Chapter Business
Agenda 1 Organization 2013-14
ADVISORY COUNCIL
Governor=President

小林祥泰

Past president

黒川

Governor-Elect

上野文昭

Vice presidents:

武田裕子

清

福原俊一

Secretary:

前田賢司

Treasurer:

白杉由香理

Members:

遠藤正之，川村光信，柴垣有吾，鈴木健樹，
東條美奈子, 野村英樹，森本

剛，矢冨 裕

COMMITTEES
Credentials/Membership Committee
Chair: 森本 剛
Members:

Vice-chair: 新谷英滋
新井桂子，澤岡 均，阪野勝久，
矢崎俊二, 湯地晃一郎, 渡部秀人

Local Nominations Committee
Chair: 遠藤正之

Vice-chair: 平和伸仁

Members: 伊藤孝史, 大西弘高, 国枝武重, 永山正雄，羽田俊彦，山本典子

Scientific Program Committee
Chair: 柴垣有吾

Vice-chair: -

Members: 赤井靖宏, 東 光久，栗田宜明, 志水英明，知花なおみ，八田 告, 渡邉 崇

Finance Committee
Chair: 白杉由香理
Member: 笠巻祐二，加藤哲朗，安尾和裕

Health and Public Policy Committee
Chair: 野村英樹
Members:

Vice-chair: 小山雄太

小野 宏，後藤洋平，郷間

巌， 西田

隆，宮田仁美，渡邊祐子

Public Relations Committee
Chair: 川村光信

Vice-chair: 安藤聡一郎

Members: 荒牧昌信, 泉谷昌志, 岩永正子，大島康雄，小野広一，川名正敏, 原 眞純, 板東 浩，
松木薗和也，松田正典，

Women's Committee
Chair:

東條美奈子

Vice-chair: -

Members: 小川大輔，倭 正也

Committee for Associate and Medical Student Enrichment (CAMSE)
Chair: 矢冨 裕

Vice-chair: 錦織 宏

Members: 飯村 傑，伊藤功朗，村上 純,
根木 沙良子（学生委員・委員長）
戌亥章平（学生），奥村和也（学生）, 折茂愛子（学生），加納希生（学生）

Young Physicians Committee
Chair:

鈴木健樹

Vice-chair: -

Members: 川島彰人, 北野夕佳，萩野 昇，福地貴彦, 森 雅紀

International Exchange Program ad hoc Committee
Chair: 小林祥泰

Vice-chair: 矢野（五味）晴美

Members: 井上直紀, 今井直彦，小原まみ子，佐々木徹, 嶋村昌之介，本田 仁

Membership (as of May 2014)
5 Master, 305 Fellows (+3), 7 Honorary Fellows, 566 Members (-8), 99 Resident/Fellow
Members (-6), and

126 Student Members (+39).

Total 1108 Members (+28).
(Compared to Feb 2013)

Agenda 2
Chapter Business Report : July 2012 - Present (May/June 2014)
■Credentials/Membership Committee
‐ Reviewed application forms for FACP advancement and judged the applicants'
qualifications.
‐ Changed the qualification of associate membership.
‐ 16 new fellows were elected. (From July 2012 to May 2014)
■Local Nominations Committee
- No one was selected to receive The Volunteerism Award, The Laureate Award or The
Sakura Award of Excellence in 2013.
- Three members from LNC formed the Election Committee to identify two candidates
for Governor‐elect. The Committee identified Dr. Fumiaki Ueno and Dr. Keijiro Saku
as best candiates for Govenor‐elect.
■Scientific Program Committee
- ACP Japan Chapter Annual Meeting 2013 (http://www.acp2013.org/)

Beginning last year, we made major revisions to the annual meeting of ACP JC. We
tried to take the advantage of ACP; the most prestigious organization to educate
clinical general internal medicine. We extended the Meeting from one‐day to two‐day
in order to accommodate more sessions. We offered much more practical and clinical
sessions and many sessions in Japanese for the motivated students, residents and
physicians can find the meeting more attractive and easy to access. We planned to
have the poster session in order to make the participants more communicable each
other.
Overall, we had 16 sessions (didactic sessions, workshops), 5 luncheon seminars, 6
meet‐the‐expert sessions, a plenary session, a special memorial session, a governor’s
address, and a ACP update. We had 44 posters and the poster discussion became a
very lively session with many participants with full of discussions. Some presenters
were awarded and had a chance to give a presentation in the main hall the next day,
and seemed to get motivated by this wonderful experience. We invited two
internationally renowned speakers; Dr. Virginia Hood, the immediate past president of

ACP, and Dr. Mitchell Feldman from the University of California, San Francisco. Both of
them provided the educational workshops and very rewarding talks.
Despite the untoward circumstances that for the first time we had our meeting totally
dependent from the Annual Meeting of the Japanese Society of Internal Medicine, the
meeting was very successful. Overall, number of the participants was as many as 495,
167 of whom also joined the reception, making it very lively. Most of all, it was our
surprise and pleasure to have many young residents and students joined the sessions
and the reception, making our meeting very promising. Our meeting was also very
successful in that the income exceeded the expenditure by 1,145,763 yen (income
7,416,832 yen, expenditure 6,272,069 yen).
- Educational workshop for students and residents

