
平成 30 年度一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会 理事会議事録 

 

理事会 

日 時：2018 年 7 月 5 日（木）17:00～18:00 

会 場：アクトシティ浜松 21 会議室 2 階 

 

議事および報告事項 

 

議事 

＜役員人事＞ 

理事・評議員の新任について 

理事・評議員の退任について 

名誉会員・功労会員候補者について 

＜会則＞ 

会則の変更について 

＜再入会＞ 

再入会について 

 

報告事項 

１、日本皮膚悪性腫瘍学会の現況について 

２、第 34 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 

３、学術委員会 

４、雑誌委員会 

５、連携委員会 

６、財務委員会 

７、予後統計調査委員会 

８、理事長 

９、事務局 

 

理事会（理事 19 名） 

出席：14 名 欠席 5 名（委任状：理事長 3、理事清原祥夫 2） 

(他事務局：福島 聡/船津 科香、税理士：高木 誠、監事：田中俊宏) 

の出席があり、理事会が成立することが確認された。 

 

議事 

＜役員人事＞ 



理事・評議員の新任について 

理事 1 名、評議員 6 名の推薦・申請書届出があり、総務委員会での審議の結果、承認され

たことが報告された。 

理事：菅谷 誠 

評議員：川村龍吉、島内隆寿、鶴田大輔、長谷川稔、藤本 学、米倉健太郎 

上記理事 1 名および評議員 6 名の就任が承認された。 

 

理事・評議員の退任について 

 2 名の役員から退会届の提出があり、理事および評議員各１名が総会の終結をもって退任

することが総務委員会で確認されたことが報告された。 

退会届提出 

理事：岩月啓氏、評議員：藤本 亘 

定年による退任 

理事：岡本祐之、評議員：川島 眞 

上記理事 2 名および評議員 2 名の退任が承認された。 

 

名誉会員・功労会員候補者について 

 今年度の退任者につき、名誉会員候補者 3 名および功労会員候補者 2 名をそれぞれ名誉

会員、功労会員とすることが総務委員会で承認されたことが報告された。 

名誉会員：島田眞路、岩月啓氏、岡本祐之 

功労会員：藤本 亘、川島 眞 

上記名誉会員 3 名および功労会員 2 名の就任が承認された。 

 

＜会則＞ 

会則の変更について 

 日本皮膚悪性腫瘍学会会則第９条の６の監事の員数規定について、定款の員数規定が「３

名以内」となっていることを確認のうえ、これにあわせて会則の員数規定を「２名」から「３

名」に変更することが総務委員会で承認されたことが報告され、上記変更が承認された。 

 また、監事の新任について山元 修の就任が承認された。 

 

＜再入会＞ 

再入会について 

 規約により退会（長期会費未納による退会）となった１名の会員の再入会申請につき総務

委員会で承認されたことが報告され、当該会員の再入会が承認された。 

 

 



 

報告事項 

１、 日本皮膚悪性腫瘍学会の現況について 

事務局より下記のとおり日本皮膚悪性腫瘍学会の現況が報告された。 

1. 会員数 1)一般会員     1,401 名 

2)賛助会員       3 社：東レ株式会社・マルホ株式会社・株式会社ﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ製薬  

3)名誉会員       19 名 

4)功労会員       38 名 

       合  計         1,461 名 

2. 2017 年度新規入会者             88 名 

2018 年度新規入会者        13 名 

 

3. 退会者                        57 名 

 

２、 第 34 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 

 第 34 回学術大会会頭戸倉新樹教授（浜松医科大学）より学術大会開催に先立ち挨拶がな

された。 

 これに引き続き、第 35 回学術大会会頭錦織千佳子教授（神戸大学）、第 36 回学術大会会

頭山本明史教授（埼玉医科大学国際医療センター）、第 37 回学術大会会頭尹 浩信教授（熊

本大学）より学術大会の案内がなされた。 

 

