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ISS/SIC 2011 in Y okohamaの成功と貢献

そして日本支部の新たな役割

札幌医科大学

外科腫蕩学 ・消化器外科治療学教授

平田公一

日本の文化と精神性のすばらしさを世界の消化器外科領域の牽引者の方々に深く

印象付けることとなった 1SS/S1C2011in YOKOHAMA (以下、 1SW2011)が大成

功裡に終え、以来七ヶ月、時が経るのは速いものです。東日本大震災後に日本で開

催された大規模な国際会議としては初めての開催でしたが、 LOC組織の堅固さと団

結力については、特筆するに余りあるものがございました。改めて敬意を表します。

Honorary Presidentを務められた北島政樹先生、 Presidentの渡逃昌彦先生、 Vice

Presidentの北野正剛先生、 Secretary G巴neral/Representative，J apan Chapterの

北川雄光先生が中核となられ、多くの日本の各領域のリーダーにご尽力をいただき

ました。学術集会開催に対し大きな壁が、突然輪立することとなり、正確で、迅速な

ご判断によって、“ぶれる"ことなく、世界へ向けて日本の意志がしっかり示され、

当初の計画を完遂していただきました。これから時を経て、多くの年数を重ねた未

来から 2011年のこの事業を振り返った時に、その決定過程に対しすばらしい評価

が加わるとともに、大いに参考になっていくことでしょう。「日本人の心底に潜む強

い志」を世界に示し、どのような状況下にあっても負を正へと転換できる才能と知

性を有する国民との解釈につながるものと考えます。われわれに大きな自信と自負

追 悼一一一一一

故、出月康夫先生の目線

帝京大学医学部名誉教授

Past Councilor， ISS/S1C (2007-2011) 山川達郎

先生のご病気、そして御逝去は、万国外科学会日本支部会員にとって本当に

大きな損失でした。先生は、京都で開催された ISW1977で、食道静脈癌の治療

について御発表になり、私も、その当時、手がけていた胆道鏡の発表をさせて

いただき、さらに先生と前後して万国外科学会会員になったこともあって、身近

にも感じていたのですが、残念でなりません。

1990年、日本でも腹腔鏡下手術が行われるようになったある日のこと、ある

研究会で先生から内視鏡外科研究会を立ち上げようというお話をいただきまし

た。内視鏡外科の発展には、強いリーダーが必要であると考えていた私は、諸

手を挙げて賛成し、同年 10月18日、東京都内で内視鏡下外科手術研究会設立

の件について話し合いの会がもたれました。そして、第 1回日本内視鏡外科手

術研究会は、先生を世話人として 1991年 3月2日東京で開催することと第2回

目を 1991年8月9日、 川崎において開催することが決定されました。そして会

を重ね、学会に昇格、現在があることを思うと、 実に感慨深いものがあります。

先生の強いリーダーシップなくして、現在のような世界をリードする国際的にも

認知された学会に成長することはかなわなかったのではないかと思います。

また故斎藤 漠教授を LOCPresidentとして開催された前述した ISW1977

以来、やや活動が鈍っていた日本支部会でしたが、先生は故三島好雄教授から

日本支部長を引き受けられました。そして、 1993年 ISS/SICのCouncilorにな

られた後は、Lisbonで行われた ISW1995をCongressPresidentとして主催され、

さらに 1995-1997と1997-1999にかけては、それぞれ ISS/SICのPresidentな

を与えて下さいましたことに、改めて、本紙上で感謝の意を伝えさせていただきま

す。

さて、日本支部が今後、世界の外科医の期待に応えるために必要とされる指導・

牽引の breakthroughの第一歩として、日本の正確な臨床データベース構築とそ

れに基づく情報提供があげられます。医療提供の公平性が日本の社会へ与えてい

る影響、今後その体制の基で実施されていく医療を正確な comparativeresear.ch 

method法による大規模臨床データの分析から、日本の成績が如何なるものかを提

示したいものです。日本発信の将来の医療体制の在り方を提言していくことが、わ

れわれの責務と言えましょう。一致団結し尽力して参りたいものです。

さて、次回の 1SWの開催地はヘルシンキ、次々回はバンコクです。このたびの