Beginning in 2012, SPC has expanded its activity towards students and residents in
order to increase awareness of and participation in the membership of the ACP Japan
Chapter and its annual meeting. As you already know, more than ever young students
and residents participated in the Annual meeting and the membership of the ACP.
Again this year, we organized a workshop on clinical research for students, residents
and young physicians. The title of the workshop was “What is the “clinical research”
that students and residents can conduct?, and lectures on how to find and build
research question, how to present effectively, survey research, and qualitative research
This workshop was held on November 9th, 2013 at Fukushima and 28 students and
residents joined the session. Evaluations from the participant were very favorable and
supporting, showing the strong interests to study further at the Annual Meeting 2014.
The lectures are given by Hiroshi Nishigori (Associate Professor, Kyoto University, and
the Vice chair, CAMSE, ACP Japan Chapter), Shunichi Fukuhara (Professor, Kyoto
University, Vice President, Fukushima Medical University, Vice Governor, ACP Japan
Chapter), Kenneth E. Nollet (Professor, Fukushima Medical University), and Noriaki
Kurita (Program chair of the workshop, Assistant Professor, Fukushima Medical
University). Several other staff at Kyoto University and Fukushima Medical University
contributed this workshop. Attached is the Report and the Evaluation of the workshop
for reference.
■Health and Public Policy Committee
Published an opinion paper on the Journal of the Japanese Society of Internal Medicine
(2014;103:181‐187) to provoke discussion about Conflict of Interest in Professional

Medical Societies.
■Public Relations Committee
- PRC released Governor's Newsletter of ACP Japan Chapter(two English and four

Japanese versions) six times by May, 2013 from May, 2014 as follows.
2012/07/30
2013/02/28
2013/07/20
2013/07/30
2014/03/20
2014/03/20

Governor's Newsletter‐Japanese Version July 2012
Governor’s Newsletter‐Japanese Version February 2013
Governor's Newsletter‐Japanese Version July 2013
Governor's Newsletter‐English Version July 2013
Governor's Newsletter‐Japanese Version March 2014
Governor's Newsletter‐English Version March 2014

‐ PRC translated the article:“ Upper endoscopy for gastroesophageal reflux disease:
best practice advice from the clinical guidelines committee of the American College of
Physicians.“ published on Ann Intern Med. 2012 Dec 4; 157(11):808‐16 and
supervised it. (5th/June/2013)
‐ The Japan Chapter received Special Recognition for our 2013 initiative called,
"English version of Governor’s Newsletter by the Japan Chapter". (10th/April/2013).
PRC contributed not only to acquire this Award but to do the 2013 Evergreen All‐Star
Award.
‐ PRC made information exchange between members active by Facebook.
■Women's Committee
-

-

Women’s Committee of ACP Japan chapter (ACPJPWC) has worked for the mission
to encourage and inspire female physicians by creating networks of medical
professionals to help them find their optimum mentors and develop their own
career.
Collated the results of the questionnaire survey on mutual partnership between
men and women physicians, which was held by ACPJPWC on the special session in
ACP Japan Chapter Annual Meeting 2012, entitled “Ikumen‐Doctor as role models
of work‐life balance with competitive career” by Prof. Kentaro Iwata and Dr.

-

Gautam A. Deshpande. The report and our proposal were presented at a poster
session in ACP Japan Chapter Annual Meeting 2013.
Started to provide a website on facebook, “ACP Japan Chapter, Mentor & Mentee
Community” (https://www.facebook.com/ACPJPWC) and its group site
(https://www.facebook.com/groups/ACPJPWC/).

■Committee for Associate and Medical Student Enrichment (CAMSE)
- Western Style Case Discussion for ACP Associate and Medical Student Members

(WSCD 10) was held on November 3, 2012 at The University of Tokyo.
‐ Poster Competition for ACP Associate and Medical Student Members was held at
2013 ACP Japan Chapter Meeting as a part of general poster sessions.
‐ Student Committee was established by the initiative of CAMSE, and will hold
“Washington University School of Medicine in Seattle ‐ ACP Japan Chapter CAMSE
International Joint Project” at 2014 ACP Japan Chapter Meeting.
■Young Physicians Committee
- Presented ‘Career Development for Young Physicians‐ Transition from Medical

Students and Residents’ at 2013 ACP Japan Chapter Meeting. We discussed needs and
problems around transition period, shared experiences, and explored opportunities for
career development: (1) How young physicians manage their careers (2) How young
physicians develop their career plan in the total constellation of educational, physical,
economic, and social factors.
‐ Submitted a small session proposal ‘Career Development: Time management and
work‐life balance’ at 2014 ACP Japan Chapter Meeting. We aim to discuss needs and
problems in time management and work‐life balance in young physicians or physicians
in early career stages.
■International Exchange Program ad hoc Committee
-Has continued to develop the exchange observership program with the Department of
Internal Medicine, Olive View Hospital, University of California Los Angeles, School of
Medicine under the supervision of Dr. Soma Wali, Governor, California State Chapter,

American College of Physicians.
‐‐Japan Chapter has continued to provide ¥100,000 (approximately 1,050 USD) as a
travel grant for each candidate upon completion of the observership.
‐A total of twelve young physicians were selected and accepted for the clinical
observership since July 2012 to date. A total of five physicians were selected and
completed the observership between July 2012 and June 2013. Between July 2013 and
June 2014, a total of five physicians were selected and completed or expected to
complete the observeship. One candidate is expected to do in November 2014. One
candidate declined the offer after acceptance.
‐Major changes in the agreement for the observership with Dr. Soma Wali, Governor,
California State Chapter, American College of Physicians have been made. The
observers are charged for US $1,250 for each individual due to the administrative cost
for the arrangement. Dr. Soma Wali also suggested to send two physicians to share the
room and reduce the overall cost. Since May 2014, a pair of physicians with the same
gender has been sent.

