日本医学会

第 83 回日本医学会定例評議員会
平成 28 年 2 月 17 日（水）於：医師会館小講堂

午後 3 時開会

いということで，今，その作業が進んでいるとこ

議長
（髙久史麿日本医学会長） 時間になりまし

ろでありますが，これもひとえに 2025 年，団塊

たので，ただ今から第 83 回日本医学会定例評議

の世代の方々が 75 歳以上になるときを目指して，

員会を開催いたします．先生方には，ご多忙のと

どのような医療提供体制を築き上げるかというの

ころをご出席いただきまして，ありがとうござい

で，今その準備に入ったところであります．

ました．現在，午後 2 時 55 分の時点で 75 学会，

なかなか従来の病院は，皆さん急性期を担って

すなわち 60.9％の学会の方がご出席ですので，こ

いるという思いが強いものでありますから，26

の評議員会は成立しています．最初に，定例評議

年，27 年と 2 年続けて病棟機能の報告がありまし

員会は毎年 2 月に開催し，学会長が議長となるこ

たが，まだまだ急性期偏重の届出が多いという状

とが日本医学会規則第 13 条で決まっていますの

態であります．どうしても今後の高齢化を見据え

で，私が議長として進行させていただきます．よ

ますと，急性期から回復期，また療養期という部

ろしくお願いいたします．

分の病床の配備が全国的にも必要になるわけです

日本医師会長挨拶
議長
（髙久日本医学会長） 初めに，日本医師会
の横倉義武会長からご挨拶をお願いします．
横倉日本医師会長

皆さん，こんにちは．日本

医師会の横倉でございます．
本日は，第 83 回の日本医学会定例評議員会が

から，各医学会の先生方にも，どうぞその点もご
理解をいただいたうえで，よろしくお願いをした
いと思っているところであります．
また，日本医学会と日本医師会は，昨年から髙
久先生のご指導の下で，さまざまな取り組みをし
てまいりました．
1 つには HPV ワクチンの勧奨接種が今止まった

このように開催されましたことを，心からお喜び

状態であります．
これはいつまでも止めていると，

を申し上げる次第であります．

当然のことながら，10 年後，20 年後に先進国の

さて，昨年は第 29 回の日本医学会総会関西を

中で，日本だけが子宮頸がんの発症が高くなると

ということで，京都を中心に開催され，多くの医

いう恐れが非常に強いわけでありますので，きょ

師会員はじめ医学会の先生方がお集まりいただい

うの資料の中にも入っているかと思いますが，日

て，大成功で終わったということを，心からお喜

本医学会と日本医師会の共同で，この HPV ワクチ

び申し上げたいと思っております．

ンのいろいろな副反応が起きた場合の取り扱い

さまざまな医療が，少子高齢化等々を踏まえて

の，かかりつけ医に対する，
『HPV ワクチン接種

医療の大転換期に入ってきたということが，よく

後に生じた症状に対する診療の手引き』というも

言われているところであります．
ご案内のとおり，

のを作らせていただいて，日本医師会の会員に配

今，
各地域では病院病棟の機能分化ということで，

付をしたところです．

高度急性期，急性期，また回復期，療養期という

このように，医学会と医師会は本当に車の両輪

ことで，4 区分の病棟の届出をしなければいけな

として，さまざまなこの変革する医療に，どう対
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会

髙久会長 清水・岸・寺本・門田各副会長
成宮，大江，遠山，池田，春日，門脇，小池，三嶋，岩本，國土，小西，髙本，奥村，稲葉
（欠席 宮園，小川，森，里見）
（第 29 回）：三嶋準備委員長，平井幹事長
（第 30 回）：齋藤会頭，髙橋準備委員長，村田幹事長
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応するかということで努めさせていただいており

第 29 回日本医学会総会終了報告

ますので，どうぞ今後ともよろしくお願いして，
ご挨拶とさせていただきます．どうもありがとう
ございました．
議長
（髙久日本医学会長） 横倉先生，どうもあ
りがとうございました．
■議事録署名人

議長
（髙久日本医学会長） それでは初めに，第
29 回日本医学会総会終了報告を三嶋準備委員長
からお願いします．よろしくお願います．
三嶋第 29 回日本医学会総会準備委員長

