)について 

概要と諸費用について九州大学病院 心臓血管外科 教授 塩瀬 明 先生より説明がなされ、調査の結

果、費用が高額であり現時点での導入は難しいため、従来通りの抄録でやっていき、今後リーズナブルな

ソフトが出てきたら、再検討することが報告された。 

 

10-5. 会長・新世話人挨拶および学会に関する告知について 

■ 第 58回（2025年）日本胸部外科学会九州地方会総会 会長よりご挨拶をいただいた 

森田 勝 先生  九州がんセンター 消化管外科 

 

■ 新世話人よりご挨拶をいただいた 

福井 寿啓 先生  熊本大学大学院生命科学研究部 心臓血管外科 教授 

岡本 龍郎 先生  九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 医長 

 

以下の先生方から、今後の学会・研究会の告知が行われた。 

■ 大分大学医学部 心臓血管外科 教授 宮本 伸二 先生より 

・第 56回日本胸部外科学会九州地方会総会(2023年 7月 27日(木)～28日(金)) J:COM ホルトホール大分 

・第 30回大動脈外科研究会(2022 年 4月 15日(金)) 第 122回日本外科学会定期学術集会会場 

・第 132回日本循環器学会九州地方会(2022年 6月 25日(土)) ウェブ開催予定 

 

■ 熊本大学病院 消化器癌先端治療開発学寄附講座 特任教授 吉田 直矢 先生（馬場 秀夫 教授代理）より 

・第 122回日本外科学会定期学術集会(2022年 4月 14日(木)～16日(土)) 熊本城ホール 

 

■ 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 72回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会(2021年 11月 11日(木)～12日(金)) 

シーガイアコンベンションセンター(宮崎市) 

・第 63回日本肺癌学会学術集会(2022年 12月 1日(木)～3日(土)) 

福岡国際会議場・福岡サンパレス・マリンメッセ福岡 B館 

 

■ 九州大学病院 心臓血管外科 木村 聡 先生より 

・第 6回九州・沖縄地区補助人工心臓研修コース(2021年 10月 23日(土)) 九州大学病院構内 

・第 27回日本 Advanced Heart & Vascular Surgery/OPCAB 研究会(2022年 7月 16日(土) 

九州大学病院構内 
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■ 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(2022年 5月 25日～27日) リーガロイヤルホテル小倉、AIM 

 

■ 長崎大学大学院 腫瘍外科(第一外科) 教授 永安 武 先生より 

・第 55回日本胸部外科学会九州地方会総会(2022年 7月 28日(木)～29日(金)) 出島メッセ長崎 

〈各分野プログラム委員〉 

（心臓領域）長崎大学大学院 心臓血管外科学 准教授 三浦 崇 先生 

（呼吸器領域）長崎大学大学院 腫瘍外科学 教授 永安 武 先生 

（食道領域）長崎大学大学院 消化器再生医療学講座 教授 金高 賢悟 先生 

 

 

10-6. 繰越金増加に伴う、九大事務局からの補助金検討について 

昨年評議員会で、地方会の補助金額 250→200 万円に減額することが承認されたが、地方会事務局の財政状

況が小康状態であるため、第 54 回については 250 万円のまま補助することが提案され、全会一致で承認さ

れた。 

 