Agenda 3 Financial Report
Beginning Balance (July 1, 2013)
¥14,569,532
¥100
Deposits
Chapter Development Fund (Associate,
Student Fund)

CSセンター口座分
日付

$500

¥47,900

$2,925

¥280,215

4/1

前期（2012年度）未換金分 レート＄1=95.8

$2,844.27

¥272,481

4/5

前期（2012年度）未換金分 レート＄1=95.8

Unallocated chapter funds

$155.82

¥14,927

6/14

前期（2012年度）未換金分 レート＄1=95.8

3rd quarter Residual dues amount

$14,050

¥1,345,990

8/23

レート ＄1=95.8

3rd quarter Chapter Dues
Recruit-a-Colleague Reward

1/23

前期（2012年度）未換金分

レート＄1=95.8

¥1,961,513
8/23

2013年年次総会余剰金

¥1,158,263

8/29

¥1,229

8/19

利息

¥1,228

2/17

利息

¥105

2/17

利息 CSセンター口座分

Other Industry Support (not related to Annual
Meeting)
Interest Earned

¥3,122,338
Payments
Staff Support:

2013年4/11 2014年6月度分まで前払いのた
め、今期はCSセンターへの業務委託金は発生
していませんが、来期分の振込を今期中におこ
なう必要があります。5/27付けの見積もりでは
￥1,739,707でしたが、週あたり12.5時間の計
算ですので、現状の15時間と計算すると約
￥2,000,000となります。

Staff Support: 交通費 / 12月理事会 （株）CSセ
ンター
Council Meetings

¥27,780

12/17

会場費 / 12月理事会 學士會館

¥80,344

12/17

交通費 / 12月理事会 福原 俊一先生

¥10,000

12/17

¥42,000

10/8

OVMC研修渡航助成金 / 磯久 愛先生

¥100,000

9/3

OVMC研修渡航助成金 / 津田 萌先生

¥100,000

3/4

¥720

12/17

交通費 / 12月理事会 飯村 傑氏

¥21,900

12/17

交通費 / 12月理事会 奥村 和也氏

¥71,900

12/17

交通費 / 12月理事会 加納 希生氏

¥71,900

12/17

Committee Meetings
aBusシステム改訂費用 / 株式会社クウ
Associate Activities

MedicalStudent Activities
交通費 / 12月理事会 折茂 愛子氏

OVMC: Olive View Medical Center

Annual Chapter Meeting Expenses
2014年ACP本部総会看板代＋レセプション代
$1776.21＋アルコール代ですが、前田先生か
らのご請求がまだなので収支バランスにはまだ
入っていません。￥400,000くらいでしょうか。

National Meeting Expenses
YouTube作成費用 / 山岸 任氏

¥75,000

9/3

日本支部講演会You Tube作成費

Other: 藤林法律事務所 木元弁護士費用

¥142,185

3/4

一般社団法人設立に関する相談費用

Other: 銀行：小切手換金手数料 @5,000 x 5件

¥25,000

9/18

¥525

3/4

銀行振込手数料（磯久愛先生）

¥420

9/3

銀行振込手数料 / 小切手費用振込

¥420

12/12

銀行振込手数料（折茂愛子氏）

¥262

12/17

本部からの小切手換金手数料
日本支部本口座からCSセンターへ振込預託金
振込
OVMC研修渡航助成金 振込
CSセンターから日本支部本口座への振込手数
料
12月理事会交通費振込

銀行振込手数料（飯村傑氏）

¥262

12/17

12月理事会交通費振込

銀行振込手数料（奥村和也氏）

¥420

12/17

12月理事会交通費振込

銀行振込手数料（加納希生氏）

¥420

12/17

12月理事会交通費振込

¥210

12/17

12月理事会会場費振込

銀行振込手数料（福原俊一先生）

¥262

12/17

12月理事会交通費振込

銀行振込手数料（津田萌先生）

Other: 銀行：振込手数料

銀行振込手数料（学士会館）

¥420

3/4

OVMC研修渡航助成金 振込

銀行振込手数料（aBus）

¥735

10/8

aBusシステム改定作業振込

銀行振込手数料（山﨑任氏）

¥420

9/3

年次総会YouTube作成費振込

銀行振込手数料（木元弁護士）

¥420

3/4

木元弁護士への振込

Total Payments
¥773,925
Net Profit

¥2,348,413

5/30付けの実質の日本支部の資金です。実際
にはこの金額から「CSセンターへの業務委託
金」￥2,000,000，2014年ACP本部看板代，レ
セプション代￥400,000、5/30開催理事会開催
諸費用￥100,000(すべて予測）を差し引いた額
になります。具体的には−￥150,000前後の金
額となる見込みです。

Ending Balance
¥16,918,045

明細：ACP日本支部本口座￥16,691,240 ＋
CSセンター口座￥226,805．上記の支出があ
るので，最終的には￥14,400,000前後の次期
繰越金となる見込みです。

Agenda 4

Chapter Business Plan

： July 2014～

■Credentials/Membership Committee
‐ Review application forms for FACP advancement and judged the applicants'
qualifications by online.
‐ Respond to queries from members and board of ACP Japan Chapter regarding
membership in collaborate with secretary.
■Local Nominations Committee
Start to accept applications for The Volunteerism Award, The Laureate Award and The
Sakura Award of Excellence in 2014.
■Scientific Program Committee
- Organizing the Annual Meeting 2014 of the ACP Japan Chapter
(http://www.acp2014.org/)