準備委

員長を拝命しておりました京都大学呼吸器内科の
三嶋でございます．
「第 29 回日本医学会総会 2015

議長
（髙久日本医学会長） それでは，ただ今か

関西」は井村裕夫会頭，本庶 佑副会頭，山岸久一

ら議事に入ります．最初に議事録署名人の選出を

副会頭，平野俊夫副会頭，高井義美副会頭，森洋

したいと思います．恒例により，議長の私が指名

一副会頭の下，
「医学と医療の革新を目指して～健

させていただくことになっていますので，指名さ

康社会を共に生きるきずなの構築」ということを

せていただきます．基礎社会系は日本栄養・食糧

メインテーマに定めて，関西の 12 医科大学，そ

学会の近藤和雄先生，それから臨床学会は日本結

して国立循環器病研究センター，関西二府四県の

核病学会の鈴木公典先生に議事録署名人をお願い

医師会が主務機関となりまして，関西全体で協力

したいと思います．よろしくお願いいたします．

してオール関西として開催いたしました．

■次第（議事概要）

総会の基本理念ですが，少子超高齢化社会に突
入しつつある今，医師会と国民が職種や世代を乗

議長
（髙久日本医学会長） 次に本日の議事概要

り越えて，医学，医療が直面している課題につい

ですが，初めに「第 29 回日本医学会総会 2015 関

て，開かれた議論ができる場を提供したいという

西」終了報告．続きまして，次の第 30 回日本医

思いが込められていました．

学会総会の準備状況について，その後，平成 27

また，総会のシンボルマークは人と人の強いき

年の年次報告を行います．その際に，日本医学会

ずなを示し，全体として医学と医療の革新を実現

の予算についてもご報告をします．

する，人の英知と未来の可能性が込められていま

協議事項として，平成 28 年度の事業計画，日

す．

本医学会加盟学会についてお諮りをいたします．

この理念に沿い，メイントピックであります学

また，その後質疑応答の時間を取りまして，日本

術講演会では，テーマを「医学」
「医療」
「きずな」

医学会定例評議員会を終了することになっていま

の 3 つに分けて，個々の分科会では議論されるこ

すので，よろしくお願いいたします．

との少ない専門分野横断的な医学・医療の重要課

日本医学会長挨拶

題を広く取り上げまして，
「20 の柱」として多方
面から議論が行われました．

議長
（髙久日本医学会長） 私から最初にご挨拶

また，開かれた総会ということを目指して，こ

を申し上げます．この定例評議員会は日本医学会

の学術講演会では 18 の企画を一般市民にも公開

の定例評議員会で，現在のところ，平成 26 年に

し，市民の皆さまと共に議論できる場を設けまし

一般社団法人日本医学会連合が設立いたしました

た．さらに関西地区の 16 大学から集まった医学，

ので，名前が日本医学会連合と日本医学会という

薬学，看護学の学生たちが「医療チーム・学生

2 つの形になっていますが，いずれこのような状

フォーラム」として 3 年間にわたって勉学をして，

況は変えていきたいと思っています．本日は日本

その成果を総会で発表する学生企画も開催いたし

医学会の評議員会ですので，よろしくご審議のほ

ました．また，
「健康社会を支える医と産業の新し

どをお願いします．

い連携」と題して，幅広く産業界からも参画した
シンポジウムを設けました．
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学術講演会の参加者は約 3 万人で，どの会場も