1SW2011によって、消化器外科領域の 1SDSを始めとし、 1ATS1C(外傷と集中治療)、

1ASMEN (代謝・栄養)、1AESC内分泌外科)、BS1(乳腺)の国際学会がmtegrateし、

1SWとして展開することが、確固たるものとなりました。GeneralSurgery領域を

広くリードする各組織の参加ゆえに、そこに集う若い外科医にとってはもちろん、

先輩格のリーダーにとっても最新医療情報の収集と国際交流にまたとない機会にな

りましょう。1SW2011を成功させた日本支部会員の次のステップとして、先に述べ

たような国家レベルでのデータの公表はもちろん、個々の臨床研究や先進医療、先

端研究の成果に関する演題を申請し、日本からの delegationが質と量の両面で実力

を一層提示できていることを諸外国の方々に認識していただきましょう。国際交流

においては、冷静かっ真の紳士、淑女である日本人の精神性と文化の伝統を基に、

心温まる友好を築くことも責務と考えます。末筆となりますが、皆様の参加により

意義ある国際交流となることを期待し、またご牽ヲlいただいている LOCへ感謝の

弁とさせていただきます。

らびに FoundationのPresidentを務められ、運営を軌道にのせて、破綻寸前

にあった 1SS/S1Cの財政をも一緒に立て直されました。flは、先生のご指名で

1995年、日本支部会の GeneralSecretaryに任命されたのを皮切りに、日本支

部長、さらには2007年から2011年まではCouncilorを務めさせていただきました。

支部長時代でしたが、 Acapulcoでの ISW1997では、 ISW招致運動を兼ねてお

りましたので、 CouncilorMeetingにも参加させていただき、その雰囲気に接す

る機会をいただきました。会議での先生の国際的な観点からの毅然たる態度と

ご発言は、今も私の心に焼き付いています。後日、先生から議会運営のテキス

トで会議英語を勉強されていたということを伺い、敬服しミたしましたが、先生は、

万国外科学会の立場にたって会議を仕切られておられました。真の国際人で、あっ

たと尊敬しています。この先生の在りし日の御活躍と御言動は、私達の教訓とし

て生き続けることでしょう。

また御病床にありながら、ある時、私に万国外科学会の歴史が書かれた本を

取り寄せるようにとご下命になられ、私は、

本部からそれを取り寄せて病床にお届け

いたしました。その時も先生の目線の先に

ISS/SICによせる並々ならぬ想いがあるこ

とを痛感いたしました。昨年の渡辺昌彦教

授を LocalPresidentとして開催された、本

邦にとっては第 2回目にあたる万国外科学

会を契機に、先生の意を継ぎ、若い日本の

外科医が外国に目を向け、国際人として活

躍してくれるに相違ありません。

これまでのご教導に心から感謝します。

出月先生、御恩は忘れません。安らかに休

み下さい。 出月康夫先生

会員動 向 (2012年3月 15日現在〕 支部活動報告 (20 11 年 1 月 ~ 1 2 月)

会員数 314名 2011.5.1 万国外科学会(ISS/SIC)日本支部二ユース第 32号発行

2011.5 第 31回万国外科学会ClSS/SIC)日本支部総会(紙上開催)

2011.8.29 -9.1 ISW2011横浜

20 11.1l. 1 万国外科学会(ISS/SIC)日本支部ニュース第 33号発行

2011.1l.19 第 32回万国外科学会(ISS/SIC)日本支部総会(於:東京京王プラザホテル)

アクティプメンバ- 283名

シニアメンバ 29名

名誉メンバ 2名

内訳
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INTERNATIONAL SURGICALWEEK 
ISW 2011 IN YOKOHAMA， JAP AN 

Historical facts 

Administrative Director ISS/SIC 

Victor Bertschi 

Preamble 

When visiting Japan as a student in 1972 for the first time， 1 could not imagine what impact 

this country to my fu印reprofessional career may have. A丘ergraduation as an airliner pilot 

