
日本消化器内視鏡学会北海道支部 

平成 24 年度評議員会資料 

 

 

日時：平成 24 年 6 月 3 日（日）  12:25〜13:25 

場所：かでる２・７ ８階８０２研修室 

 

 

議事 

 

１．平成 23 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．日本消化器内視鏡学会北海道支部共催 

 

５．平成 23 年度会計報告（2011.3.1～2012.2.29） 

 

６．平成 24 年度事業計画 

 

７．平成 24 年度予算（2012.3.1～2013.2.28） 

 

８．評議員について 

 

９．役員交代について 

   

１０．支部細則変更の件  

 

１１．その他 

   イ）幹事会の再構築について 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．平成 23 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 24 年 4 月現在）（前年度） 

 

     総会員数            1457 名（1461 名） 

     評議員（幹事を含む）       135 名（138 名） 

 

 

（２）会務 

 

   ○平成 23 年度幹事会 

     平成 22 年 4 月 12 日（火）、札幌グランドホテル 

      出席 17 名、 欠席 3 名 

 

   ○専門医審議会 

     平成 23 年 5 月 16 日（月）、北海道大学エンレイソウ 

      出席 5 名、 欠席 1 名 

 

   ○評議員会 

     平成 23 年 6 月 5 日（日）、札幌医科大学臨床教育研究棟 

      出席 98 名、 欠席 40 名（委任状提出 23 名） 

 

   ○総会 

     平成 23 年 6 月 5 日（日） 札幌医科大学臨床教育研究棟 

 

   ○消化器内視鏡学会支部、消化器病学会支部合同在り方委員会 

     平成 23 年 7 月 7 日（木） 札幌グランドホテル 

 

   ○支部例会会長選考委員会 

     平成 23 年 12 月 9 日（金） 札幌グランドホテル 

      出席 6 名、  欠席 3 名 

 

   ○消化器内視鏡学会支部、消化器病学会支部合同在り方委員会 

     平成 23 年 11 月 1 日（火） 札幌グランドホテル 

 

 

 

 

 

1 



（３）支部例会 

 

 □第 102 回北海道支部例会 

     平成 23 年 6 月 5 日（日） 札幌医科大学教育研究棟 

      会長：札幌厚生病院 今村 哲理  

      ランチョンセミナーテーマ： 

         「パイオニアに学ぶーこれからの消化管内視鏡学」 

      演題数：58 題 

      参加者：401 名 

 

  【優秀演題賞】 

    小野寺 学（釧路労災病院）  吉井 新二（恵佑会札幌病院） 

    桒谷 将城（北海道大学第三内科） 

  【専修医優秀演題賞】 

    木下 賢治（釧路労災病院） 

  【研修医最優秀演題賞】 

    永井 一正（手稲渓仁会病院） 

  【研修医優秀演題賞】 

    那須野 央（日鋼記念病院）  菊地 淳（札幌厚生病院） 

 

 

□第 103 回北海道支部例会 

     平成 23 年 9 月 11 日（日） 札幌医科大学臨床教育研究棟 

会長：旭川医科大学消化器･血液腫瘍制御内科 高後 裕  

合同シンポジウムテーマ： 

   「消化器の前癌病変・前癌状態 

       ー診療と研究のトピックス」 

      演題数：60 題 

      参加者：300 名 

 

  【優秀演題賞】 

    加藤 貴司（北海道消化器科病院）佐藤 龍（琴似ロイヤル病院） 

    林   毅（札幌医科大学第四内科） 

  【専修医最優秀演題賞】岡川  泰（室蘭病院） 

  【専修医優秀演題賞】 小西 徹夫（時計台記念病院） 

  【研修医最優秀演題賞】永井 一正（手稲渓仁会病院） 

  【研修医優秀演題賞】 檜森 亮吾（日鋼記念病院） 
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（４）北海道セミナー 

 

   ◇第 25 回日本消化器内視鏡学会北海道セミナー 

     日時：平成 23 年 12 月 10 日（土） 

     場所：札幌医科大学記念ホール 

     会長：札幌医科大学第一内科 山下健太郎  

     参加者：161 名（会員） 

 

 

２．認定専門医制度について 

 

 ○平成 23 年度新規指導施設（6 施設） 

    小笠原クリニック札幌病院   帯広厚生病院 

    琴似ロイヤル病院       市立小樽病院 

    時計台記念病院        日鋼記念病院 

 

○専門医、指導医、指導施設数（平成 24 年 4 月現在） 

    （平成 23 年度合格者を含む） 

 

  専門医           796 名 

  指導医          251 名 

  指導施設          71 施設 

 

 （参考）平成 23 年度合格数 

 

     専門医        30 名 

     指導医        14 名 

     指導施設        6 施設 

 

 ○平成 23 年度消化器内視鏡技師認定 

 

   北海道支部  合格数    63 名 

          累計    905 名  （平成 24 年 4 月現在） 
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３．支部例会会長選考委員会報告 

 

