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１． 一般社団法人日本肝臓学会定款（以下「定款」という。
）第 4 条 第 1 項の規定に基づいて、
以下のとおり、学術集会を開催し、学術誌・学術図書を発行した。また、研究の奨励、研究
業績の表彰等を行なった。
(1) 学術集会の開催
名称
第 55 回総会
参加：3,864 名

期間・会場
2019 年 5 月 30 日(木)～31 日(金)
東京都：京王プラザホテル
テーマ：未来につなぐ肝臓学
－20 年後を見据えて－

第 23 回大会
(JDDW2019)
参加：22,444 名

2019 年 11 月 21 日(木)～22 日(金)
（第 27 回日本消化器関連学会週間）
神戸市：神戸コンベンション他
テーマ：ポスト HCV 時代の肝臓病学の展開
－原点を考えよう肝臓病学－

第 43 回西部会
参加：1,668 名

2019 年 12 月 12 日(木)～13 日(金)
下関市：海峡メッセ下関
テーマ：肝臓学の医新

会
持田

長

智

埼玉医科大学
消化器内科・肝臓内科

松﨑 靖司
東京医科大学茨城医療センター
消化器内科

【代行】滝川

一

帝京大学 医療技術学部

坂井田 功
山口大学医学部 消化器内科学

国際学術集会
International
Liver
Conference2019

2019 年 10 月 1 日(火)～2 日(水)
大阪市：大阪国際会議場
テーマ：Liver Cirrhosis and Portal
Hypertension : Modern pathophy

参加：273 名

河田 則文
大阪市立大学大学院 医学研究科
肝胆膵病態内科学

and Emerging Therapies

EASL- JSH Joint Session
EASL 主催

2019 年 4 月 12 日(金)
オーストリア（ウィーン）
テーマ：HBV

JSH 主催
第 55 回総会

2019 年 5 月 30 日(木)
東京都：京王プラザホテル
テーマ：NAFLD

Chair
0 竹原 徹郎
Senior speaker 田中 靖人
Junior speaker 塩川 雅広
Chair
0 徳重 克年
Senior speaker 池嶋 健一
Junior speaker 中川 勇人

EASL への派遣旅費・宿泊費は、Senior 60 万円、Junior 30 万円を限度として負担した。

『第 6 回肝臓と糖尿病・代謝研究会』は、日本糖尿病学会と連携して開催した。
第6回
肝臓と糖尿病・
代謝研究会

2019 年 5 月 25 日(土)
仙台市：仙台国際センター

山田祐一郎
秋田大学大学院医学系研究科
内分泌・代謝・老年内科学

(2) 学術誌・学術図書の発行
① 和文誌『肝臓』
第 60 巻 4 号～12 号、第 61 巻 1 号～3 号、第 55 回総会、第 23 回大会、第 43 回
西部会の講演要旨とプログラムを刊行した。

② 欧文誌『Hepatology Research』
Vol.49 No.4 ～No.12、Vol.50 No.1～No.3 までを刊行した。
2018 年 Impact Factor は、3.440 （前年から 3.415 から＋0.025）
③ その他
4 月 19 日 慢性肝炎・肝硬変の診療ガイドを刊行した。
6 月 11 日 C 型肝炎治療ガイドライン 第 7 版（フルテキストと簡易版）をホーム
ページに公開した。
2020 年 3 月『市民向けパンフレット』
『医療従事者向けパンフレット』を刊行した。

(3) 研究の奨励、研究業績の表彰
① 「織田賞（学会賞）
」は該当者無し。
② 「研究奨励賞」を 8 名に授与した。
本間 雄一（産業医科大学）
安井

豊（武蔵野赤十字病院）

冨田 謙吾（防衛医科大学校）
寺岡 雄吏（広島大学病院）
梅津守一郎（済生会横浜市東部病院）
原

貴信（長崎大学大学院）

荘

拓也（北海道大学病院）

近藤礼一郎（久留米大学）
③ 「機関誌 Citation Award」を以下の 5 名に授与した。
○ 肝臓 1 篇
海嶋 照美（広島県庁健康福祉局）
○ Hepatology Research Review article（含 Special Report） 2 篇
西川 浩樹（兵庫医科大学）
水口 義昭（星風会病院）
○ Hepatology Research Original article（含 Short Communication,Case Report）
2篇
髙山 裕基（中島病院）
寺島 健志（金沢大学附属病院）
④

