
日本消化器内視鏡学会北海道支部 

平成 21 年度評議員会資料 

 

 

日時：平成 21 年 6 月 8 日（日）  12:00〜13:00 

場所：札幌医大臨床教育研究棟 ２階講義室 

 

 

議事 

 

１．平成 20 年度庶務報告ならびに事業報告 

 

２．認定専門医制度について 

 

３．例会会長選考委員会報告 

 

４．平成 20 年度会計報告（2008.3.1～2009.2.28） 

 

５．平成 21 年度事業計画 

 

６．平成 21 年度予算（2009.3.1～2010.2.28） 

 

７．評議員について 

 

８．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．平成 20 年度庶務報告ならびに事業報告 

 

（１）役員ならびに会員の状況（平成 21 年 6 月現在）（前年度） 

 

     総会員数            1449 名（1439 名） 

     評議員（幹事を含む）       130 名（131 名） 

 

（２）会務 

 

   ○平成 20 年度幹事会 

     平成 20 年 4 月 8 日（火）、札幌グランドホテル 

      出席 16 名、 欠席 4 名 

   ○専門医審議会 

     平成 20 年 5 月 12 日（月）、札幌厚生病院会議室 

      出席 6 名 

   ○評議員会 

     平成 20 年 6 月 1 日（日）、札幌医科大学臨床研究棟２階講義室 

      出席 100 名、 欠席 30 名（委任状提出 28 名） 

   ○総会 

     平成 20 年 6 月 1 日（日） 札幌医科大学臨床研究棟１階講堂 

   ○北海道セミナー実行委員会 

     平成 20 年 6 月 1 日（月） 札幌医科大学臨床研究棟セミナー室 

       出席 7 名 

   ○支部例会会長選考委員会 

     平成 20 年 11 月 17 日（月） 札幌グランドホテル 

       出席 8 名 

 

（３）支部例会 

 

   □第 97 回北海道支部例会 

     平成 20 年 6 月 1 日（日） 札幌医科大学臨床教育研究棟 

      会長：北海道消化器科病院 院長 堀田 彰一 

      特別講演：座長 目黒 高志 

       「超音波内視鏡による食道・胃静脈瘤血行動態診断」 

           札幌厚生病院第三消化器科 佐藤 隆啓 

       「胃食道静脈瘤に対する治療戦略」 

           福岡県立医科大学内視鏡診療部 小原 勝敏 

      演題数：61 題 

      参加者：343 名 
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   □第 98 回北海道支部例会 

     平成 20 年 9 月 28 日（日） 札幌医科大学臨床教育研究棟 

会長：市立旭川病院消化器病センター 斉藤 祐輔 

合同シンポジウムテーマ： 

      「炎症性性腸疾患診断・治療のトピックス」 

      演題数：71 題 

      参加者：330 名 

 

（４）北海道セミナー 

 

   ◇第 22 回日本消化器内視鏡学会北海道セミナー 

     日時：平成 20 年 11 月 29 日（土）・30 日（日） 

     場所：札幌医科大学 臨床講堂 

     会長：手稲渓仁会病院消化器病センター 高橋 邦幸 

     テーマ：「消化器内視鏡診断：治療の基本と Update 

          ー内視鏡医に必要な知識と手技ー」 

     参加者：66 名（会員 65 名 非会員 1 名） 

 

 

2.認定専門医制度について 

 

 ○平成 20 年度新規指導施設（3 施設） 

    札幌緑愛会病院、札幌ひばりが丘病院、恵み野病院 

 

○専門医、指導医、指導施設数（平成 21 年 3 月現在） 

    （平成 20 年度合格者を含む） 

 

  専門医           748 名 

  指導医          222 名 

  指導施設          61 施設 

 

 （参考）平成 20 年度合格数 

 

     専門医        22 名 

     指導医        15 名 

     指導施設        3 施設 

 

 

 

２ 



 ○平成 20 年度消化器内視鏡技師認定 

 

   北海道支部  合格数    54 名 

          累計    726 名  （平成 21 年 3 月現在） 

 

 

３．支部例会会長選考委員会報告 

 