On May 31st and June 1st, 2014, we will organize the Annual Meeting 2014 of the ACP
JC in Kyoto at Kyoto University Clock tower Centennial Hall as in 2013.
We expanded the number of the clinical sessions very much, and we are expecting 26
clinical sessions, 8 luncheon seminars. Overall, as many as 78 abstracts were submitted
for the poster session. We selected 3 abstracts for the best posters, which will be
presented and awarded on June 1st.
This year, we have Professor Molly Cooke from the University of California, San
Francisco, and the immediate past president of the ACP, who will give a plenary lecture
and a luncheon lecture as well as an ACP update.
To meet the expectation from many participants that we can offer the CME credit, we
have succeeded this year to earn the CME from the Japan Medical Association.
We succeeded to have many more exhibiters (16; institutions, hospitals, and a book
store) than those of last year. Thus, we are expecting that we can make both ends meet
in spite of our tight budget.
We believe we will have very successful meeting again this year.

- Organizing the Annual Meeting 2015 of the ACP Japan Chapter

We are planning to hold ACP JC 2015 on May 30th and 31st in Kyoto, again.
■Health and Public Policy Committee
Continue to work on a draft version of Conflict of Interest Policy of the ACP Japan
Chapter.
■Public Relations Committee
‐ PRC makes a plan to release Governor's Newsletter of ACP Japan Chapter several
times
for a year.
Governor's Newsletter is produced by the contributions from many Japanese and
foreign members. Each of these reports is very wonderful, and interesting.
However, many of them have been buried into Governor's Newsletter.
We want much more people to read each manuscript.
We would like to take them out from Governor's Newsletter and to release again by
Facebook etc.
‐ PRC will translate into Japanese some of manuscripts contributed to Governor's
Newsletter in English (English version), and publish them to the Japanese version.
‐ PRC has planned the interchange between members by a Facebook and also offered
much information.
‐ Since my (Mitsunobu Kawamura) term of office is completed at the end of this June,
I would like to strongly recommend Dr. Soichiro Ando who is a vice‐chair at the present
as a next chair.
■Women's Committee
-

Create a library of useful resources that we can share with others on female
physician’s career development in the medical profession.

-

Enrich the content of our website, “ACP Japan Chapter, Mentor & Mentee
Community” (https://www.facebook.com/ACPJPWC) and its group communicating
site (https://www.facebook.com/groups/ACPJPWC/).

■Committee for Associate and Medical Student Enrichment (CAMSE)
‐ Student Committee will be further developed more firmly with the support of CAMSE.
‐ CAMSE will complete its role after development of the student committee.
■Young Physicians Committee
- Will present ‘Career Development: Time management and work‐life balance’ at 2014

ACP Japan Chapter Meeting. We aim to discuss needs and problems in time
management and work‐life balance in young physicians or physicians in early career
stages.
‐ Will apply for Chapter Development Funds. We hope by the support of chapter
development fund to hold biannual seminars for medical students, fellows, and young
physicians. By holding seminars bi‐annually and launching another session at a
separate time from the ACP Japan Chapter Annual Meeting, we are hoping not only to
enhance their professional life, but also to reach young physicians who cannot attend
the Annual Meeting for geographic reasons.
■International Exchange Program ad hoc Committee
‐Application process for the observership has been changed. All the application forms
should be submitted during the designated period. This year it should be between April
and July 2014. Applicants will be screened with their CVs and Personal Statement.
‐ International Exchange Program Committee will discuss the final candidates for the
observeship through the screening.
‐The criteria for the selection is currently under revision.
‐A maximum of 12 candidates will be accepted for the clinical observership for a month
period in 2014‐2015.
‐ Japan Chapter will continue to provide ¥100,000 (approximately 1,050 USD) as a
travel grant for each candidate upon completion of the observership.

Agenda 5 Budget
Beginning Balance (July 1, 2014)

¥14,500,000
Deposits
ACP本郡からの収入Chapter Development
Fund

レート＄1=￥95と試算

Chapter Dues
Recruit-a-Colleague Reward
など
$20,000
2014年年次総会余剰金
Other Industry Support (not related to Annual
Meeting)
Interest Earned

¥1,900,000

2011年度はおよそ$42,500、2012年度
は$43,500の収入がありました。2013年
度は前期分を入れても$20,475.09にとど
まっており、本部の手配ミスや送金ミス
などがないか確認が必要と思われま
す。

?

¥2,000

利息

Other
Total Deposits

¥16,402,000

Payments
Staff Support（ホームページ管理料を含む）

¥2,200,000

2014年見込み金額の￥2,000,000に10%
の予備費を加えました。

Council Meetings

¥300,000

理事会交通費、会場費

Associates Activities

¥800,000
¥50,000

MedicalStudent Activities

Committee Meetings

¥100,000

UCLA関連病院派遣者渡航助成金＠
100000×8名
WSCD開催関連諸経費
IM2015参加補助代（poster competition
副賞）

¥50,000

WSCD開催関連諸経費

¥300,000

各委員会開催交通費、会場費など

Others:
銀行振込手数料
一般社団法人移行に伴う特別経費

¥100,000
¥1,500,000

上記にともなう特別予備費

¥300,000

一般予備費

¥200,000

Total Payments
Net Profit (Loss)