冠 Award（5 社）を 10 名に授与した。
○ 第 18 回 MSD Award
岡井

研（福島県立医科大学）

須田 貴広（大阪大学大学院）
○ 第 18 回 OTSUKA Award
伊藤 心二（九州大学大学院）
○ 第 4 回 AbbVie Award
井上 貴子（名古屋市立大学病院）
齋藤 義修（大阪大学大学院）

○ 第 4 回 Gilead Sciences Award
林

佐奈衣（名古屋市立大学大学院）

關場 一磨（東京大学大学院）
鈴木雄一朗（山梨大学医学部附属病院）
○ 第 1 回 Eisai Award
秦

咸陽（理化学研究所生命医科学研究センター）

牧野 祐紀（大阪大学大学院）
⑤ 国際学術集会の参加者に対する旅費等を助成した。
（年総額 300 万円を限度とする）
1

藤田 将史

（福島県立医科大学）

EASL

Poster

2

瀬古 裕也

（京都府立医科大学）

EASL

Poster

3

關場 一磨

（東京大学医学部附属病院）

DDW

Oral

4

大山 淳史

（岡山大学病院）

UEGW

Poster

5

太田 和義

（浜松医科大学）

AASLD

Poster

6

大野 敦司

（広島大学病院）

AASLD

Poster

7

塩出 悠登

（大阪大学医学部附属病院）

AASLD

Oral

8

伊倉 顕彦

（慶応義塾大学病院）

AASLD

Poster

9

仁科 武人

（山形大学医学部附属病院）

AASLD

Poster

10 鈴木

和治

（北海道大学）

AASLD

Poster

11 城野

智毅

（久留米大学）

AASLD

Poster

12 下瀬

茂男

（久留米大学）

AASLD

Poster

13 田畑

優貴

（大阪大学医学部附属病院）

AASLD

Poster

14 楢原

哲史

（熊本大学大学院）

AASLD

Poster

15 大西

雅也

（名古屋市立大学）

AASLD

Poster

⑥ 外国人留学生に対する旅費等を助成した。
Dong Minh Phuong ミャンマー 所属機関：大阪市立大学 肝胆膵病態内科学
参加学術集会：第 23 回大会
２． 定款第 4 条第 2 項の規定に基づいて、教育講演会を開催し、新たに肝臓専門医を認定した。
(1) 教育講演会
名称
前期
教育講演会
参加：852 名

単独開催
教育講演会
参加：481 名

後期
教育講演会
参加：463 名

e ラーニング
(前期教育講演会)

受講者 139 名

会期・会場
2019 年 6 月 1 日(土)
東京都：京王プラザホテル
2019 年 8 月 10 日(土)
東京都：砂防会館
2019 年 12 月 13 日(金)
下関市：海峡メッセ下関
2019 年 10 月 1 日（火）～
2020 年 1 月 31 日（金）

会
持田

長

智

埼玉医科大学
消化器内科・肝臓内科

坂本 直哉
北海道大学大学院
消化器内科学分野

坂井田 功
山口大学大学院医学系研究科
消化器内科学

－

(2) 肝臓専門医制度
肝臓専門医制度に基づいて、2020 年度肝臓専門医の認定・更新・指導医の認定・更新及
び施設認定を行った。
専門医認定試験は、2019 年 11 月 17 日（日）砂防会館（シェーンバッハ・サボウ）で実
施し、受験者数 368 名、うち、合格者 322 名を新たに専門医として認定した。
専門医更新者は、2019 年度最終 1,584 名を認定し、2020 年度は 1,194 名の更新を認定
した。指導医は、137 名を新たに認定し、暫定指導医として 37 名を認定した。指導医更
新者については、157 名の更新を認定した。
施設認定について認定施設 11 施設、関連施設 15 施設、特別連携施設 21 施設を認定し
た。
３． 定款第 4 条第 4 項の規定に基づいて市民公開講座を開催し、各都道府県責任者のもとにおい
て肝がん撲滅運動を展開した。
(1) 一般市民の肝臓病に関する啓発のため、厚生労働省の後援を得て、肝臓週間（2019 年度
は 7 月 22 日～7 月 28 日） の最終日 7 月 28 日（日）に全国 5 ヶ所で市民公開講座を開
催し、1,162 名の参加があった。
○ 北海道地区