３、 学術委員会 

 森田明理委員長（名古屋市立大学）より、第 6 回日本皮膚悪性腫瘍学会賞選考に関する報

告が行われ、3 件の応募があり審査の結果「熊本赤十字病院皮膚科 江頭 翔 先生の

Chronic sun exposure-related fusion oncogenes EGFR-PPARGC1A in cutaneous 

squamous cell carcinoma. Scientific Reports volume 7, Article number: 12654 (2017)」

の受賞が報告された。 

 

４、 雑誌委員会 

 奥山隆平委員長（信州大学）より、skin cancer 誌の発行状況、原稿依頼に関する状況報

告が行われた。 

 投稿規定について、skin cancer の投稿規定には倫理的配慮の項目がなかったため、臨床

研究法の施行に合わせ、次の日本皮膚科学会雑誌の投稿規定と同一の条文を追加してよい

か審議を行った。 



 

上記条文の追加について、承認された。 

また、学会等での発表の際にその内容が診療を通して得られたものなのか、あるいは研究

を通して得られた新たな知見なのかを明記する必要があるのではないかとの意見が雑誌委

員から提案された。 

清原理事よりプライバシー保護および倫理的配慮のため「原則として同意を得て」とある

が、原則から外れる場合には雑誌委員会で検討をしてもらえるのか、との質問があった。外

部発表の際に原則から外れる場合のルールは倫理委員会で検討を行うことが確認された。 

  

５、 連携委員会 

 山崎直也委員長（国立がん研究センター中央病院）Japan Cancer Forum 2018（認定 NPO

法人キャンサーネットジャパン）にて講演活動を行う予定であることを報告した。またこの

セミナーに対し日本皮膚悪性腫瘍学会はセッション共催費用として 10万円を出捐すること

が報告された。 

 メラノーマのニボルマブとイピリムマブの併用療法が承認された件について、保険適用

となるのは未治療例のみであり、既治療例への拡大の要望があることを報告した。日本皮膚

悪性腫瘍学会も保険適用拡大に向けて関連団体と連携を図っていくべきではないかと提案

した。今後、山崎委員長を中心にセカンドラインでニボルマブとイピリムマブの併用療法を

行った場合の安全性に関する報告例について調査することを確認した。 

  

６、 財務委員会 

 山本明史委員長（埼玉医科大学国際医療センター）より会計報告を行い、平成 29 年度決

算書、貸借対照表、損益計算書の説明を行った。平成 29 年度の大きな変更点として日本皮

膚悪性腫瘍学会本体の会計から学術大会の会計を分離したことが報告された。平成 29 年度

決算報告は承認された。 

 事務局より平成 30 年度予算書の説明を行った。学術大会の運営費として日本皮膚悪性腫

瘍学会の予算から 300 万円を支払ったことを報告した。平成 30 年度予算書は承認された。 

 

７、 予後統計調査委員会 

＜注１＞ 

10．プライバシー保護及び倫理的配慮_住所，生年月日，写真などの記述・記載に当たって

は原則として同意を得て，個人を同定できないよう留意し個人情報を保護すること． _ヒト

に係る研究については，厚生労働省の医学研究に関する指針及びヘルシンキ宣言に準拠し，

患者または被検者の人権を損なうことのないように十分配慮されたものでなければならな

い． _動物実験においても，厚生労働省の医学研究に関する指針に準拠し，動物愛護の面を

十分配慮した研究でなければならない． _臨床研究については，患者のインフォームド・コ

ンセントおよび当該研究施設の倫理審査委員会の承認を得ること． 



 加藤則人委員長（京都府立医科大学）より岡山大学皮膚科のリンパ腫レジストリの閉鎖に

関する報告を行った。 

 メラノーマ予後調査に関する倫理審査について、現在筑波大学の倫理審査を終了したと

ころであるが、東京大学で 3 万円、名古屋大学で 1 万円、九州大学で 1 万円の審査手数料

が必要でありこれを日本皮膚悪性腫瘍学会で負担してもいいかどうか審議を行った。手数

料負担について承認された。 

 