40 万人の皆さまにご参加いただき，新たな企画を

大変盛況であり，参加者の皆さまの熱気で溢れか

多く盛り込んだ総会を成功裏に終えることができ

えっていました．この医療関係者でなく，さまざ

ました．

まな分野の皆さま方との，このきずなの構築とい

第 30 回は日本医学会総会 2019 中部として，

うことが，健康社会創成への契機となるのではな

名古屋を中心に中部地区で開催される予定と伺っ

いかと思っております．

ております．さらなる新機軸を織り込んだ医学会

展示では，学術展示を国立京都国際会館とみや

総会として成功されることを祈念しております．

こめっせの 2 会場で実施しました．特にみやこ

最後に本総会に惜しみないご協力，ご援助を賜

めっせの会場では，日本内科学会総会との共同開

りました日本医師会，全国都道府県の医師会，政

催といたしました．
一般公開展示は
「未来 EXPO
‘15

府，地方自治体，産業界，市民の皆さま，そして

～あなたの暮らしと医の博覧会～」をテーマとし

分科会の方々をはじめ，関係するすべての皆さま

まして，次世代を担う子どもたちの春休み期間に

に厚くお礼を申し上げまして，終了報告とさせて

合わせて，神戸の国際展示場を中心に開催しまし

いただきます．

た．

どうもありがとうございました．

4 会場の展示のほか，体験型のサイエンスツ

議長
（髙久日本医学会長） 私も参加させていた

アーなど，最新の医療・医学や科学に触れていた

だきましたが，数々のユニークな企画があり，特

だく機会を提供いたしました．また，文部科学省，

に「医療チーム・学生フォーラム」などは，若い

厚生労働省，経済産業省の政府関係者からの展示

人がたくさんいて非常に良かったと思います．こ

発表による参画も得ることができ，医療関係者，

のように盛大な多くの人が参加する会，第 29 回

子どもから大人までの一般市民，産業界，自治体，

をまとめられました井村会頭はじめ三嶋準備委員

そして政府が一堂に会する場となりました．

長，平井幹事，その他副会頭の先生方，準備委員

医学史展は，
「医は意なり―いのちを守る知のあ
ゆみ―」をテーマとして，京都大学総合博物館に
おいて開催しました．皇太子殿下には開会式のご
臨席に続き，医学史展もご覧いただきました．展

の先生方に，心からお祝いの言葉を申し上げたい
と思います．本当にご苦労さまでした．

第 30 回日本医学会総会準備状況

示期間中の週末には，市民参加セミナー「医学史

議長
（髙久日本医学会長） それでは引き続き，

サロン」として，一般市民や学生向けに医学史に

第 30 回の日本医学会総会の準備状況を齋藤英彦

まつわるさまざまなテーマに関する講演会を実施

会頭からお願いします．

しました．さらに京都国際マンガミュージアムで

齋藤第 30 回日本医学会会頭

名古屋大学の齋

は，
「医師たちのブラックジャック」と題した共催

藤でございます．2019 年は日本医学会総会が始

展示も開催し，大阪では「合水堂」の記念碑建立

まって第 30 回目，120 周年の節目の年でありま

もありました．

す．日本医学会総会の開催は日本医学会の主要な

学術講演と一般公開の会期が異なることから，
これらをつなぐイベントとしまして，9 日間にわ

事業であるという立場から，ぜひ各分科会の先生
方にはご指導，
ご協力をお願いしたいと思います．

たって京都劇場など京都駅周辺を中心として「医

昨年秋に日本医学会連合に，日本医学会総会あ

総会 WEEK」を行い，一般市民向けに多彩な内容

り方委員会が発足して議論を進めております．間

の講演会シリーズも開催しました．

もなく各分科会にアンケート調査をお願いいたし

また，ソシアルイベントは 15 種類の種目を実
施 し て， 一 般 の 種 目 は 一 般 市 民 に も 公 開 し て
1,500 名以上の参加を得ました．
このような企画をすべて合わせますと，合計約
日医雑誌 第145巻･第 2 号/平成28（2016）年 5 月

ますので，ご回答のほうをよろしくお願いしたい
と思います．
現在のいちばんの課題は，やはり若い医師，研
究者にできるだけ多く参加してもらうということ
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ですが，どうしても若いときというのは，自分の