会

場 札幌厚生病院 新棟3階 大講堂

責任者 小関
○ 関 東 地 区

会

○ 中 部 地 区

会

至（札幌厚生病院）

場 群馬県社会福祉総合センター

責任者 柿﨑

札幌市 238名
前橋市 85名

暁（群馬大学医学部附属病院）

場 三重大学医学部 総合医学教育棟 第3講義室 津 市

213名

責任者 岩佐 元雄（三重大学）
○ 近 畿 地 区

会

場 TKP 心斎橋駅前カンファレンスセンター

責任者 榎本
○ 中 国 地 区

会

大（大阪市立大学）

場 中国新聞ホール

責任者 相方

大阪市 166名
広島市 460名

浩（広島大学）

(2) ウイルス肝炎研究財団主催の市民公開講座の開催地及び責任者を推薦した。
○ 九 州 地 区

責任者 田中 靖人（名古屋市立大学大学院）
前城 達次（琉球大学医学部附属病院）

＊2020年2月15日実施予定が2022年度に延期
(3) ウイルス肝炎研究財団主催のパネルディスカッションを共催した。
日 時 2019年7月27日（土）13:00～16:00
会 場

函館北洋ビル 8F 大小ホール（函館市若松町15-7）

(4) 肝がん撲滅運動（1999年度から実施）
各都道府県49地区で市民公開講座や医療従事者向けの講演会等を開催した。
（1地区中
止）
(5) 医学教育事業（2018年度から3か年実施）
GSK医学教育事業助成を受けて実施している。

○ School of Hepatology
9月28日（土）

愛媛県松山市 奥道後 壱湯の守

参加者 24名

責任者 日浅 陽一（愛媛大学大学院）

10月26日（土）～ 27日（日） 静岡県浜松市 浜松アクトシティ研修交流センター
参加者 26名

責任者 田中

篤（帝京大学）

○ 肝炎医療コーディネーター研修会
医師以外の医療従事者を対象として25地区（参加者1,447名）で研修会を開催し、肝
炎医療コーディネーターの育成を行った。
（1地区中止）
４．役員選任
定款第20条の規定に基づいて役員を選任した。
5月30日の定時総会において、2018年12月9日に逝去した監事 松﨑 靖司 氏の後任として
齋藤 英胤 氏を選任した。
５．会議の開催
定款及び定款施行細則等の規定に基づいて、理事会、定時総会（評議員会）を開催すると
ともに各種委員会を随時開催し、学会の運営等について審議した。
（1）理事会
第1回臨時理事会