¥5,900,000
¥-3,998,000

Ending Balance

¥10,502,000

１．現状では日本支部の収入源は①本
部からの収入②年次総会の余剰金の２
つです。２．社団法人移行に伴う特別経
費および特別予備費についてはあくま
でも計算上の計上額です。ひょっとした
らかからないかもしれません。３．2014
年の日本支部総会の会計については不
明のため、計算に入れていません。

（別紙）

Credentials/Membership Committee
2012‐2014 報告書
【委員】
委員長 森本剛
副委員長 新谷英滋
委員 新井桂子、澤岡均、阪野勝久、矢崎俊二、湯地晃一郎、渡部秀人
【活動報告】
FACP 審査
新規フェロー昇格審査 16 名
2 名は Step 2 審査中
2012 年から審査方法を、事務局を介さない手続きとし、gmail を使って委員長がハン
ドリングした。
基本的に web や email を用いて、申請者自身が申請を行うシステムに変更した。
Step 1
フェロー昇格申請希望者は、web を確認し、問い合わせがあれば電子メイルで委員
長に問い合わせる。委員長が定期的にメイルを確認し、申請資格があると判断され
た場合には Step 2 へ、書類不備などがある場合には、再度提出するように連絡する。
Step2
フェロー昇格申請者は、web を確認し、必要書類を全て電子化して Credentials
Committee に電子メイルで申請する。委員長が定期的にメイルを確認し、申請があれ
ば電子化された書類を委員全員に送付し、審査を電子メイルで依頼する。委員長が
委員からの審査結果ととりまとめ、申請者に合否を連絡する。
Step 3 4
フェロー昇格申請者から電子化された書類が送付されれば、委員長が委員の中から
3 名を順番で指名し、書類の確認を依頼する。書類を確認後、委員長から申請者に修
正点を連絡し、微細な変更であれば、そのまま申請するように申請者に回答する。大
きな修正が必要であれば、再度提出してもらい、委員長が確認して申請者に連絡す
る。
Step 6 の後
小林 Governor からの連絡を元に、日本支部の審査を通過しているか否かを委員長
が小林 Governor に回答する。

2013 年度からは、事務局業務が CS センターに委嘱されたことを受けて、gmail を用い
た委員長ではなく CS センターがハンドリングを行った。
手続き方法は変更なし。
Associate Member の資格審査
1 名、規定外の associate member の入会条件について、持ち回り会議を実施した。
結果として、現行の associate member の入会条件を以下のように変更することを次の
理事会に提案する。
associate member の入会規則から、卒業年度を削除する。卒業年度の縛りを無くして、
「認定内科医試験に合格した方で現在内科の研修中であり，総合内科専門医を目標
にする方（要：研修責任者の自筆署名付き証明書）に対し認定内科医取得後 5 年まで
の associate member での入会を認める」
に変更する。（要 理事会の承認）
会員状況（2014/5/15 現在）
MACP 5 人、FACP 305 人、Honorary Fellow 7 人、Member 566 人、Associate 99 人、
Student 1126 人 合計 1108 人
新入会（2012 年 7 月～2014 年 5 月 15 日）
新規 Member 82 人
新規 Associate member 52 人
新規 Student member 104 人
新規 FACP 16 名
【活動計画】
委員会構成
委員長 鈴木敦司
副委員長 未定
委員 再任 OK で一旦 ML で公募、集まらなければ現委員を中心に声をかける。慣れ
もあるので、最低半分は旧委員が望ましい。
FACP 審査
引き続き、電子メイルのみでの審査を行う。
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事後アンケート

全体アンケート
回答数：162
■今回の年次総会の事前登録の対応はいかがでしたか？
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■今回の年次総会の当日運営はいかがでしたか？
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■今回の年次総会に参加して、ACP 日本支部の活動内容を知ることができましたか？（1 つだけ選
択）
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■今回の年次総会の全体の構成は良かったと思いますか？（1 つだけ選択）
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■今回の年次総会の２５日のシンポジウム、講演（有償セッションを除く）のうち、最も良かった
セッションを一つ選んで番号を□に記入してください（１つだけ選択）
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ACP日本支部年次総会 会長2013講演
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■今回の総会の 26 日のシンポジウム、講演（有償セッションを除く）のうち、最もよかったセッ
ションを一つ選んで番号を□に記入してください（一つだけ選択）
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■今回の年次総会の参加費用をどう思われますか？（一つだけ選択）
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■今回の年次総会に参加して、新しい知識を得ることができましたか？（一つだけ選択）
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■今回の年次総会に参加して、新しい気づきがありましたか？（一つだけ選択）
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■全体的にみて、今回の年次総会に満足していますか？（一つだけ選択）