 日時：平成 20 年 11 月 17 日（月） 午後６時 30 分～ 

 場所：札幌グランドホテル 別館 4 階 「すずらん」 

  出席  支部長   加藤 元嗣 

      支部庶務  清水 勇一 

      選考委員  有村 佳昭、内沢 政英、佐藤 康史、 
            鈴木 潤一、原田 一道、真口 宏介 
 

 

 １．平成 22 年春の第 100 回支部例会会長候補 

     北海道大学病院光学医療診療部（支部長） 加藤 元嗣 

 

 ２．平成 22 年秋の第 101 回支部例会会長候補 

     恵佑会札幌病院 塚越 洋元 

 

              ※両先生には了解を頂いております。 
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４．平成 20 年度会計報告 

 

収入の部 

事業収入          \934,5000 

内訳 

 広告収入（事務局）        \0 

     （セミナー） \882,000 

医療機器展示料      \52,500 

 

負担金収入       \2,056,000 

 内訳 

  例会参加費      \673,000 

寄付金収入       \5,191,683 

 

雑収入           \13,586 

 

当期収入        \8,195,769 

前期繰越金       \6,749,849 

 

平成 20 年度収入合計 \14,945,618 

 

 

支出の部 

学術部門事業費     \7,885,184 

本部会計繰入金       \39,040 

当期支出合計      \7,924,224 

 

当期収支合計        \271,545 

 

次期繰越金       \7,021,394 

 

 

 

＊ 本部会計繰入金とは消費税で本部が一括して収めます。 

＊ 当期収支\271,545 の黒字決算で平成 20 年度は終了。 

             （次期繰越金\7,021,394） 

 

 

 

５ 



５．平成 21 年度事業計画 

 

（１）支部例会 

 

 □第 98 回北海道支部例会 

   平成 21 年６月 7 日（日） 札幌医大臨床教育研究棟 

   会長：手稲渓仁会病院消化器病センター 真口 宏介 

   特別講演：「胆膵内視鏡における日米の相違」 

        University of Colorado Denver 深見 悟生 

 

 □第 99 回北海道支部例会 

   平成 21 年 9 月 13 日（日） 札幌医大臨床教育研究棟 

   会長：北海道大学消化器内科 浅香 正博 

   合同シンポジウムテーマ： 

             「門脈圧亢進症の診断と治療の最近の動向」 

 

（２）会務 

 

 ○幹事会 

   平成 21 年 4 月 14 日（火） 札幌グランドホテル 

 ○専門医審議会 

   平成 21 年 5 月 18 日（月） 北海道大学エンレイソウ 

 ○評議員会・総会 

   平成 21 年 6 月 7 日（日） 札幌医大臨床教育研究棟 

 ○北海道セミナー実行委員会 

   平成 21 年 6 月 7 日（日） 札幌医大臨床教育研究棟セミナー室 

 ○支部例会会長選考委員会 

平成 21 年 11 月未定日  場所未定 

 

 

（３）北海道セミナー 

 

 □第 23 回日本消化器内視鏡学会北海道セミナー 

   日時：平成 21 年 12 月 5 日(土）・6 日(日) 

   場所：札幌医大臨床教育研究棟 

   会長：北海道大学第三内科 清水 勇一 

 

 

 

６ 





６．平成 21 年度予算 

 

収入の部 

事業収入         \500,000 

 

負担金収入       \1,955,000 

 

寄付金収入       \5,610,000 

 

当期収入合計      \8,075,000 

前期繰越金       \7,061,634 

 

平成 21 年度収入合計  \15,136,634 

 

 

支出の部 

学術集会費       \9,072,000 

本部会計繰入金       \50,000 

当期支出合計      \9,122,000 

 

当期収支       ▲\1,047,000 

 

次期繰越金       \6,014,634 

 

 

 

＊ 事務局で集めておりました例会広告費については本年度も廃止。 

＊ 平成 21 年度収支は\1,047,000 の赤字となるが、次期繰越金として 

\6,014,634 を予定。 
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７．評議員について 

  2009 年 3 月 31 日現在 評議員数 130 名  

 