2019年 4月12日（金）

持回審議

第2回臨時理事会

2019年 4月17日（水）

持回審議

第1回定例理事会

2019年 5月29日（水）

東京

第3回臨時理事会

2019年 7月16日（火）

持回審議

第4回臨時理事会

2019年10月 4日（金）

持回審議

第5回臨時理事会

2019年11月 1日（金）

持回審議

第6回臨時理事会

2020年 2月13日（木）

持回審議

第2回定例理事会

2019年11月20日（水）

神戸

第3回定例理事会

2020年 3月17日（火）

東京

2019年 5月30日（木）

東京

2019年05月 7日（火）

東京

2020年 2月14日（金）

東京

（第1回） 2019年 7月31日（水）

東京

（第2回） 2019年 8月 6日（火）

持回審議

（第3回） 2019年 8月20日（火）

持回審議

（第4回） 2019年 9月 9日（月）

持回審議

（2）定時総会（評議員会）
（3）各種委員会
・財務委員会
・企画広報委員会

2019年 7月31日（水）

東京

（第1回） 2019年 9月 4日（水）

東京

（第2回） 2020年 2月28日（金）

東京

・学術集会審議／国際合同委員会

2019年 8月20日（火）

東京

・学術集会審議委員会

2020年 3月17日（火）

東京

NASH・NAFLDの診療ガイド改訂委員会

・評議員選出委員会

・国際委員会

2019年 4月 2日（火）

持回審議

2020年 1月29日（水）

持回審議

2020年 1月31日（金）

持回審議

・演題選定委員会
第23回大会

（第2回） 2019年 6月 5日（水）

東京

第56回総会・第24回大会

（第1回） 2019年 6月25日（火）

東京

（第2回） 2019年 7月15日（月）

持回審議

第43回西部会

（第1回） 2019年08月29日（木）

宇部

第56回総会

（第2回） 2020年 1月31日（金）

大阪

・欧文誌編集委員会

（第1回） 2019年 5月30日（木）

東京

（第2回） 2019年11月22日（金）

神戸

（第1回） 2019年10月13日（日）

東京

（第1回） 2019年 6月20日（木）

東京

（第2回） 2019年11月 5日（火）

持回審議

（第3回） 2019年11月28日（木）

東京

（第4回） 2020年 2月21日（金）

持回審議

（第1回） 2019年09月13日（金）

東京

（第2回） 2020年 2月18日（火）

持回審議

（第3回） 2020年 3月26日（木）

東京

（第1回） 2019年08月 5日（月）

東京

（第2回） 2019年 8月20日（火）

持回審議

（第1回） 2019年 4月23日（火）

東京

（第2回） 2019年10月11日（金）

東京

（第3回） 2019年11月 6日（水）

持回審議

（第4回） 2020年 1月28日（火）

東京

（第1回） 2019年 7月12日（金）

東京

（第2回） 2019年 8月 8日（木）

東京

（第3回） 2019年 9月 3日（火）

東京

（第4回） 2019年11月17日（日）

東京

（第1回） 2019年 9月 6日（金）

東京

（第2回） 2020年 1月 8日（水）

持回審議

（第3回） 2020年 3月25日（水）

持回審議

（第1回） 2019年 8月 2日（金）

東京

（第2回） 2020年 3月27日（金）

持回審議

（第1回） 2019年 5月31日（金）

東京

（第2回） 2019年11月12日（火）

持回審議

脳死肝移植施設認定作業部会

（第1回） 2019年 7月24日（水）

京都

・男女共同参画・キャリア支援委員会

（第1回） 2019年11月22日（金）

神戸

2019年 8月30日（金）

東京

（第1回） 2019年 7月 5日（金）

東京

編集企画会議
・和文誌編集委員会

・研究助成委員会

・生涯教育委員会
・肝臓専門医制度審議会

・肝臓専門医試験委員会

・市民公開講座企画検討委員会

・社会保険委員会
・肝移植委員会

・ガイドライン統括委員会
肝癌診療GL改訂委員会

（第2回） 2019年10月15日（火）

東京

（第3回） 2020年 1月14日（火）

東京

2019年 5月31日（金）

東京

東部会世話人会

2019年11月21日（木）

神戸

東部会評議員会

2019年11月21日（木）

神戸

西部会世話人会

2019年12月11日（水）

下関

西部会評議員会

2019年12月12日（木）

下関

サルコぺニア判定基準作成WG会議
（4）支部会関係

６．その他
(1) 他の学術団体との連携について
① 日本医学会
7月16日 第3回臨時理事会 日本医学会への委員等の推薦について、以下のとおり決
定した。
評議員

竹原 徹郎 理 事 長

連絡委員

滝川

一 副理事長

医学用語委員

持田

智 常務理事

医学用語代委員

中川 美奈 評 議 員

8月23日 日本医学会より、遺伝学用語に関するアンケートの依頼があり回答した。
12月17日 医学用語委員会が開催され、代委員である中川 美奈 評議員が出席した。
② 日本医学会連合
12月8日

女性医師支援担当者連絡会に飯島 尋子 理事と中川 美奈 評議員が出席

した。
2月6日 加盟学会連絡協議会に滝川 一 副理事長が出席した。
③ 日本消化器関連学会機構（JDDW）
9月30日 JDDW30周年記念事業委員会の委員として四柳 宏 評議員を推薦した。
1月 9日 JDDW30回記念誌編集委員に疋田 隼人 評議員を推薦した。
1月20日 JDDW利益相反委員に伊藤 義人 評議員を推薦した。
1月21日 JDDW学術集会委員会のハンズオン・ライブワーキンググループ委員と
して日浅 陽一 評議員と南 康範 支部評議員を推薦した。
④ 日本医療安全調査機構
協力学会担当者の更新依頼があり、統括責任者には、倫理委員会委員長の高山 忠利
理事を推薦することを決定した。高山理事は、各ブロック推薦担当者の選出し、ブ
ロック担当者は個別調査部会員を選出し、担当者リストを機構へ提出した。なお、
10月31日付けにて高山理事の辞任に伴い、後任として竹井 謙之 理事を選任した。
⑤ 内科系学会社会保険連合
医療技術評価提案書（保健未収載技術用）について、
「ナビゲーションシステムを用
いたラジオ波治療」
「ＭＲエラストグラフィ」を提出した。
12月17日 AI診療に関するアンケートに竹井 謙之 社会保険委員長より回答した。
⑥ 日本肥満学会