いたしました結果，配布資料にありますように 4

狭い専門分野にのみ興味がある傾向があります．

月 27～29 日の土，日，月で，これは連休になり

若い人にとっても学際的，横断的な知識というの

ます．より多くの方が参加しやすい日程というこ

は非常に有用で重要であるということは分かって

とで，学術集会については 4 月 27，28，29 日と

いますが，そういうことに接する機会が少ないと

いう 3 連休を使って開催をさせていただきたいと

いうことが問題であると思います．

いうことです．その他の学術展示，公開展示等の

そういう意味で，4 年に 1 回の医学会総会を，
そのような幅広い知識に接する機会となりますよ

日程を 3 ページの下の「会期」のところに記載し
ております．

うに，各分科会の先生方におかれましては会員の

会場につきましては，学術集会，学術展示は名

方々に参加をお勧めいただきたいと思いますし，

古屋国際会議場を中心に開催させていただきたい

また臨床系の学会におかれましては，
ぜひ専門医，

と思いますし，市民向け等の公開展示については

認定医の点数が，医学会総会に参加すると加点に

名古屋港近くのポートメッセなごやという展示場

なる制度を積極的に進めていただきたいと思いま

で開催する予定です．

す．

主務機関は先ほどご紹介したように，中部 8 県

それでは準備状況につきまして，髙橋準備委員
長から報告します．
髙橋第 30 回日本医学会総会準備委員長

の医学部，医師会の先生方を中心に協力して進め
ていきたいと．

第 30

メインテーマとしては「医学と医療の深化と広

回の日本医学会総会の準備委員長を拝命しており

がり～健康長寿社会の実現をめざして～」という

ます名古屋大学医学系研究科長の髙橋でございま

メインテーマを掲げまして，現在，基本構想をほ

す．準備状況については私のほうから簡単にご説

ぼ作成しつつありまして，まず大きな 4 つの柱を

明させていただきたいと思います．座って説明さ

掲げております．

せていただきます．第 30 回は先ほど三嶋先生か

時間がありませんので，ここではご説明いたし

らもお話があったように，日本医学会総会 2019

ませんが，そのうちの 1 つは「グローバル化する

中部という形で，中部 8 県の医学部と協力して準

日本の医療」ということで，医学会総会では今ま

備を進めていきたいと思っています．

でなかなか国際化について取り扱ってはきていな

役員は齋藤英彦先生を会頭に，松尾清一名古屋

いところでありますが，30 回総会では，やはりグ

大学総長，柵木愛知県医師会長はじめ東海 4 県の

ローバル化ということで，医療の国際化について

大学の学長先生，計 8 名に副会頭をお願いいたし

も少し取り上げて，プログラムを組んでいきたい

ました．準備委員長は私が担当させていただきま

ということです．

して，顧問には横倉日本医師会長をはじめ中部 8

それからもう 1 点，これは今までの総会でも行

県の県の医師会長の先生方，それから北陸地方を

われているように，分科会の分野横断的なプログ

含む各大学の学長，医学部長の先生方にお願いし

ラムを組んで，できるだけ俯瞰的に今の医学・医

ているところであります．

療の問題点を勉強できるようなプログラムを組ん

それから，総務委員会はじめ各種委員会の委員

でいきたいと思っております．

長については，愛知県の 4 大学の主に執行部の先

これからプログラムの具体的な立案について本

生を中心にお願いして，これから準備を開始した

格的に準備を進めていきたいと思っておりますの

いという状況にあります．

で，ぜひ分科会の先生方にも，これからいろいろ

会期についてですけれども，前回のこの会で，

なご意見や，いろいろなご指導をいただくことが

学術集会については 4 月 12～14 日という提案を

多くなると思いますので，ぜひよろしくお願いい

させていただきましたが，その後，医学会本総会

たします．

の準備委員会，あるいは医師会の先生方とも相談
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30 回という記念の大会が良い会になるように
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頑張りたいと思いますので，ぜひご支援のほどを
よろしくお願いいたします．
以上でございます．

