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一般社団法人日本肝胆膵外科学会 

平成 24 年度（2012 年）事業報告書 

 

1：肝胆膵の外科に関する学術集会の開催 

 

第 24 回(2012 年度)日本肝胆膵外科学会・学術集会 

  会期：2012 年 5 月 30 日～6 月 1 日 

  会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

  会長： 藤元 治朗（兵庫医科大学外科学第一） 

  1404 題の演題（指定演題も含む）が集まった。 

   

2：機関誌の発行 

 

本学会英文機関誌 Journal of Hepaoto-Biliary-Pancreatic Sciences (JHBPS)を発行し、本学会全員

に郵送した。 

  

19 巻 3 号 2012 年 5 月 3,500 部発刊（オンラインジャーナルも含む） 

19 巻 4 号 2012 年 7 月 3,500 部発刊（オンラインジャーナルも含む） 

19 巻 5 号 2012 年 9 月 3,500 部発刊（オンラインジャーナルも含む） 

19 巻 6 号 2012 年 11 月 3,500 部発刊（オンラインジャーナルも含む） 

20 巻 1 号 2013 年 1 月 3,500 部発刊（オンラインジャーナルも含む） 

20 巻 2 号 2013 年 3 月 3,500 部発刊（オンラインジャーナルも含む） 

 

Impact Factor 2.099（2012 年 6 月時点） 

 

3：高度技能専門医認定に関する事業        

 

2012 年 6 月 

高度技能専門医最終判定  

34 名の申請中、17 名を認定とし、17 名を非認定とした。 

 

指導医資格認定小委員会    

75 名の申請中、66 名を認定とし、9 名を非認定とした。 

 

修練施設認定小委員会            

A 申請の 7 施設中 4 施設を A 認定、2 施設を B 認定、1 施設を非認定とした。 

B 申請の 20 施設中 12 施設を認定し、8 施設を非認定とした。 

 

4：本学会運営と活動 

 

＜会員数等＞ 
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１．会員数 

平成２４年３月３１日現在 ３，２７５名 

 

平成２４年４月１日以降 平成２５年３月３１日まで 

新入会 ３５１名 

退 会 １３６名 

 内訳 

  本人申出 ８１名 

  逝  去  ３名 

 強制退会 ５２名 

休 会 ７名 

復 会 ６名 

 

平成２５年３月３１日現在 ３，４８９名 

内 訳   

名誉理事長 ２名 

名誉会員 ３６名 

特別会員 ７３名 

評 議 員 １，２７４名 

正 会 員 ２，１０４名 

 

２．物故者（H24.4.1～H25.3.31に届出があったもの）５０音順 

内野(うちの) 純一(じゅんいち)  （特別会員） 

及川(おいかわ) 公生(こうせい)  （正会員） 

田中(たなか)  聰(さとし)  （特別会員） 

 

３．新評議員の認定：98 名 

 

４．2012 年 5 月 31 日社員総会での各賞授与と名誉会員・特別会員推戴 

  ＝学会賞＝ 

  1 位 伊藤 達雄 先生（京都大学大学院医学研究科肝胆膵・移植外科） 

  “The distribution of atypical epithelium in main-duct type intraductal papillary  

  mucinous neoplasms of the pancreas” 

  Vol.18:Pages241-249 

 

  2 位 有泉 俊一 先生（東京女子医科大学消化器病センター外科） 

  “A non-smooth tumor margin in the hepatobiliary phase of gadoxetic acid disodium 

  (Gd-EOB-DTPA)-enhanced magnetic resonance imaging predicts microscopic portal 

  vein invasion, intrahepatic metastasis, and early recurrence after hepatectomy in 

  patients with hepatocellular carcinoma” 

  Vol.18:Pages575-585 
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  学会賞 1 位の伊藤 達雄先生には、副賞として高田賞が授与された。   

   

  ＝理事長賞＝ 

  楳田 祐三 先生（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器外科） 

  大腸癌肝転移における治療戦略 

  ―遺伝子変異情報を基盤とした治療戦略構築の可能性― 

 