「肥満研究」25巻3号への原稿執筆の依頼があり、日本医学会連合「領域横断的肥
満症ワーキンググループ」の日本肝臓学会代表の徳重 克年 評議員を推薦した。
⑦ 日本臨床科学会
9月2日 「血清乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）常用基準法改定」に関する意見募集が
あり回答した。
⑧ 日本内科学会
6月28日 日本内科学会より、タスク・シフティング推進に関するアンケート依頼
があり回答した。
⑨ 日本小児科学会 日本小児医療保健協議会栄養委員会
5月17日 日本小児科学会、日本小児医療保健協議会栄養委員会より、
「カルニチ
ン欠乏症の診断・治療方針2018年」の承諾依頼があり、承認し周知した。
⑩ 日本病態栄養学会
1月25日 パネルディスカッションでの講演依頼があり、講演者として、日本栄養
療法協議会サルコペニアワーキンググループの当学会担当である白木 亮 評議員が
出席した。
⑪ 日本栄養療法協議会
11月23日 日本病態栄養学会が中心となって設立された日本栄養療法協議会の第1
回日本栄養療法協議会に滝川 康裕 評議員が出席した。また同協議会第2回サルコ
ペニアワーキンググループ会議に白木 亮 評議員と原 なぎさ会員が出席した。
⑫ 日本医師会
7月1日 日本医師会に対して、「難治性腹水の治療に対する高張アルブミン製剤静
注期間延長に関する要望書」を日本消化器病学会、日本門脈圧亢進症学会と連名で
提出した。
⑬ 日本再生医療学会
1月17日 レジストリ協議会議員として、土屋 淳紀 支部評議員（新潟大学医歯学
総合病院）を推薦した。
⑭ 厚生労働省および医薬品医療機器総合機構
12月23日 肝細胞癌に対するカボザンチニブの承認に対する要望書を竹原 徹郎
理事長及び竹井 謙之 社会保険委員会委員長の連名にて提出した。
⑮ 全国ダイバーシティネットワーク及び日本学術会議科学者委員会男女共同参画分科
会
12月24日 「研究に関する男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアン
ケート調査」への回答を男女共同参画・キャリア支援委員会に依頼し回答した。
⑯ 日本癌治療学会
3月2日 がん診療ガイドライン統括・連絡委員会分科会委員の選任依頼があり、
建石 良介 評議員を推薦した。
⑰ 日本ウイルソン病研究会
12月19日 日本ウイルソン病研究会からの依頼により、肝臓専門医の先生方にウイ
ルソン病に関する移行期医療についてアンケートを実施した。
⑱ 他の団体の後援

4月10日 高知大学より医療事故調査の支援についての依頼があり、外部調査委員
として協力学会担当者（中四国ブロック）個別調査部会部会員の山﨑 隆弘 評議員
を推薦した。
2019年7月開催 日本動脈硬化学会総会・学術集会 合同シンポジウムについて、
第1回定例理事会で後援を承認した。
2019 年 9 月開催の「アジア太平洋肝臓学会シングルトピックカンファレンス大阪」
への後援依頼について、第１回定例理事会にて承認した。
2019 年 10 月 28 日～29 日開催の Tokyo HEP Clinical Forum 2019 への後援依頼
について常務理事の持回審議にて承認した。
2020 年 12 月 17 日～19 日開催の APASL Oncology への後援依頼について第 2 回
定例理事会にて承認した。
(2) 自治体・市民団体等の後援
① 日本肝臓病患者団体協議会
2019年 7月27日

第8回世界・日本肝炎デーフォーラム

② その他
2019年11月 9日

東京都肝疾患診療連携拠点病院 虎の門病院 肝炎市民公開講座

2019年11月16日

令和元年度 北海道肝疾患医療従事者研修会
以上

事業報告の附属明細書
2019 年度事業報告には、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第
3 項に規定する附属明細書について、事業報告の内容を補足する重要な事項はない。

