第 70 回中国四国産科婦人科学会評議員会議事録
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会長挨拶：
工藤会長より，評議員会開催の挨拶があった．
第 70 回中国四国産科婦人科学会の評議員会を開催させていただきます．本日はお集まりい
ただきありがとうございました．春に引き続き，広島で開催させていただき，先生方も広島
の街に詳しくなられたのではと思います．これを機会に，またどうぞよろしくお願いいたし
ます．お弁当が届きますので，お食事をとりながら会を進めさせていただきます．

報告事項：
1) 工藤会長より指名を受け，鎌田幹事より平成 28 年度会員数および会費納入状況，平成 29 年
度会費納入状況，会誌発行状況について報告があった．
2) 工藤会長より今年度の学会賞（八木賞）には 2 件の応募があったが，昨日の学術委員会での
審議により，いずれも八木賞に該当しなかったことが報告された．
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そして八木賞にはこれまで大学からの応募が主であったが，いわゆる関連施設からも臨床
研究を積極的に応募してほしいというのが学術委員会からの意見ですと報告された．
3) 工藤会長より，平成 29 年度臨床公募研究に高知大学から「再発子宮頸癌に対するベバシズ
マブの使用」に関する応募があったことが報告された．
学術委員会で審議したところ，ベバシズマブの副作用についてであるが，どれくらいの症
例が中四で集まるか，研究が時期尚早ではという意見が出た．そこでまず，どれくらい登録
できるかの予備調査を行い，来年度に再度申請して採択を審議するということで決定したと
の報告があった．再発子宮頸癌にベバシズマブが使用され始めて約 1 年が経過したが．これ
までに全国から約 30 件の消化管穿孔例が報告されている．中四で 10％とすると年間 3 件．
これでは差が出ないということですが，今後症例数が増えてくると思われるので予備調査を
してから再申請していただくとのことですと追加があった．
4) 工藤会長より，次年度からの Plus One セミナーにつき報告があった．
Plus One は岡山大学の平松先生が日産婦役員の時に開始された，新規の産婦人科医をい
かに増やすかといったもので，各大学が昨年より 1 名多く入局させたら全国で昨年より 80
人の産婦人科医が増えるという意味です．各連合学会でセミナーを開催し，日産婦本部から
50 万円，中四から最大 150 万円の予算で，今回が 4 回目になります．日産婦本部も財政が
厳しいようで次回から補助が減るのではということです．中四学会も 150 万円の補助により
毎年 100 万円ずつ繰越金が目減りしており，そのあり方を考え直す時期に入っていると言え
ます．
昨日の理事会で，4 回開催したセミナーの成果がどれくらいか，参加者がどこで新規に産
婦人科医をしているかどうかなどを調査し，その結果を見た上でこれからを決めてはとの意
見が出ました．各大学当たりではそう人数も多くないので，各大学の医局長に調べていただ
くことといたしました．それほど難しいことにはならないと思います．
5) その他の報告事項は，特になし．

協議事項：
1) 平成 28 年度決算書
工藤会長より指名を受け，鎌田幹事より，平成 28 年度会計の報告があった．
その後，工藤会長より，監事が 2 名とも欠席ですが，配布資料中に「平成 28 年度中国四国
産科婦人科学会決算につき監査いたしましたところ，正確且つ妥当であることを認めます。」
との監査報告を江尻，内藤両先生よりいただいたことの報告があり，全会一致で承認された．
2) 平成 29 年度予算案
鎌田幹事より報告があった．
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収入の部については，今年度の会費納入の義務のある会員数は 1,252 名で，会費納入率は
例年 99%以上であること，
また若干名の過年度会費納入と併せて考え 1,252 人分で計算した．
また機関誌収入について，
掲載料は過去５年間の投稿件数および 1 編あたりの掲載料より 150
万円を計上した．利息は昨年同様で策定した．
支出の部については，機関誌刊行費の印刷費を過去５年間の状況より 410 万円に減額した
以外は，例年通りに策定したと説明がなされた．
工藤会長より，会費免除の先生が増えた分，収入は２万円減額．支出は印刷代を 20 万円ほ
ど節減していただきました．これが昨年度との違いですとの追加発言があった．
特に意見なく，全会一致で承認された．
3) 次期および次々期開催の件
工藤会長から，来年の（第 71 回）本会は平成 30 年 9 月 22，23 日に松山市で杉山教授が開
催されること．また原則の開催順番でいくと，第 72 回の平成 31 年は鳥取大学の原田教授に
お願いすることが理事会で決定しましたとの報告があった．
原田理事から，平成 31 年 9 月に米子市で開催します．どうぞよろしくお願いしますとの挨
拶があった．
4) 役員交代について
工藤会長から，各役員の交代については追加資料の如く改選されたこと．期間は平成 29
年 9 月 25 日から平成 30 年 9 月 23 日までとすること．財務委員会と編集委員会の委員長は，
平松先生から増山先生に交代すること．各県の評議員には原則として日本産科婦人科学会の
代議員がなりますが， 3 名いない県は，追加していただき 3 名にしておりますとの報告があ
った．
また工藤会長より，名誉会員である関場

香先生，平位

剛先生のご逝去につき報告があ

った．
［香川 高田 茂先生を追加（事務局）
］
5) 名誉会員推戴について
工藤会長から，岡山産科婦人科学会より平松祐司先生，徳島産科婦人科学会より中山孝善
先生，山口産科婦人科学会より伊東武久先生，広島産科婦人科学会より吉田信隆先生の計 4
名の推薦があった．昨日の理事会で審議されて，4 名とも名誉会員への推戴が承諾されたと
の報告があった． また本日の総会では，ご出席の確認された吉田信隆先生に「推戴状」をお
渡しする旨が伝えられた．
なお配布資料中の「中国四国産科婦人科学会々則」
（内規）第 4 条 2)の名誉会員選出に関
する一文ですが，昨日の理事会で「評議員会」を「理事会」への変更，そして「評議員会と
総会で報告する」との文言を追加するという案が出ました．会則を改訂するには，総会にて
お認めいただくということですとの提議がなされた．改訂案への意見を募るも特になく，全
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会一致で承認された．
6) プロジェクト Plus One 産婦人科セミナー収支報告について
工藤会長より，昨年は香川で秦先生が開催されました．配布資料にありますが，急速遂娩
術と超音波のセミナーをされています．トータルの支出が 187 万円，日産婦本部からの 50
万円と残りの 137 万円を中四から拠出していますとの報告があった．本件については特に意
見無く，全会一致で承認された．
7） その他
工藤会長より，中四学会賞（八木賞）に大学だけでなく関連施設からも臨床研究をしっか
り応募してほしいということ．臨床公募研究は予備調査をさせていただくこと．Plus One
は予算削減で今まで通り出来ないのでそれなりの覚悟してやってくださいということ．あと
は会則の改訂，これだけが昨日の理事会，学術委員会で決定したことですと再度報告がなさ
れた．

工藤会長より閉会の辞あり，閉会．
以上
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