62

0%

86

20%
とてもそう思う

40%
そう思う

どちらともいえない

60%

14

80%
そう思わない

1

100%

まったくそう思わない

■次回の年次総会（2014 年 5 月 31 日、6 月 1 日）にも参加したいと思われますか？（ひとつだけ
選択）
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■次回の年次総会への参加を知り合いに勧めたいと思われますか？（一つだけ選択）
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■貴方は米国内科学会会員ですか？（一つだけ選択）
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□現在 ACP 日本支部の会員でない方にお伺い致します。
■ACP 日本支部に入会したいと思われますか？（一つだけ選択）
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■他にご質問、ご要望、ご助言などがございましたら記載下さい。
・初日の受付の手順が悪すぎて、長い行列になっていた。改善をお願いします。
・有償セッションにおそらく知らずに参加されていた方がおられたと思います。
・事前登録時に有料セッションの内容がタイトルしかわからないのが困った
・当日の受付が長い列で混乱していてかつ自分の名札を見つけられなくて長く待たされた。挙句に
手書きの名札になってしまし、かつ時間がかかってしまい 9:30 からのセッションはあきらめる
こととなってしまった。
・ﾎﾟｽﾀｰ発表のの際の事前案内が不十分だった
・内容は素晴らしくてとても勉強になったのですが上記の運営面を改善していただけたら嬉しく思
います
・展開を探っているのに同じ資料を同じように証明なさる方にはとても興味深い
・有償セッションを二つ受けたが、少し期待はずれであった
・レクチャーのスライドやレジュメが一部配布されていたが、もっと多くのセッションで資料を配
布していただきたい。How To paper published 膠原病の検査の仕方などもいい内容で大変勉強
になったが資料を欲しい。
・またできれば YouTube などでオンデマンド配信などもあれば嬉しいのですが・・・
・企業のカラーが乏しい雰囲気が良かったと思います
・Facebook ページでもコメントしましたが、ACP 会員のお一人でカメラを持参している方が、とこ
ろかまわず撮影している点は大変不快でした。講演中に写真撮影のために立ち上がり、席を外す
（後ろの人が見えなくなる）、許可もなく並んでいる人の写真撮影する、といった行動です。
報道期間は PRESS 腕章をつけていました。そのような周囲から分かるような形にしてもらえると
多少納得出来るかもしれません。 また、参加者による講演内容の携帯端末による撮影も閉口し
ました。著作権の問題から近年は禁止している学会がほとんどです。こちらもご検討いただけま
すと幸いです。
・当日受付の名札配布手際の改善をお願い致します
・ランチョン時の弁当配布も上手に対応お願い致します。
・総合内科専門医の更新点数が加点されるとありがたいです
・このたびは、well-organized で、素晴らしい大会でした。手作
手作りとのことですが、warm-hearted な印象で、内容も具体的で実際的で、講師の先生の魅力
満載、というもので、よかったです。単なる、レクチャーのみよりも、心に訴えるものがいい
ですね。福島医大、PC 学会関連も、なにとぞ、よろしくお願いします。
・企業やメーカーを入れず、福原先生の強いリーダーシップで行われた素晴らしい総会だったと思
います。
若手の先生が多数参加していて活気があり、また総合内科マインドのたっぷり詰まった内容で、
大変勉強になりました。 改善した方がいいと思われた点は、当日の受付、また会場のマイクの
調整に少し混乱が見られたこと。またアンケート用紙がセッションによって最初に配られたり、
終わってから配られたりで回収率がバラバラだったこと。またアンケートのフォームも重複があ
って、少し無駄があるかな？と思いました。アンケート用紙は事前に机の上に置いておくか、入
り口で受付とともに渡すか、に統一した方がいいと思いました。 今回はかなり講師の先生に負
担がかかっていたように思いましたが、次回もたぶんそうなると思うので、前もってマニュアル、
もしくは打ち合わせが必要と思いました。
また HP が少し見にくく、とくに登録の時に少し手間取りました。ここも少し改善が必要かと思

います。
これまでにない総会で、とても刺激になりました。また来年も参加したいと思います。
ありがとうございました。
・総合内科専門医の更新点数があるとよいです
・とても勉強になりました。ただセッションが重なって出られないものがあったが残念でした。
・今回の開催が、高血圧学会（臨床高血圧フォーフォーラム）と重なっていたため、次回開催の時
は重なっていないことを希望します。
・他の学会と違い、新しい取り組みが随所に感じられました。有償セッションは魅力的な内容が多
かったと思います。
・現在、ACP 日本支部の会員ではありませんが、ぜひ、入会したいと思っています。
ただ、残念ながら、現在の資格条件（若手であるか、内科専門医であるか）からは外れておりま
す。
そこで、内科認定医＋特定分野の専門医 の資格でも、さらに一定の医学的貢献（業績）の条件
を満たせば、入会審査にアプライできるような道が残されていればと個人的には願っております。
・とにかく素晴らしい会でした。
・まずは、米国でトレーニングを受け、帰国した医師の professional home であるという点。高名
な先生方から直接個人的なアドバイスを頂戴する機会が盛り沢山であり（おそらく米国の ACP
Meeting ではむしろ不可能だと思います）、他の参加者の先生方とも多く触れ合えました。
次に、学生にフレンドリーで非常に多くの教育・気付き・チャンスを提供していたのも他の学会
にはない良い点だったと思います。
最後に、もちろん内容も一般内科医のアップデートのために必要なものばかりでした。
ところで ACP 本部の総会では「Updates in ◯◯」というコーナーがあり、個人的には非常に勉
強になると思って見ております。来年度以降のアイデアとして思いついたのですが、米国で
subspecialty を取得された先生方に、各 subspecialty のアップデートを簡潔にご紹介いただけ
れば非常に面白いのではないかと存じますがいかがでしょうか？ 私は今年は年次総会では何
もできませんでしたので、来年度からはもっと積極的に参加させていただければと存じます。
それでは運営に関わられた先生方、事務の方々、まことにありがとうございました。今後共よ
ろしくお願いいたします。
・非常に限られた人員、時間であれだけのものが用意できたのがすごいと思いました。感謝してお
ります。 ただ一点大きく問題だと感じたことは、有償セッションでもあきらかにチェックがル
ーズで申し込みなく入れている方が多くいたことです。事前に支払いをしている側としてはなん
だか複雑な思いでした。
・大変勉強になりました、ありがとうございました。
・開会当日の受付が非常に混乱しており、こちらは改善の余地があると思いました。
初参加でした。全体的には内科診療を行っている者にとって、非常に実践的な内容のレクチャー
が多く、とても勉強になりました。来年もぜひ出席したと思いました。来年はぜひ書物からは学
びにくい「めまい」診療や頚静脈波形などのマスターの先生に講義をしてもらえるセッションを
設けてほしいです。
今大会の企画運営どうもお疲れ様でした。
・全国から参加者がいるため、クロークがあると良いと思いました。
有償セッションの参加可能な人数が多い方が良いと思いました。