1 accepted the post as Professor Martin Allgower's pilot and flight instructor in January 

1979 for a limited period of maximally 5 years. It happened that two years befor・巴 Professor 

Allgower was elected， according to his own words “very unexpectedly"， at the Kyoto 

Congress of SIC in 1977 President of the “Societe Internationale de Chirurgie (SIC)" for 

the period合omSeptember 1979 until 1981. While we were not in the air， 1 was supposed to 

support his office and to organize the breakfast panels at ISW 1979 in San Francisco. At this 

congress， it was decided that the office of the newly named International Society of Surgery 

(ISS/SIC) will be moved from Brussels to Basel. Consequently Martin AIIgower became 

Secretary G巴neralofISS/SIC in 1981 after his term as President and 1 became Administrative 

Director ofISS/SIC 

My first contacts with Japan Chapter ofISS/SIC and CICD 

For the reorganization and computerization of the ISS/SIC membership documentation 1 was 

often in contact by mail but also personally with the National Delegates of Japan， Professor 

Kiyoshi Saito， Professor Takuji Nakamura and intensively with Professor Fumio Nakayama 

whom 1 met later at various congresses and meetings. Our office becam巴bythe mid 80ies 

also office of the Collegium Internationale Chirurgiae Digestiva巴(CICD)，an organization 

that also had World Journal of Surgery as its official organ. By that time CICD with 165 

members from Japan was predominantly lead by Japanese members such as Professor 

Fusahiro Nagao and Professor Teruaki Aoki. As CICD was planning to hold a future 

congress in Japan， 1 was invited already in November 1990 to visit the potential convention 

facilities in Tokyo area. 

Japan Chapter and planning steps for ISW 2011 

In 1981 the Japan Chapter has had a number of 91 Active M巴mbersbut no Senior nor 

Honorary Members. By th巴endof the decade the number had increased to 136. A real boost 

was noticed when the late Professor Yasuo Idezuki was elected Councilor in the Executive 

Committee in 1991 and in 1993 Society President. With 285 members (9 Senior and 1 

Honorary Member) the Japan Chapter has advanced to the second largest chapter behind 

USA. While the Japan Chapter still was increasing， most of the others decreased in their 

membership. The increase also continued when Professor Yoshiki Hiki succ巴ededin 1999 

as councilor representing Japan. Consequently the ISS/SIC Executive Committee clearly 

outlined that Japan Chapter concerns will be handled with first priority. Discussions to 

hold a future International Smgical Week (ISW) in Japan took place already by the middle 

of the 90ies. After the Japan Chapter withdrew its invitation for Kyoto in 2003 in favor of 

Bangkok and in view of other early commitments， the request to host ISW 2005 in Japan 

was not possible but only in 2011. The invitation to attend the Centennial Congress of the 

Japan Surgical Society in April 2000 offered an ideal opportunity to me for a further site 

inspection at the Yokohama， Chiba and Kyoto Convention facilities which all proofed to be 

ideal. In 2002 ISS/SIC President elect， Professor Rudiger Siewert was awarded honorary 

membership by the Japan Surgical Society， so he has had opportunities for various meetings 

with the Japan Chapter Representatives. His information about the decision of the Executive 

Committee that Professor Masaki Kit司jimawill be nominated President ofISS/SIC was very 

positively received. Also his explanations that the earliest date to host ISW will be in 2011 

were accepted with full understanding. At the ISS/SIC Executive Committee Meeting of 
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March 12， 2005 in Munich it was decided that ISW 2011 will be held in Japan by following 

the suggestion of the Japan Chapter for the Yokohama Convention Facilities. This decision 

by the EC later was ratified by the General Assembly at the Durban Congress in 2005 and 

therefore the start was officially given. The LOC under the Leadership ofHonoraly President 

of Local Organizing Committee， Professor Masaki Kit句imahas constituted itself and has 

elected Professor Masahiko Watanabe to act as President of the LOC among all the many 

other members ofLOC 

Activities prior to ISW 2011 

The first public promotion activiti巴sfor the Y okohama Congr巴sswere start巴dwith the 

representation of ISW 2011 with a real Japanese styled booth in the Exhibition Area at ISW 