 日時：平成 23 年 12 月 9 日（金） 午後 7 時 

 場所：札幌グランドホテル 東館 3 階 「花の間」 

  出席  支部長   加藤 元嗣 

      支部庶務  清水 勇一 

      選考委員  片岡 昭彦、松本 学也、石後岡正弘、 
            目黒 高志 
 

 １．平成 25 年春（3 月）の第 106 回支部例会会長候補 

     伊達赤十字病院  久居 弘幸 

 ２．平成 25 年秋（9 月）の第 107 回支部例会会長候補 

     製鉄記念室蘭病院 前田 征洋 
 

              ※両先生には了解を頂いております。 

 

 

４．日本消化器内視鏡学会北海道支部共催（資料１） 

 

◇Sapporo Therapeutic Endoscopy Practice seminar(STEPs) 

 〜 4th ESD hands on training seminar 〜 

     日時：平成 23 年 6 月 18 日（土） 13:00〜18:00 

     場所：札幌厚生病院大講堂  

     参加者：35 名 

 

◇Sapporo Therapeutic Endoscopy Practice seminar(STEPs) 

 〜 5th ESD hands on training seminar 〜 

     日時：平成 23 年 11 月 12 日（土） 13:00〜18:00 

     場所：手稲渓仁会病院  

     参加者：35 名 
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５．平成 23 年度会計報告 

 

収入の部 

事業収入                 \0 

 

負担金収入         \2,311,000 

 内訳 

  例会参加費       \701,000 

  セミナー参加費    \1,610,000 

他会計からの繰入金収入  \7,449,080 

（本部・支部） 

雑収入              \1,881 

 

当期収入            \9,761,961 

前期繰越金          \8,439,403 

 

平成 23 年度収入合計   \18,201,364 

 

 

支出の部 

学術部門事業費       \6,635,850 

他会計への操出支出     \1,219,390 

（支払消費税含む          \30,310） 

当期支出合計         \7,855,240 

 

当期収支合計       \1,906,721 

 

次期繰越金       \10,346,124 

 

 

 

 

＊ 支払消費税は本部が一括して収めます。 

  3 月 29 日、本部に送金致しました。 
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６．平成 24 年度事業計画 

 

（１）支部例会 

 

 □第 104 回北海道支部例会 

   平成 24 年 6 月 3 日（日） かでる２・７ 

   会長：旭川厚生病院 柴田  好  

 

 □第 105 回北海道支部例会 

   平成 24 年 9 月 9 日（日） ＡＣＵ（アキュ） 

   会長：市立函館病院 成瀬 宏仁  

   合同シンポジウムテーマ：「消化器癌に対する集学的治療」 

     

 

（２）会務 

 

 ○幹事会 

   平成 24 年 4 月 10 日（火） 札幌グランドホテル 

 

 ○専門医審議会 

   平成 24 年 5 月 10（木）  北海道大学エンレイソウ 

 

 ○評議員会・総会 

   平成 24 年 6 月 3 日（日） かでる２・７ 

 

 ○支部例会会長選考委員会 

平成 24 年 11 月未定   場所未定 

 

 

（３）北海道セミナー 

 

 □第 26 回日本消化器内視鏡学会北海道セミナー 

   日時：平成 24 年 12 月 22 日（土） 

   場所：札幌医科大学大講堂 

   会長：札幌厚生病院 黒河  聖 

      テーマ：「エキスパートのコツ」 
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７．平成 25 年度予算 

 

収入の部 

事業収入             \0 

 

負担金収入        \1,650,000 

 

他会計からの繰入金収入  \10,460,000 

（本部・支部） 

 

雑収入              \61,500 

 

当期収入合計        \12,171,500 

前期繰越金        \10,346,124 

 

平成 25 年度収入合計  \22,517,624 

 

 

支出の部 

学術集会費          \9,093,000 

他会計への操出支出     \4,250,000 

（支払消費税含む          \50,000） 

予備費            \80,000  

当期支出合計        \13,423,000 

 

当期収支         ▲\1,251,500 

 

次期繰越金         \9,094,624 
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８．評議員について 

 

(1)新規申請者 

   旭川医科大学第二内科      北野 陽平 

   札幌厚生病院          田中 浩紀 

   旭川医科大学第三内科      田邊 裕貴 

   手稲渓仁会病院         田沼 徳真 

   札幌医科大学第一内科      山本 博幸 

 

 (2)新規申請者（支部長推薦） 

   北海道大学消化器内科      坂本 直哉 

   北海道大学第一外科       武冨 紹信 

   北海道大学第二外科       平野  聡 

 

 (3)辞 退 

   坂本 裕史       伴  紀宏 

 

９．役員交代について 

   ①幹事任期終了 

    片岡 昭彦、斉藤 裕輔、星  智和、松本 学也 

 

   ②新幹事 

    北海道大学第一外科       高橋 典彦 

    市立旭川病院          千葉  篤 

    旭川医科大学消化器・一般外科  海老澤良昭 

    旭川医科大学第二内科      北野 陽平  

 

   ③新セミナー運営委員 

    札幌厚生病院消化器科      佐藤 隆啓 

    市立旭川病院消化器内科     垂石 正樹 

    手稲渓仁会病院消化器病センター 潟沼 朗生 

    北海道大学光学医療診療部    間部 克裕 

    恵佑会第二病院消化器科     高橋 宏明  

 

１０．支部細則変更の件 （資料２） 

 

１１．その他 

   イ）幹事会の再構築について 
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