  門脇 晋 先生（帝京大学医学部外科） 

  膵管ロストステントの体内動態についての検討 

 

  庄 雅之 先生（奈良県立医科大学 消化器・総合外科） 

  Full-dose Gemcitabine/Radiation による膵癌術前治療が臨床経過に及ぼす影響 

  

  ＝名誉創立者・名誉理事長推戴者＝ 

  高田忠敬 先生 

   

  ＝名誉会員推戴者＝ 

  高崎 健 先生  

  兼松 隆之 先生   

   

  ＝特別会員推戴者＝ 

  浅野武秀 先生 

  

 ５．役員の選任・退任 

 a) 2012 年 5 月 31 社員総会終了後 役員の変更 

 ＜退任理事 4 名＞ 

 １：高田忠敬 帝京大学医学部外科 

 ２：幕内雅敏 日本赤十字医療センター 

 ３：嶋田 紘 医療法人博俊会 春江病院 

 ４：安藤久實 名古屋大学医学部小児外科 

 ＜退任監事 2 名＞ 

 １：平田公一 札幌医科大学第一外科 

 ２：田中雅夫 九州大学腫瘍外科 

  

  ＜新任理事 5 名＞ 

 １：杉山政則 杏林大学医学部外科学消化器・一般外科 

 ２：小菅智男 国立がん研究センター中央病院肝胆膵外科 

 ３：高田泰次 愛媛大学大学院医学系研究科外科学講座肝胆膵・移植外科学分野 

 ４：大段秀樹 広島大学大学院先進医療開発科学講座外科学 

 ５：佐野圭二 帝京大学医学部外科学講座 
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 ＜新任監事 2 名＞ 

 １：藤井秀樹 山梨大学医学部外科学講座第一教室 

 ２：橋爪 誠 九州大学大学院医学研究院先端医療医学 

 

   

  ＜2012 年 5 月 31 日新理事会終了後 代表理事＞  

  宮崎 勝理事 

   

  ＜2012 年 5 月 31 日社員総会終了後 新体制役員名簿＞ 

  

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ＜2012 年 5 月 31 日社員総会終了後 各種委員会 担当理事と委員長＞ 

氏名 所属

理事 1 宮崎　勝 千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学 重任理事

2 宮川　秀一 公益財団法人豊田地域医療センター外科 重任理事

3 猪股　裕紀洋 熊本大学大学院生命科学研究部小児外科学分野 重任理事

4 藤元　治朗 兵庫医科大学外科学 重任理事

5 木村　理 山形大学医学部消化器・一般外科 重任理事

6 梛野　正人 名古屋大学大学院医学系研究科腫瘍外科学 重任理事

7 太田　哲生 金沢大学大学院医学系研究科がん局所制御学 重任理事

8 矢永　勝彦 東京慈恵会医科大学外科学講座消化器外科 重任理事

9 國土　典宏 東京大学医学部肝胆膵外科 重任理事

10 山本　雅一 東京女子医科大学消化器外科 重任理事

11 山上　裕機 和歌山県立医科大学第二外科 重任理事

12 若林　剛 岩手医科大学医学部外科学講座 重任理事

13 鈴木　康之 香川大学医学部消化器外科学 重任理事

14 吉田　雅博 化学療法研究所附属病院人工透析センター、一般外科 重任理事

15 遠藤　格 横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科 重任理事

16 大坪　毅人 聖マリアンナ医科大学外科学消化器・一般外科 重任理事

17 海野　倫明 東北大学大学院医学系研究科消化器外科学 重任理事

18 杉山　政則 杏林大学医学部外科学消化器・一般外科 新任理事

19 小菅　智男 国立がん研究センター中央病院肝胆膵外科 新任理事

20 高田　泰次 愛媛大学大学院医学系研究科外科学講座肝胆膵・移植外科学分野 新任理事

21 大段　秀樹 広島大学大学院先進医療開発科学講座外科学 新任理事

22 佐野　圭二 帝京大学医学部外科学講座 新任理事

監事 1 藤井　秀樹 山梨大学医学部外科学講座第一教室 新任監事

2 橋爪　誠 九州大学大学院医学研究院先端医療医学 新任監事

2012年5月31日社員総会終了後　新体制役員名簿
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 ６：その他 

 a) 2017年に Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association (A-PHPBA)が開催され