2009 in Adelaide， Australia. At this congress not only internal meetings between ISS/SIC 

Officers and LOC ISW 2011 took place but also the first Scientific Program Committee 

Meeting with all Integrated and potential Participating Societies took place. The attorneys 

at law Maitre Ke町iHashidate， Tokyo and Maitre Mario Roberty， Basel took care for the 

contracts which finally were ready to be signed some months later. At the deadl'ine for 

the submission of abstracts， January 10，2011 an unusual high number of more than 1，600 

abstracts have been received. Unfortunately and to our very great regret， only two weeks 

before the important Executive and Program Committee meetings related to ISW 2011 in 

Zurich， the very sad events of the Earthquake and Tsunami in Fukushima took place at the 

beginning of March 2011. Quite understandable that the members present at this meeting 

were delighted when the LOG: delegation headed by Dr. Natsuya Katada made it to attend， 

even though with a one day delay. Some weeks of uncertainty and many correspondences as 

well as side meetings followed until the final decision by the ISS/SIC Executive Committee 

based on the result of the LOC meeting for the GO AHEAD of JSW 2011 was take'n and 

communicated by Society & Congress President Professor Ken Boffard on April 28， 2011 to 

LOC President Professor Masahiko Watanabe and later to all concerned. 

The Congress in Yokohama 

The Executive Committee members of ISS/SIC have r巴ceiv巴dthe positive LOC report with 

great pleasure at their meeting on Saturday， August 27， 2011 the day before the official 

opening ofthe congress. Despite negative signs， more delegates than expected have registered 

and a number of 1，650 paying surgeon participants could be welcomed in Yokohama during 

the entire week. The congress， opened by his Majesty the Crown Prince of Japan， proofed to 

be a great success in all ways from the very beginning to its very last activity on Thursday 

evening. More than 600 international and 1，000 local delegates have personally experienced 

that the decision of th巴 GoAhead was correct and wise. All participants have left Yokohama 

with best memories on a successful me巴tll1g.

This success was only possible thanks to the great support by the Local Organizing 

Committee， the Japanese Surgeons and Authorities. 1 am personally convinc巴dthat this 

success has also increased visibility and reliability of the International Soci巴tyof Surgery 

worldwide to hold a high class congress under hindered conditions. A great“Thank Y ou" for 

making this success possible goes to our hosts in Japan. 

Lupsingen， January 6， 2012 

Photo by Victor Bertschi (December 3. 2011) 
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Azerbaijanの外科医と