また、興味深いセッションが多く、時間帯が重なっていたため、苦渋の選択になってしまったの
は残念でした。 スタッフの方々は、慣れない業務の中、頑張っておられ、親切に対応していた
だき、ありがとうございました。
・臨床推論は学生、研修医の先生を対象にしていただき、なるべく画像データや動画などを入れて
いただけるとより臨床にそくしたものとなると思います。
・支部会には内科認定医がないと入れないのでしょうか？
・ポスター発表に必要な画鋲は、各発表者ごとに準備しておいてほしい。参加費の領収証を発行し
てほしい。事前登録では割引になるはずなのに、ネット上で、5 月に入ったら支払不足になって
いたので、その辺の不備は直してほしい。抄録集は事前に送ってほしい。
・夜行バスで早く着いたので早めに開場して貰えたらありがたかったです．木の下で待っていたら
蚊に刺されました..．特に Travel Medicine は大変参考になりました．また，英語での診察な
どデモのセッションがあればありがたいのです．これまで一度も英語での診察を見たことも経験
したことがありません．
・オープンマインドな先生方、医師としてご自身の道を切り開いてきたエネルギッシュな先生方に
お会いできたことが、今自分ができる一つ一つに真摯に向き合って頑張って行こう！というモチ
ベーションにもなりました。
学生にもこのいうな会に参加する機会をくださりどうもありがとうございます！！！
・受付の案内がやや適切でいない。会場を把握して誘導できない点。
・ポスター展示に必要な両面テープあるいは画鋲の用意がなく困りました。受付の方に借りました。
・英語セッションであっても、不得意な方もいますので、ゆっくり解りやすく発音された方が良い
と考えます。電解質の聖路加病院の先生の会話が全く聞き取れませんでした。同じ意見の会員も
いました。講師の米国の先生の方が聞き取れました。
・会場変更の表示がされていなかったため、多少の混乱がありました。
・講演の内容は特に新鮮味のあるとは言えないが、英語の口演はとても刺激になった。
・事務局の方々が奮闘されており、ありがたかったです。ただ、プロジェクターのカギがない、ス
クリーンの高さの調節が分からない、別の会場を教えられて会場設定をしていた、などなど、当
日の朝時間がない中、スタッフの数が足りない中での会場設定が不安でした。
・Networking の機会として非常に有意義でした。
抄録提出の数を増やし、質を高めていくのがいいかと思います。
また、内科各専門科の Expert を招聘し、History & Physical だけでなく、各トピックの一年間
のアップデート、
「総合内科医としてこれだけは押さえておきたい専門家のトピック」のような、
米国の Grand Rounds に似たセッションがあると有意義かと思います。
・ポスター会場での案内係がいなかったように思います。どこに押しピンがあるのかわからず、1
階に戻っても「上にいるはずです」とのこと。ポスター会場の前には、新しい雑誌の出版の方が
座っているのみ。結局、人のポスターの前に置いてある押しピンを集めて、なんとかポスター
を貼りました。ポスター会場の案内係を充実させて頂ければと存じます。
・学生として参加させていただきましたが多くのご配慮をこの度いただき、感謝しております。こ
の会での気づきや学びを今後の糧として学んで参りたいと思います。
・今回、スピーカーとして両日とも講演致しましたが、会場内の運営の不手際が目立ちました。
小生は台所事情を知った上での講演でしたので、そのことで特に不快とは思いませんでしたが、
現状では今後ゲストスピーカーを（無償で）呼ぶのは難しいと思いました。一方で、普段の学会