います．
また，この DVD は日本医学会ホームページの
「Online ライブラリー」の項で映像配信をしてい

議長
（髙久日本医学会長） 学会の日程の変更に

ますので，興味のある方はご覧になっていただけ

つきましては，先ほど開かれました幹事会でもお

ればと思います．また，日本医学会のシンポジウ

認めいただきましたので，4 月 27～29 日の 3 日

ムの要旨は『日本医師会雑誌』に掲載されます．

間にわたって，学術展示，学術集会が開かれます．

平成 27 年の 10 月号と 28 年の 3 月号に掲載され

多くの方々のご参加をお願いします．どうもあり

る予定です．

がとうございました．

2015（平成 27）年度日本医学会年次報告

次の，日本医学会公開フォーラムは，従来シン
ポジウムだけだったのですが，医療関係の方々だ
けではなく一般の方に医療・医学の問題点を知っ

それでは次に，平成 27 年度の年次報告に移り

ていただきたいということで，一般市民向けに公

ます．お手元の資料をご覧になりながらお聞きい

開フォーラムを始めました．テーマをがんや生活

ただきます．まず 4 ページ，日本医学会幹事会．

習慣病，精神疾患などに絞り，一般の方に参加を

これは先ほど，この会館の中で 2 時から開催しま

呼びかけてきました．年 2 回開催しており，昨年

して，その中で「平成 27 年度日本医学会年次報

の 7 月 4 日は「前立腺がん」で，参加者が 218

告」
，
「平成 28 年度の事業計画」
，
「新規加盟学会」

名．組織委員長は大阪大学の野々村先生にお願い

について幹事会でお諮りいただきました．この件

いたしました．それから，もう 1 つのテーマは，

につきましては，これから随時この評議員会でご

「胃がん―ここまで進んだ診断と治療―」で，浜松

審議をお願いします．

医科大学の今野先生に組織委員長をお願いし，参

27 年度の事業年次報告ですが，5 ページの 3 は

加者は 201 名でした．公開フォーラムと言いまし

この評議員会で，年次報告と事業計画，加盟につ

ても，半分以上は医療関係の方の参加あり，一般

いて，これからご審議いただきます．

の方ももちろん参加されておられます．その点が

日本医学会シンポジウムは 2 回開きまして，1

シンポジウムと違っているところです．

回目が昨年 6 月 4 日で，
「わが国の高齢者医療を

この公開フォーラムは，日本医学会公開フォー

めぐる諸問題」をテーマとして 234 名の方の参加

ラム企画委員会で企画をして，テーマと組織委員

をいただきました．第 2 回目を昨年の 12 月 24 日

長を決めさせていただいています．

に開催し，
「新しいがん免疫療法」がテーマでした

次に 8 ページをご覧下さい．先ほどのシンポジ

が，このテーマは現在トピックスになっています

ウムと同様に，公開フォーラムも DVD とホーム

ので，申し込む方も非常に多く 336 名という，日

ページで配信をしていますので，ご覧になってい

本医学会シンポジウムとしては最も多い参加数で

ただければと思います．

した．

次に 6 番目の日本医学会医学用語管理委員会．

日本医学会シンポジウムに関しましては従来か

この委員会は各学会の分科会の用語委員会の中か

らシンポジウム企画委員会で企画していまして，

ら一部の方に用語管理委員になっていただいてい

委員会は間野教授，坂元教授，小室教授，吉野教

ます．委員長は医学中央雑誌刊行会理事長の脊山

授，武林教授の 5 名で構成されており，シンポジ

先生で，副委員長が東京大学の大江先生．8 ペー

ウムの基本方針，テーマおよび組織委員について

ジに示していますように 11 名の委員で構成され

企画を行っています．また，このシンポジウムは

ており，3 回の用語管理委員会を開きました．用

DVD に撮っており，演者の方々にあらかじめご了

語管理委員会は，従来は南山堂から医学用語辞典

承を得て，問題のあるスライドは削除していただ

を出版していましたが，残りが全部売り切れまし

き，出来上がった DVD を関係各位に謹呈をして

たので，
現在はオンラインだけで公開しています．
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各分科会で少しずつ用語が違っていますので，そ