Association for Academic Surgery 

藤田保健衛生大学坂文種報徳曾病院
一般消化器外科教授

守瀬善一

昨年の ISW2011横浜で私が楽しみにしていたことがありました。北島政樹先

生が会長をなさったISW2007モントリオールで友人になったAzerbaijanの外科

医Dr.Kenan Y usif-zadeとの再会です。Azerbaijanは(私は知らなかったので

すが、) トルコの東にある元東欧の国で、 トルコ人と同ーの民族が住み、 言語・文

化もトルコと一緒だとのことです。医学に関しでもその影響が強く、 Kenanもト

ルコにしばらく留学したことがあり、現在は Associationof Turkish-Azerbaijani 

Endoscopic Surgeonsという学会を主宰しているそうです。実際に彼とあって話を

したのは ISWのレセプション一度だけだ、ったのですが、その時にはなぜか話が弾

み、 “ベルリンの壁"が崩壊したときのこと、その後の 10年ほと守の大変だ‘った時期

のことなど、われわれ日本人には想像もつかないような彼の経験を聞かせてもらい

ました。(今の AzerbaijanはBaku油田などもあり、かなり豊かな固になっている

ようです。2020年のオリンピックの開催地にも Bakuが東京と同様に立候補して

International Association 

of Endocrine Surgeons (IAES)報告

伊藤病院院長

伊藤公一

ISW2011 Yokohamaの成功を心よりお慶び、申し上げます。周到な準備をなさっ

ておられたところ、開催半年前という極めて微妙な時期に、未曾有の震災と津波に

見舞われたこと、北島政樹名誉会長、渡法昌彦会長を始めとする中枢の先生方の御

苦労は想像を絶するものだ、ったとお察します。

そこで東日本での開催予定であることから、会の延期や会場変更を余儀なくされ

たステージもあったと伺っておりますが、日本全体が元気にならなければならない

時にこそ、 勇気を持って決行された首脳陣の方々の心意気に感銘しております。

イ也セクション同様;、私ども InternationalAssociation of Endocrine Surgeons 

日AES) も無事、成功裏に終了し、 学会の会計報告、会計処理も無事に済ませたこ

とを皆様へ御報告差し上げます。

IAES開催についても諸外国より日本支部に暖かい励ましを頂きつつ、 多 くの

同志に御参集頂きました。136名(囲内 34名、国外 102名)の会員登録に加え、

ISWで登録した IAESの会員も存在しますので、 実際には相当数の外科医が私ど

もIAES会議に参加いたしました。

Dinnerには 155名の内分泌外科医が結集し、いつもながらの親睦を深めました。

肝心の学術会議も全てが順調に進み、 学際的で実りのある時を過ごしました。ポス

ター会場には人があふれ、熱いデイスカッションが交わされました。

小さな組織の IAES会員が、大きな学会内で強い存在感を示せたものと自負して

おります。
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います。)彼とはその後もメールのやり取りが続き、昨年の 3月11日には彼から真っ

先にお見舞いメールが届きました。(文末には“Godbless you."ではなく、 "Allah

bless you."とありました。)今回の ISWでは彼と食事をしたのですが、やはり ISS

のpast-presidentで米国の SSAT(消化器外科学会)で何度かあって知り合いになっ

ていた MayoClinicのSarr先生のところに短期留学していたことが分かり、また、

その Sarr先生ともその時にばったり出会い大変楽しい思いをしました。ただし、そ

の次の夜には食事に誘ってみると、 1業はこれから Azerbaijanの大使に東京を案内

してもらって接待を受けてから Azerbaijanに帰るんだよね。"と言って断られました。

話は少しそれますが、先に述べた SSATでは、イタリア出身で米国人になり現在

はニューヨーク大学に勤務しでいる MarcoMelisという外科医とも知り合いになりま

した。f皮からは、“Associationfor Academic Surgery (AAS、http://www.aasurg.