８、 理事長 

 理事長の交替に伴い、日本皮膚悪性腫瘍学会の登記上の事務局所在地を熊本県熊本市中

央区本荘一丁目 1 番 1 号熊本大学皮膚病態治療再建学分野内に移転したことを報告した。 

 日本皮膚悪性腫瘍学会の会計・税務申告に関する事務について税理法人絆（担当：高木誠

税理士）との間で事務委任契約を締結したことを報告した。 

 

９、 事務局 

 長期会費滞納、消息不明などによる退会者について報告を行った。 

  



平成 30 年度一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会 評議員総会議事録 

評議員総会 

日 時：2018 年 7 月 5 日（木）18：00～18：45 

会 場：アクトシティ浜松 31 会議室 3 階 

 

評議員総会（124名） 

出席：48名 欠席：76名（委任状：理事長 69） 

未回答：7名 

(他事務局：福島 聡/船津 科香、税理士：高木 誠) 

の出席があり、評議員総会が成立することが確認された。 

 

議事および報告事項 

 

議事 

＜役員人事＞ 

理事・評議員の新任について 

理事・評議員の退任について 

名誉会員・功労会員候補者について 

＜会則＞ 

会則の変更について 

＜再入会＞ 

再入会について 

 

報告事項 

１、 日本皮膚悪性腫瘍学会の現況について 

２、 第 34 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 

３、 学術委員会 

４、 雑誌委員会 

５、 連携委員会 

６、 財務委員会 

７、 予後統計調査委員会 

８、 理事長 

９、 事務局 

 

議事 

＜役員人事＞ 



理事・評議員の新任について 

理事 1 名、評議員 6 名の推薦・申請書届出があり、総務委員会および理事会での審議の結

果、承認されたことが報告された。 

理事：菅谷 誠 

評議員：川村龍吉、島内隆寿、鶴田大輔、長谷川稔、藤本 学、米倉健太郎 

上記理事 1 名および評議員 6 名の就任が承認された。 

 

理事・評議員の退任について 

 2 名の役員から退会届の提出があり、理事および評議員各１名が総会の終結をもって退任

することが総務委員会および理事会で確認されたことが報告された。 

退会届提出 

理事：岩月啓氏、評議員：藤本 亘 

定年による退任 

理事：岡本祐之、評議員：川島 眞 

上記理事 2 名および評議員 3 名の退任が承認された。 

 

名誉会員・功労会員候補者について 

 今年度の退任者につき、名誉会員候補者 3 名および功労会員候補者 2 名をそれぞれ名誉

会員、功労会員とすることが総務委員会および理事会で承認されたことが報告された。 

名誉会員：島田眞路、岩月啓氏、岡本祐之 

功労会員：藤本 亘、川島 眞 

上記名誉会員 3 名および功労会員 2 名の就任が承認された。 

 

＜会則＞ 

会則の変更について 

 日本皮膚悪性腫瘍学会会則第９条の６の監事の員数規定について、定款の員数規定が「３

名以内」となっていることを確認のうえ、これにあわせて会則の員数規定を「２名」から「３

名」に変更することが総務委員会および理事会で承認されたことが報告され、上記変更が承

認された。 

 また、監事の新任について山元 修の就任が承認された。 

 

 

 

 

 

 



報告事項 

１、 日本皮膚悪性腫瘍学会の現況について 

事務局より下記のとおり日本皮膚悪性腫瘍学会の現況が報告された。 

1. 会員数 1)一般会員     1,401 名 

2)賛助会員       3 社：東レ株式会社・マルホ株式会社・株式会社ﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ製薬  

3)名誉会員       19 名 

4)功労会員       38 名 

       合  計         1,461 名 

2. 2017 年度新規入会者             88 名 

2018 年度新規入会者        13 名 

 

3. 退会者                        57 名 

 