を得られましたので，この第 83 回日本医学会定

の調整なども用語管理委員会で行っています．

例評議員会にお諮りいたします．

さらに国家試験や ICD-10 で使用される用語や，

評議委員会で了承が得られましたら，3 月 15 日

厚生労働省の難病検討委員会などで使われる用語

の第 12 回日本医師会理事会に報告して最終的に

も，できるだけ日本医学会の用語に従って使用し

機関決定をすることになります．この 3 つの学会

てほしいと要望してきました．医師国家試験につ

の日本医学会の加盟を，この評議員会でご承認い

きましては，日本医学会の用語辞典を基本として

ただけるでしょうか．どうもありがとうございま

出題をすることになっていますし，ICD-10 につき

した．

ましても，医学会の用語辞典を参照するというこ

先ほども申し上げましたように，28 の学会から

とがだんだん普及してきまして，日本医学会の用

加盟申請があったのですが，同じような研究をし

語辞典が，日本の医学における医学用語のスタン

ておられる 2 つの学会がおのおの申請される場合

ダードになると期待しています．また，委員の先

が時々あり，なるべくそういうことは避けて，2

生方は随時新しい用語の採用や，各学会間の用語

学会が一緒になるということを医学会として勧告

の相違の調整を積極的に行っています．

いたしてきました．日本プライマリ・ケア連合学

次に 9 ページの日本医師会医学賞・医学研究奨

会の場合も，プライマリ・ケア関係の 3 つの学会

励賞選考委員会．日本医師会の医学賞と医学研究

が一緒になってプライマリ・ケア連合学会として

奨励賞を従来から日本医学会が委任されて選考を

加盟していただきました．今回の日本小児血液・

行ってきまして，昨年は 9 月 2 日に開催をいたし

がん学会も 2 つの学会が一緒になって加盟申請を

ました．

していただきましたので，学会の加盟の場合に，

医学賞・医学研究奨励賞選考委員会には特例委

重複している学会があった場合には，なるべくそ

員として 5 名の各専門の先生方に加わっていただ

れらの学会が一緒になって加盟申請をしていただ

きまして，9 ページの下にありますように，医学

くほうが有利だと考えています．

賞は 4 名の方，医学研究奨励賞は 15 名の方が選

次に 12 ページをご覧下さい．日本医学会「遺

考され，昨年の 11 月 1 日の日本医師会設立記念

伝子・健康・社会」検討委員会．平成 23 年度に

医学大会において表彰されました．

発足した委員会で，遺伝情報の取り扱い，検査の

その際，医学賞受賞者の方々からは研究の発表

質の保証，提供体制など，主に遺伝子に関する問

をしていただきまして，論文が『日本医師会雑誌』

題を取り上げて検討する委員会です．信州大学の

に掲載されています．

福嶋教授が委員長で，7 名の委員で構成されてい

次に 11 ページの日本医学会加盟検討委員会で

ます．

すが，久道先生に委員長を務めていただいていま

第 11 回委員会を昨年の 7 月 17 日に開催しまし

す．平成 27 年度は 5 月 15 日に新規加盟申請の公

た．主な議題は遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度，

示をし，7 月 31 日に締め切りましたところ，28

平成 25 年度から始まった母体血を用いた出生前

の学会から加盟の申請がありました．13 名の日本

遺伝学的検査の実施報告状況，厚生労働科学特別

医学会加盟検討委員会の委員により書面審査を経

研究事業「遺伝情報・検査・医療の適正運用のた

た後，11 月 13 日に加盟検討委員会が開催されま

めの法制化へ向けた遺伝医療政策研究」が委員会

した．その結果，お手元に配付していますように，

で検討されました．

日本認知症学会，日本集団災害医学会，日本小児

この「遺伝子・健康・社会」検討委員会の中の

血液・がん学会を日本医学会加盟検討委員会とし

部会として，
「母体血を用いた出生前遺伝学的検

て推薦し，今年の 1 月 13 日の第 9 回日本医学会

査」施設認定・登録部会を設けています．東京都

協議会に報告して了承を得ました．また，本日，

立墨東病院の久具先生が部会長で，6 名の委員で

先ほど開催の第 12 回日本医学会幹事会でも了承

構成されていまして，母体血を用いた出生前の遺
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伝子検査の施設の認定を随時行っています．