org/ アメリカの研究教育機関所属の外科医の集まりで会員は2-3000人程度)の

global affair committeeに関わっており、毎年海外で careerdevelopment courseを

聞いている。(若手 academicsurgeonに臨床・研究を含めた careerdevelopmentに

関するノウハウなどを講演するもの。最近はフランス、コロンビア、オーストラリア

で開催。)各国と交流をして将来的には exchangevisitor制度などを作ることも考え

ているので、日本でも courseを開けないだろうか。"という相談を受けました。現

在、共催の学会などを探しておりますので、先生方の中でご興味をもたれた方は私

(zmorise@fujita-hu.ac.jp) まで，是非ご，一報ください。AASglobal affair committee 

の連絡先をお教え致しますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

盛況の実現には、高見博理事長を軸とする日本内分泌外科学会・甲状腺外科学

会の日頃のチームワークがベースにございますが、海外会員との密なコミュニケー

ションが実ったものと存じます。PresidentのProf.Leigh W. Delbridgeの多大なる

理解と、とりわけ、様々なお手伝いを下さった Secretary-Treasurer'Prof.目 Geoffrey

B. Thompsonの2名には深謝申し上げます。

最終日には、次回の Presidentである Prof.Robert U delsmanに無事、たすきが繋

がれ、ヘルシンキでの再会を約束し、散会いたしました。

それにしても、この 1年聞は、私ども内分泌外科医にとって実に忙しい時でありま

した。原発事故からの放射能汚染により、甲状腺癌との関連がクローズアップされ、

無機ヨード使用についての情報が錯乱しました。さらには甲状腺ホルモン剤 (LT4

製剤)の国内生産 ・需給麻癖など、関連する内分泌学会、甲状腺学会、核医学学会

とともに、 事態の収拾に追われ続けました。

当然、問題が解決したわけで、はなく、 学会を軸とした福島県民の県外甲状腺検査が、

いよいよ今春から本格実施されます。これらの諸事業は海外よりも熱く注目されてお

り、世-界に向かつて正しい情報を示すべく、今後、ますますの IAESの紳を深めたい

ものと願っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

1zJJぺ・，ヲヌ@部品。h ..Iï9%~": :~~:: 
〈テフレノン殴剤〉

a闘遭販売元

μfd タエーザイf窓会社 師側問い合わせ先エイイ刷会社お客様相ライン
〒112-80a叫 問 、日刷。10 圃 0120，419-497 9-18防止自祝日9-17時)
http://wY柄N.eisal.oo.ip

・効能効果、用法 ・用量、禁思を吉む使用上の注意については、 添付文書をご参照ください
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第32回万圏外科学会 (ISS/SIC)日本支部総会議事録
2011年 11月 19日土曜日午前7:00-7:45

於: 京王プラザホテル42階「富士の間J(日本臨床外科学会第9会場)

出席者，愛甲孝、池田正、伊藤公一、井本滋、岩中督、臼杵尚志、大坪毅人、片田夏也、金子弘真、

北川雄光、北川博昭、北野正剛、桑野博行、小池直人、小西敏郎、坂井義j台、佐藤武郎、真田 裕、

杉岡罵、須田武保、関本貢嗣、曽和融生、高見博、田尻孝、田中淳一、丹黒章、寺島雅典、

富津康子、中尾昭公、比企直樹、平田公一、藤森実、堀口明彦、前田耕太郎、松原久裕、丸田守人、

守瀬善一、矢永勝彦、山川達郎、吉田 昌、和田則仁、渡濯昌彦(敬称略、五十音11民計42名)

(事務眉北川雄光、和田則仁、奥田京子)

1. 開会の挨拶:北川雄光日本支部長

2. 前回支部総会(紙上開催)報告: 紙上開催ですべての議案は原案通り承認された。

3. Integrated Societiesについて

高見博先生:IAESに関しては先々逓すべて会計が終了した。ISSから支援を受け、 SecretaryTreasurerで

ある JeffThompsonと相談し、 ISSに報告した。 ISW2011のIAESディナーには前回同様渡透会長の出席をい

ただいた。155名と盛会であった。

4. ISW2011横浜組織委員会か5の報告

渡謹昌彦先生 President of LOC， ISW2011 

震災等があり 、一時は開催も危ぶまれたが皆さまのご'tth力により開催に至ることができた。直前のキャンセル

が相次ぎ、先生方には迷惑をかけたが、多くの日本人の参加、またi海外からも予想以上の参加があった。オー

|2012年予算案 | 

2012年予算案 (2012年 1 月 1 日 ~12 月 31 日)

日本円の部

ISS/SIC 

単位円

収入の部 予算額 備考

ユーロから預替 730，000 7300ユーロ 1ユーロ=1日日円で計算
広告掲載料 850，000 20日年度掲載分(15万)を古む

寄付 。
雑収入 。
利息 。
当期合計 1，58日，000
前年繰越金 9，834，372 
収入合計 11，264，372 

支出の部

会議費 500，000 総会2匝l分および23年品開求未着分
通信費 150，000 
印刷費 450，000 ニュースレター2回括行分
文具費 10，000 
交通費 50，000 
人件費 360，000 
雑費 10，000 
予備費 50，000 
支出合計 1，580，000 