 る予定で、2012 年 11 月理事会において、2017 年 A-PHPBA が第 29 回学術集会と共同開

 催をすることが決まり、本学会理事である若林 剛理事が会長として選任された。 

 

 5：平成 24 年度中開催理事会・社員総会について 

 ＝理事会＝ 

 日時：平成 24 年 5 月 30 日（水）8：30～11：00 

 場所：大阪国際会議場 7Ｆ会議室 701+702 

 

一般社団法人　日本肝胆膵外科学会

各種委員会

委員会名 担当理事 委員長 副委員長
1 将来検討委員会 山本雅一
2 財務委員会 吉田雅博
3 あり方委員会 遠藤　格 後藤満一　→　江口　晋
4 Scientific Committee(学術委員会） 藤元治朗 宮崎勝 →　平野　聡
5 定款検討委員会 安藤久實　→　小菅智男 小菅智男　→　中村雅史
6 倫理委員会 太田哲生 萱原正都
7 国際交流委員会 木村　理　→　佐野圭二 國土典宏　　→　×
7（1) Japan Chapter(A-PHPBA) 國土典宏
8 評議員選考委員会 鈴木康之 塚田一博　→　袴田健一

委員会名 Editor-in-Chief Co-Editor Associate Editor
9 編集委員会 高田忠敬 山上裕機 三浦文彦

委員会名 担当理事 委員長 副委員長
10 高度技能専門医制度委員会 山本雅一 矢永勝彦
10（1） 修練施設認定小委員会 矢永勝彦
10（2） 指導医資格認定小委員会 海野倫明
10（3） 高度技能専門医資格認定小委員会 山上裕機
10（4） 技術認定小委員会 宮崎　勝　→　國土典宏
10（5） 教育プログラム立案小委員会 藤元治朗
12 保険診療委員会 矢永勝彦 小菅智男

実務委員会 矢永勝彦
手術委員会 矢永勝彦
処置委員会 窪田敬一
検査委員会 大坪毅人

13 学会賞選考委員会 宮川秀一　→　杉山政則 海野倫明
14 胆道癌診療ガイドライン委員会 高田忠敬　→　宮崎　勝 宮崎　勝　→　梛野正人
15 胆道癌取扱い規約委員会 宮崎　勝 佐野圭二
16 胆道癌登録委員会 宮川秀一 堀口明彦
17 胆道癌登録・取扱い規約委員会 　宮川秀一　 宮崎　勝
17 プロジェクト委員会 山上裕機

膵臓プロジェクトワーキンググループ 山上裕機　→　小菅智男 伊佐地秀司 
肝臓プロジェクトワーキンググループ 山本雅一 高山忠利 
胆道プロジェクトワーキンググループ 宮川秀一 海野倫明

18.New 合同プロジェクト委員会 山上裕機
18(1) 日韓合同プロジェクト小委員会 權   雅憲 
18(2) 日台合同プロジェクト小委員会 山本雅一
19 データベース委員会 山本雅一 海野倫明
20 利益相反委員会 國土典宏　→　大段秀樹 金子弘真　→　青木　琢
21 内視鏡外科関連委員会 若林　剛 金子弘真
22 肝門部胆管癌取扱い委員会 梛野正人 梛野正人　→　江畑智希
24 小児肝胆膵外科関連委員会 猪股裕紀洋 上本伸二
25 安全管理委員会 大坪毅人 佐野圭二
26.New 肝膵移植外科関連委員会 高田泰次 武冨紹信

理事選考委員会 嶋田　紘　→　木村　理
広報室 大坪毅人
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 ＝高度技能専門医認証式＝ 

 日時：平成 24 年 5 月 31 日（木）17：05～17：20 

 場所：京大阪国際会議場 5Ｆメインホール 

 ＝社員総会＝ 

 日時：平成 24 年 5 月 31 日（木）17：20～19：05 

 場所：大阪国際会議場 5Ｆメインホール 

  

 