次に 14 番目の研究倫理教育研修会は，日本医

この部会には私も時々出席していますが，母体

学会分科会全体で，研究倫理のあり方，研究倫理

血の検査でダウン症が陽性と出た人は，次に羊水

問題の予防と発生時の対応について情報を共有

で検査をするわけです．羊水検査で陽性と出た場

し，各分科会員の教育啓発に活かすことを目的と

合には，ほとんどの方が人工中絶をしておられる

して，日本医学会連合研究倫理委員会，日本医学

という状況が，この部会に出て分かりました．余

雑誌編集者組織委員会，日本医学会利益相反委員

談ですが．

会の合同で，先ほども報告いたしましたが，第 1

次に 13 ページに日本医学会利益相反委員会．

回目の研究倫理教育研修会を「医学研究倫理を考

委員長は徳島大学名誉教授の曽根先生です．曽根

える」をテーマとして，昨年の 5 月 15 日に開催

先生は COI の問題について従来から非常に熱心に

いたしました．その内容は日本医学会のホーム

取り組んでおられ，日本医学会として COI のモデ

ページに掲載されています．

ルガイドラインを作りまして，各学会がそのモデ

このシンポジウムの内容については 14 ページ

ルを参考にして，各学会に COI のマネージメント

から 15 ページに書いていますので，ご覧になっ

に関するガイドラインを作っていただきました．

ていただきたいと思います．

また，第 1 回研究倫理教育研修会，この会は日本

次の 15 ページの 15 番目の移植関係学会合同委

医学会利益相反委員会，日本医学会連合研究倫理

員会は，移植関係の学会，厚生労働省，日本医師

委員会，日本医学雑誌編集者組織委員会，合計 3

会で構成されていまして，日本医学会長が世話人

つの委員会の合同シンポジウムでして，COI の問

になっています．持ち回りで開催することが多く

題や研究倫理の問題などについて意見の交換を行

あり，昨年度は肝臓移植実施施設の認定を行って

いました．

います．各学会ですでに認定を行っており，それ

次に 13 番目の日本医学雑誌編集者組織委員会

を合同委員会で認めるという形になっています．

です．この委員会は平成 20 年に発足いたしまし

「日本医学会だより」
は資料の後ろに載っていま

て，委員長は東京大学の北村 聖教授です．委員と

すので，後でご覧になっていただきたいと思いま

して 8 名の方で構成されています．この委員会

す．

と，先ほどご紹介いたしました日本医学会利益相

情報発信としては，平成 10 年 10 月に日本医学

反委員会と，日本医学会連合研究倫理委員会の 3

会のホームページを開設しています．日本医学会

委員会の合同委員会を昨年の 5 月 15 日に開催い

分科会のご協力を得て，本会のホームページと各

たしました．各委員長からの各委員会の取り組み

分科会のホームページとがリンクをしていますの

の状況の他，研究倫理教育研修会などについて

で，ご利用いただければと思います．

ディスカッションが行われました．

先ほど横倉会長からもご報告がありましたよう

第 17 回の日本医学雑誌編集者組織委員会を昨

に，日本医師会と一緒に，たとえば成田にできる

年の 10 月 26 日に開催いたしまして，医学雑誌編

医学校については慎重に対応するようにというこ

集のガイドラインについての発行報告のほか，マ

とで，
文科大臣のところに行ってまいりましたし，

ニラで医学雑誌編集者の会議（APAME）が開か

また子宮頸がん予防（HPV）ワクチンにつきまし

れましたので，その開催についての報告を北村先

ても，要望してまいりました．

生がなされました．さらに日本医学会利益相反委

HPV ワクチンについてはご存じだと思います

員会の活動報告．それから第 15 回アジア西太平

が，今，国のほうで疫学的な調査を始めています．

洋地域倫理委員会フォーラム国際会議の報告，第

大体 3 年ぐらいかかるという話もありまして，そ

8 回日本医学雑誌編集者会議の総会・シンポジウ

れでは少し遅すぎるのではないかと思います．最

ム，第 2 回研究倫理教育研修会等についての意見

終的には厚生労働省の事項ですが，日本医学会と

の交換が行われました．

しても現状をこのままで放置していますと，20 年
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ぐらい経って，日本だけが先進国の中で子宮頸が

資料 6 に平成 27 年度の日本医師会の予算として，

んが非常に多いという非常にみっともない状況に

医学会の支出の部が載っていますので，ご報告い

なります．

たします．

会議等の開催数は 16，17 ページに書いたとお

平成 27 年度の予算額は 120,434 千円です．日

りでして，
「その他」の所に分科会の一覧などがあ

本医師会全体で予算の見直しが行われまして，昨

りますので，ご覧になっていただければと思いま

年度に比べて日本医学会の予算も 12,511 千円減

す．

となっています．なお予算の見直しは引き続き来

その後に「日本医学会だより」
，日本医学会が医
師会と，あるいは全国医学部長病院長会議と一緒

年度も行われますが，日本医学会には本年度と同
額の予算が認められる予定です．

に行いました緊急声明，さらに日本医学会として

お手元の資料をご覧になっていただければと思

独自で出したいろいろな声明があります．25 ペー

います．この中には医学賞，医学研究奨励賞のお

ジには「新しい外科的治療の臨床応用に際しては

金も入っており，それを含めて 120,434 千円と

十分な体制の整備を」ということで，内視鏡手術

なっています．よろしいでしょうか．

でいろいろな事故があったものですから，この声
明を出しました．
最後に『HPV ワクチン接種後に生じた症状に対
する診療の手引き』を，日本医師会と日本医学会
で，
主に開業の先生方を対象にして出しています．

次に 2016 年，平成 28 年度の事業計画につい
て，お手元に 2016 年の事業計画の書類があると
思いますので，それをご覧になっていただければ
と思います．
1 ページ目は先ほど齋藤先生からご報告があり