収支残高(却13年細企) 9，834，372 

フ。ニングセレモニ一、 ウエルカムレセプシヨンは実に国際色豊かで成功を確信した。 Iユー白の部 単位ユーロ

片田夏也先生 S巴cretariatof LOC， ISW2011 : 

参加人数有料参加者 1808人、うち同伴者 103人、ドクターの参加者は 1705人、全体で日本 1112人、外国

人697人となる。

市民公開講座は、応募者約 1800人、当選者約 1000人、最終的参加者約 900人と大盛況で、あった。

参加国。世界五大陸68か国から参加があった。第一位が米国113人、二位オーストラリア43人、三位スウェーテーン27人。

演題数 1月にabstractを締切、支援の成果により 1706演題を受領した。IntegratedSocietyによ っては採択

率が厳しく、加えて震災後、参加キャンセルがあり、最終的にプログラムに載ったのはポスター 750題、口演

410題。シンポジウム、ワークショップ等 323題、合計 1483題であった。

最終日の 9月1日に DisasterManagement: J apan 2011という特別企画を設けた。ISSのKenBoffard会長、

岩手医科大学若林教授に司会を賜り、被災地志津川病院に勤務されていた菅野先生、広島大学原医研神谷先生

および外国の先生二人を合わせて有意義なデイスカッションがなされた。

今回初の試みとし、 MedicalEnglish Speaking Society (MESS)に学会運営ボランテイアを募った。当日、11

大学 51名による支援を得て、学会終了後に有意義だったとのメールを多数受け取った。

北島政樹先生 HonoraryPresident of LOC， ISW2011 : 

(大学院の入学試験のため欠席。事務局よりメッセージを紹介)ISSの日本の発言力には会員数が非常に大事で、

あり、日本人会員の増加にぜひご、協力いただ、きたい。

北野正剛先生 VicePresident of LOC 

皇太子殿下のレセプションのお世話をさせていただいた。皇太子殿下はとてもフランクな方で、私が紹介する

前にすーっと入って来られたが、これが非常に楽しく語られるきっかけとなった。黒岩神奈川県知事、林文子

横浜市長、鈴木寛文部科学省副大臣など、列席者約 20名ほほ全員をまわられ、なごやかであるがとても価値

の高いレセプションであった。

山川達郎先生 PastCouncilor， ISS/SIC 

チュー リッヒで 3月に開かれた理事会では、片岡先生が予定通り行いたいと言うと、あちこちからアンピリー

バブルとの声がきかれる状況であったが、このように盛会裏に終わったことは大変嬉しい。この会は 1902年

から非常に長く続いており、今回は日本での二回目という大変貴重な機会である。私は 1977年に日本で行わ

れた際参加しているが、その全容は MainichiDaily Newsに掲載された。1990年代から副支部長、支部長、

Councilorと務め、この会のため何かできないかと考えていた折に、その記事を私の書庫でみつけ今回展示した。

本日、 学会プログラム、記事の現物を持ってきている。これを支部の事務局で保管し、今回の ISWの記録も残

し、日本での第三回の開催時には歴史を紐解き、盛大で、意義ある会として欲しい。

中尾昭公先生 VicePr巴sident，ISS/SIC 

Ken Boffard会長のもと、副会長として働いた。9月、 10月に 5回ほとと海外の学会に行ってきたが、どこの学

会でもあのような時期に学会を行ったことはすばらしかったとお褒めの言葉をいただいた。次回はヘルシンキ

である。海外からこれほど多くの方に来ていただいたので、ぜひ日本の力を結集してヘルシンキ大会に行きたい。

5.次回支部総会日程について

恒例に従い日本外科学会最終日、幕張にて、平成 24年4月14日出 7:00を予定している。

ヤンセンファーマ橡式会社
URl:http:((w附 .janssen.co.jp

私たちが目指すもの:
それは、違いをもたらすとと

以上 (文責和田則仁)