(1)平成 21 年度支部評議員候補者 

 

 北海道大学第三内科   河上  洋 

 遠軽厚生病院内科    佐藤  龍 

 市立函館病院消化器科  成瀬 宏仁 

 札幌医科大学第四内科  林   毅 

 新日鐵室蘭病院消化器科 前田 征洋 

 旭川厚生病院消化器科  柳川 伸幸 

 

(2)定年退職 

 本年度なし 

 

(3)評議員移動 

  高山 哲治・渡 二郎（他支部移転）  野尻 秀一（辞退） 

 

 

8．その他 

 

 ⑴幹事交代について 

  委嘱期間 10 年、及び所属科の担当変更により下記幹事 9 名が交代と 

  なります。 

 【委嘱 10 年を迎えられた先生】 

  加藤 元嗣・関谷 千尋・内沢 政英・折居 裕・近藤 哲・ 

  鈴木 潤一・原田 一道・真口 宏介 

 【新幹事】 

  ・勤医協中央病院外科        石後岡正弘（内沢先生推薦） 

  ・斗南病院             近藤  仁（支部長推薦） 

  ・北海道大学病院腫瘍外科      七戸 俊明（近藤先生推薦） 

  ・KKR 札幌医療センター       関  英幸（鈴木先生推薦）     

  ・手稲渓仁会病院消化器病センター  野村 昌史（真口先生推薦） 

  ・伊達赤十字病院消化器科      久居 弘幸（支部長推薦） 

  ・旭川厚生病院消化器科       柳川 伸幸（折居先生推薦） 

  ・北海道大学病院光学医療診療部   清水 勇一（加藤先生推薦） 

  ・札幌医大第 1 外科  山口 浩司 ⇒ 信岡 隆幸（担当変更の為） 

 

 

９ 



 ⑵監事交代について（１名） 

  天使大学大学院 関谷千尋 ⇒ 同交会病院 小林壮光 

 

 ⑶支部細則変更委員会発足について 

  委員（予定） 札幌厚生病院消化器科  今村 哲理 

         天使大学大学院     関谷 千尋 

         札幌しらかば台病院   遠藤 高夫 

         旭川医科大学第三内科  藤谷 幹浩 

         北海道大学第三内科   清水 勇一 

         北海道大学腫瘍外科   七戸 俊明 

  議題 １．会長の選出と再任回数について 

      ２．監事の任期と再任回数について 

     ３．幹事の選任と任期について 

     ４．技師制度地区委員の選任と任期について 

     ５．各種委員の選任と任期について 

       （専門医制度委員、例会会長選考委員等） 

      ６．評議員等委嘱期間について 

 

 ⑷専門医制度審査委員選出について 

  支部委員       今村哲理（留任） 

  指導医施設認定委員  藤谷幹浩（留任） 

  指導医施設認定委員  加藤元嗣 ⇒ 有村佳昭（札幌医大第一内科） 

  資格認定委員     真口宏介（留任） 

  資格認定委員     遠藤高夫 ⇒ 佐藤康史（札幌医大第四内科） 

  庶務         清水勇一（北大第三内科） 

 

 ⑸例会会長選考委員選出について（任期２年につき 2009 年改選のため） 

  委員（予定） 北海道大学第一外科      片岡 昭彦 

         同交会病院          小林 壮光 

         市立旭川病院消化器病センター 斎藤 裕輔 

         旭川医科大学消化器外科    星  智和 

         北海道消化器科病院内科    堀田 彰一 

         旭川医科大学第二内科     松本 学也 

 

 ⑹第 100 回記念例会について 

   日時：平成 22 年 6 月 5 日(土) 

   場所：北海道厚生年金会館 

   特別講演会・ランチョンセミナー・記念祝賀会を予定 

   ＊日本消化器病学会北海道支部例会は 6 月 6 日(日)となります。 
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 ⑺留保金について 

・ 本ホームページ上でアーカイブを充実 

・ 研修医奨励賞、学会賞の設置 

・ その他 

 

 ⑻若手医師への内視鏡トレーニングについて 

  STEDs とのタイアップ（ESD hands on training seminar） 
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