以上が日本医学会の平成 27 年度の年次報告で

ました第 30 回日本医学会総会の事項です．それ

す．ご質問，ご意見はおありでしょうか．もしな

から日本医学会シンポジウムも従来どおり 2 回予

ければ，お認めいただきたいと思います．どうぞ．
狩野評議員

日本熱帯医学会の狩野でございま

す．

定しており，第 149 回日本医学会シンポジウムは
「医学用語を考える―医療者・市民双方の視点か
ら―」がテーマとなっています．医学用語管理委

項目の 9 番の日本医学会加盟検討委員会に関し

員会で問題になりましたのは，たとえば「呼吸困

まして，手元の資料無番の平成 27 年度日本医学

難」を，介護関係の人達は「呼吸苦」と呼んでい

会加盟申請学会リスト等というものが手元になく

る．同じ医学用語が分野によってばらばらに使わ

て，どの学会が選考されてどうなったか，聞き取

れているということで，医学用語管理委員会の委

れませんでした．

員長をされている脊山先生から，ドクターだけで

議長
（髙久日本医学会長） 失礼しました．協議
事項で，あとでまた協議させていただきます．
狩野評議員

そうですか．3 学会が選ばれた理

なく，看護関係，介護関係の方々に呼びかけて，
このテーマでシンポジウムを開催したいという要
望が出されました．

由と，その他の落とされた学会には，そのフィー

第 20 回日本医学会公開フォーラムは 6 月 18 日

ドバックが戻っているかどうかが知りたいところ

に開催予定で，組織委員長として東京大学の小池

です．

先生にお願いをしており，テーマは「肝炎」です．

議長
（髙久日本医学会長） どうも失礼しました．

次に，医学用語管理事業．医学用語管理委員会で

これは協議事項になっていますので，
そのときに，

は，
『日本医学会医学用語辞典

いろいろとご意見をいただきたいと思います．そ

刷（平成 19 年 4 月刊行）
，
『日本医学会医学用語

れでは，一応年次報告をお認めいただけるでしょ

辞典

うか．どうもありがとうございました．

しており，今後の改定は先ほども申し上げました

英和』の第 3 版 1

和英』の第 1 版 3 刷（平成 14 年）を刊行

次に平成 27 年度の日本医師会の予算の中で，

ように，Web 上で改訂をし，印刷物としては出さ

医学会への支出の分についてご報告いたします．

ない予定です．この医学用語辞典は Web 版をホー
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ムページに掲載しており，医学用語の標準化を進

れ，書面審査を通過した学会につきまして審議の

めるために一般公開をしています．

結果，お手元に配付していますように，3 つの学

日本医師会医学賞・医学研究奨励賞選考委員会

会の加盟が加盟検討委員会として推薦されまし

は平成 27 年度と同様に，日本医学会に委託され

て，1 月 13 日の第 9 回日本医学会協議会に報告

て選考することになると思います．また日本医学

して了承を得られました．本日開催されました幹

会加盟検討委員会も，委員の方は少し変わりまし

事会でも了承を得られましたので，本日の評議員

たが，久道先生を委員長として加盟の検討を行う

会にお諮りする次第です．

予定です．
日本医学会「遺伝子・健康・社会」検討委員会，

この日本集団災害医学会，日本小児血液・がん
学会，それから日本認知症学会の 3 学会の加盟に

「母体血を用いた出生前遺伝学的検査」の施設認

ついて，ご意見があれば，どうぞお申し出いただ

定・登録部会，日本医学会利益相反委員会，日本

きたいと思います．先ほどご質問された方，よろ

医学会分科会利益相反会議，ならびに 5 ページ目

しいですか．

の日本医学雑誌編集者組織委員会，日本医学雑誌

狩野評議員

はい．

編集者会議，研究倫理教育研修会，移植関係学会

議長
（髙久日本医学会長） 加盟検討委員会は久

合同委員会などは平成 27 年度と同じように開催

道先生にお願いしていまして，検討の詳細は分か

することになっています．さまざまな委員会の開

らないのですが，加盟に際しての手引きがありま

催の予定につきましては，6～7 ページをご覧に

して，その中に加盟の条件がいろいろ書いていま

なっていただければと思います．

すので，おそらく書類審査で，まずこの条件に合

以上が，平成 28 年度の事業計画です．これは

うかどうかを検討して，その中から選ばれた学会

協議事項になっていますので，平成 28 年度の事

を会議の場で，最もふさわしいというか，医学会

業計画について，どなたかご質問とご意見があれ

の加盟に値するということで，平成 27 年度は 3

ばと思います．なければお認めいただきたいと思

つの学会を検討委員会として推薦することを決め

います．どうもありがとうございました．

ました．幹事会でご了承いただきましたので，こ

先ほどご質問にもありましたが，私がうっかり

の評議員会でもお認めいただきたいと思います．

していまして，協議事項の平成 27 年度日本医学

よろしいでしょうか．どうもありがとうございま

会加盟学会の件ということで，資料を今配ってい

した．

ます．先ほども申し上げましたように，5 月 15 日

これで一応私たちが用意した資料の説明は終わ

に新規加盟申請の公示をいたしまして，7 月 31 日

りましたが，何かご質問，ご意見があれば，お伺

の締め切りまでに 28 の学会から加盟申請があり

いしたいと思います．よろしいでしょうか．それ

ました．

では，これをもちまして本日の定例評議員会を終

最初に書面審査をすることになっており，13 名
の加盟検討委員会の委員によって書面審査を行い

わらせていただきます．どうもありがとうござい
ました．

まして，11 月 13 日に第 1 回検討委員会が開催さ
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