Janssen T ず

収入の部 . 予算額 備考
会費 8，600.00 
利息 。
繰遊金 7，145.02 
収入合計 15，745.02 

支出の部

日本円へ預替 7，300.00 
見イス本部寄付 2，600.00 2011 {Fおよび2012年分
支出合計 9，900.00 

2013年繰越金 5，845.02 

2ml年収支決算書 | 
2011収支決算番 (2011年1月 1日-12月 31日) ISSlSIC 

日本円の都 単位..円

い反J、の翻I 予算額 世揮額 情 考

会聾 858.0∞ 1，001，372 ユ 口預金から閉皆 (EUK8，GI5.41) 
広告他殺科 7凹 1似珂 500.0∞ 
寄付 。 。
雄収入 。 285 
[$冒2011より 。 7，812，000 
当期合併 1，558，。∞ 9，313，657 
1昨年雄鐘金 1，752，752 1，752，752 
胆入合計 3，310，752 11，066，4'凹

ll:>i:1iヨ(T.)剖I
会議 n 4∞。0∞ 0 春紙上聞(驚 l>tln求¥lI来続
通 IZ費 180，0佃 193，9剖
印刷 費 450.0∞ 587，370 駄号 IS開 制 I特集号瑚ベジ
文具費 30，似珂 4，1l6 
交通賢 50，似珂 30.380 
人件揖 330.0∞ 311，660 
雄 畳 18，0∞ 4，515 
予備費 1曲 .0∞ 100.償却 繕轡募集広告
支出合計 1.558.αlO 1，232.03ワ

Z収支亮聾;高 1.752，752 9，834.372 (2012年抽盤金)

ユー ロの頭1 I~fil: ;ユーロ
収入の都 予'"額 世算植 髄 考

会費 9，100.00 8，640凹

利息 。 8.03 
韓鍾金 7，1l2.43 7，112.43 

1& 70、壬~ 11'~ 16，212.43 15，7曲 46
支出の郁

日本円へ預響 7.8∞∞ 8，615.44 
スイス本部寄付 1.3∞e曲 。

:>i:tf三-a-~ 9.1凹伺 8，616.44 
2012勾三*恥趨&>1> 7，112.43 7，145.02 

屠高 日本円9.834.372問{満幅崎高9.805.2四円+理it:29.163円1

ユーロ 7.145.02ユーロ(画幅睡高 7.H5.02ユーロ1

ISS/SIC万圏外科学会 日本支部

~年三:_jj _Lム日 監事国 弟、宍毒 患精華

之島年土月三主日 監事 '-~- 寸札久 濁盛l

本広告の象は映画面「旦になった少年J
位005年公開)に出演したアシヲ象の
“ランテ1-("です.なお、耳と牙は別の
アフリカ象との合成です.

私たちの大きな使命。それは.今なお~えきれず.患者さんたちが切望する..に取り組み、
とれを解決するととです。

5-'HT3受容体措抗型制祉剤 1 薬価i~基準収減 i
効能・効果、効能・効果
に関連する使用上の注
意、用法・用量、用法・用
量に関連する使用上の
注意、禁忌を含む使用上
の注意等については、添
付文書をご参照くださし、。

ヤンセンがとりわけ主主力しでいるのは.Sつの大きな治...-神o科学..J島11..箔(がん)、
免.疾患および手書籍ーです。
さらに.当祉の製品ポートフォリオは、その他の..な領穏についτも怒っています。

私たちは「人を助ける人」でありたい.
一鍍金された知鴎と資源を使いとなし、...ーした科学のカと可能性に銀貸して、
世界中の人々 の.命と QOLを向上させるために会役一体となって取り組んでいます。

ヤンセンの名のもとに.私たちはおらゆる患者さんのために全力で軍事学を遁袋します.

劇薬、処方せん医薬品(注意←医師等の処方せんにより使用するとと)

70宰;=(鰯O.75mg
Alox;@ 1. V. injection O.75mg 

資料請求先(医薬品情報室)

ぷ;当大鵬薬品工業綜式会社
【AIHOJ干101-8444東京都千代田区神田錦町1-27
、ーノ http://www.taiho.co.jp/

提携先

::HE.ιSINNスイス
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