２、 第 34 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 

 第 34 回学術大会会頭戸倉新樹教授（浜松医科大学）より学術大会開催に先立ち挨拶がな

された。 

 これに引き続き、第 35 回学術大会会頭錦織千佳子教授（神戸大学）、第 36 回学術大会会

頭山本明史教授（埼玉医科大学国際医療センター）、第 37 回学術大会会頭尹 浩信教授（熊

本大学）より学術大会の案内がなされた。 

 

３、 学術委員会 

 森田明理委員長（名古屋市立大学）より、第 6 回日本皮膚悪性腫瘍学会賞選考に関する報

告が行われ、3 件の応募があり審査の結果「熊本赤十字病院皮膚科 江頭 翔 先生の

Chronic sun exposure-related fusion oncogenes EGFR-PPARGC1A in cutaneous 

squamous cell carcinoma. Scientific Reports volume 7, Article number: 12654 (2017)」

の受賞が報告された。 

 理事より学会賞の授与の対象と基準について、従前は skin cancer に掲載された論文の中

から受賞論文を選定していたが、すでに電子ジャーナルに掲載された論文の中から受賞者

が出ていることから電子ジャーナルも応募可とすべき、との意見が出され、承認された。 

 

４、 雑誌委員会 

 奥山隆平委員長（信州大学）より、skin cancer 誌の発行状況、原稿依頼に関する状況報

告が行われた。 

 投稿規定について、skin cancer の投稿規定には倫理的配慮の項目がなかったため、臨床

研究法の施行に合わせ、次の日本皮膚科学会雑誌の投稿規定と同一の条文を追加してよい

か審議を行った。 



 

 

 

上記条文の追加について、承認された。 

  

５、 連携委員会 

 山崎直也委員長（国立がん研究センター中央病院）Japan Cancer Forum 2018（認定 NPO

法人キャンサーネットジャパン）にて講演活動を行う予定であることを報告した。またこの

セミナーに対し日本皮膚悪性腫瘍学会はセッション共催費用として 10万円を出捐すること

が報告された。 

 メラノーマのニボルマブとイピリムマブの併用療法が承認された件について、保険適用

となるのは未治療例のみであり、既治療例への拡大の要望があることを報告した。日本皮膚

悪性腫瘍学会も保険適用拡大に向けて関連団体と連携を図っていくべきではないかと提案

した。今後、山崎委員長を中心にセカンドラインでニボルマブとイピリムマブの併用療法を

行った場合の安全性に関する報告例について調査することを確認した。 

  

６、 財務委員会 

 山本明史委員長（埼玉医科大学国際医療センター）より会計報告を行い、平成 29 年度決

算書、貸借対照表、損益計算書の説明を行った。平成 29 年度の大きな変更点として日本皮

膚悪性腫瘍学会本体の会計から学術大会の会計を分離したことが報告された。平成 29 年度

決算報告は承認された。 

 事務局より平成 30 年度予算書の説明を行った。学術大会の運営費として日本皮膚悪性腫

瘍学会の予算から 300 万円を支払ったことを報告した。平成 30 年度予算書は承認された。 

 

７、 予後統計調査委員会 

 加藤則人委員長（京都府立医科大学）より岡山大学皮膚科のリンパ腫レジストリの閉鎖に

関する報告を行った。 

 メラノーマ予後調査に関する倫理審査について、現在筑波大学の倫理審査を終了したと

ころであるが、東京大学で 3 万円、名古屋大学で 1 万円、九州大学で 1 万円の審査手数料



が必要でありこれを日本皮膚悪性腫瘍学会で負担してもいいかどうか審議を行った。手数

料負担について承認された。 

 

８、 理事長 

 理事長の交替に伴い、日本皮膚悪性腫瘍学会の登記上の事務局所在地を熊本県熊本市中

央区本荘一丁目 1 番 1 号熊本大学皮膚病態治療再建学分野内に移転したことを報告した。 

 日本皮膚悪性腫瘍学会の会計・税務申告に関する事務について税理法人絆（担当：高木誠

税理士）との間で事務委任契約を締結したことを報告した。 

 

９、 事務局 

 長期会費滞納、消息不明などによる退会者について報告を行った。 