運営が如何に「学会費（という名のお布施）」「製薬会社の後押し」によって成立しているかを
痛感致しました。
・講演に使用したスライドの印刷・配布についてのポリシー（事前あるいは事後ハンドアウト配布
の可能・不可能）が不明でした。スライドを iPhone その他のデバイスで写真に撮影している若
手医師が多くみられましたが、海外学会では禁じられている行為と思います。
・受付の方々は「なにが・どこにあるか、なにが・どこで行われているか」ほぼ把握しておられな
い状態でした。
過度に批判的になるつもりはなく、今後このような点が徐々に改善されていけばよいと思った点
を、忘れないように書き留めたまでですので、来年度以降も参加させていただきたく存じます。
・初日の受付が悪かった。事前申し込みをしている人に名札を完璧に ABC 順かアイウエオ順に並べ
ておいて、すぐに出せるようにしておくべきである。あるいは事前申し込みをした人にあらかじ
め郵送すべきである。
・今回は高血圧学会の関連集会、超音波医学会とスケジュールが重なり、少ししか参加できません
でした。
他の学会と重なって欲しくないとおもいます。
・大変勉強になり有意義な会でした。ありがとうございました。 初日の朝の受け付けは混雑しま
したが、それ以外は運営面で困ったことはありませんでした。参加費用は高いのは高いのですが、
得るものが大きかったので妥当な額に思えました。
・前のセッションが 10 分超過しても終わらず、次の SGD の担当者としては、机の並べ替えや準備
をする都合上大変困りました。たまたま、そばにいらした板東先生に相談しましたら、自分でや
めるように言うようにご助言いただき、座長にお話ししましたので、何とか時間どおり始められ
ましたが・・。次回からは、次のセッションがあるところでは超過は 5 分ぐらいにしていただき
たいです。
・ありがとうございます！来年は後輩をもっと多く連れて参加したいと思います！
・セミナーはためになったが、人気のあるセミナーは人数が限られていたので登録できなかったの
で、もっと大きな会場でできれば良いかと思います。
学生さんだけでも安く出来ないかと思います。
今後はＡＣＰも全く知らないＤｒにアピールする為にも内科学会と同じ日程で行う方がメリッ
トがあるのではないか。
・ありがとうございました。学生として参加させていただき、非常に実りのある 2 日間となりまし
た。本当に感謝しております。 ＷＳなどでは参加型で、勉強になりました。熟練の医師の方や
研修医の方とチームになるよう設定されており、非常に学ぶことが多かったです。 講演なども
ご高名な先生方ばかりで、刺激を大いに受けました。
・こんなことを申し上げるのも恐縮ですが、一つだけ残念なことは、当日の受付の対応でした。も
う少しやり方があったかと存じます。
・来年も参加したいと思いますので、宜しくお願い致します。
・福島県の研修医、学生に対する参加費の補助を次回からお願いしたいと思います。福原先生、前
向きな検討を宜しくお願い申し上げます。
・スライドのハンド・アウトがあったほうがよいのではないでしょうか．
・一般の公立病院で専門医というよりは一般内科の仕事をしています。教育病院でもあり、研修医
に自分がどのようなことを伝えてゆけばよいのか少しみえた気がしました。研修医みなが ACP

に参加というわけにいかないと思いますので、指導医の指導もよろしくお願いいたします。
・今回の参加した講義のハンドアウトが頂ければと思います。宜しくお願い致します。
・１．クロークの設置をお願いしたいです。
２．Subspeciallity の Dr にも総合医としての姿勢、考え方が是非必要であると感じており、参
加させていただきました。
学術集会の対象が絞れていないので、シニアの参加が躊躇されます。今後はどのような形で
Comitt できるか考えなければならないと思いました。
主な Target 別のプログラムを組むのも一つの方法ではないかと思います。
３．英語の Lecture もいいのですが、英語というだけで、敷居を高く感じる方もいらっしゃると
思います。
かといって、Globalism に逆行するような姿勢にも問題がありますので、難しいと思いますが。
・スタッフが少なかったので、運営がスムーズに行かなかったのは仕方ないと思います。プログラ
ム構成として空きの時間が多く、その時間ポスターを見に行くのですが、まだまだポスターの数
が少なくて時間を持て余す感じでした。今後に期待したいところです。
・支払方法や席の準備、会場の場所など少しわかりにくい部分があったが、セッションの聞き逃し
はなかったので問題はなかったです。 発表者の方のスライドや資料など、参加したセッション
だけでもいいので、後で頂くことができればよりよいと思います。
・学生と医師、一般の区別がつくようにしていただきたい。ホルダーの中の紙の色を変えるだけで
も十分ですので、是非お願いしたいです。
・事務局は少ない人数でよくなさっていると思いました。商業色のない学会で、講演内容も薬や検
査というよりは診察を中心とした診断学が多く、得るところがたくさんありました。

・研修医や学生の参加が多かったのですが、私自身が余り分かっていませんでした。来年は医学
生を数人連れて行けるようでありたいと思っています。とても有意義な会でした。
・マイクのボリュームが小さくて英語が聞き取りにくかったです。会場内に運営の方が見当たらず、
お伝えできませんでした。時間になるまで会場外で待たされました。椅子もすくなく、もう少し
臨機応変に対応していただければ助かります。荷物を持って狭い廊下を行き来する方を多くみか
けましたので、クロークがあると助かります。
・クロークがあると良かった。
・会場の事務の案内があまりにもずさんに感じました。
クロークもなく、結果的に祇園のホテルまで荷物を置きに戻りました。
会場も便が悪く、今後の参加を行うかは疑問な状況です。また、出席の専門医更新単位数が全く
つかないのも甚だ疑問です。
学会内容は良かったのですが、今後の改善を得られればと考えます。

Report: Lectures & Workshop for Students and Residents by ACPJC
November 9, 2013 (Sat) 13:00-15:00 at Hotel Tatsumiya in Fukushima
1. Purpose
The purposes of this seminar are (1) to provide students and residents who are
interested in clinical research with lectures and workshop and (2) to motivate them to
try making presentations at ACP Japan Chapter Annual meeting 2015.
This workshop was co-hosted by Scientific Program Committee (SPC) and
Committee for Associate and Medical Student Enrichment (CAMSE).
2. Strategy
We blended “flip teaching” with this workshop. Specifically, attendees watched
web-based lectures on clinical research (“What is clinical research?” and “How to
formulate research question”) in advance.
On the workshop day, after several short-lectures, attendees participated in group
work, presented summary of each group’s work, and obtained feedback from
experts.
3. Contributors
They contributed the workshop as lecturer or facilitator:
Hiroshi Nishigori (Associate professor at Kyoto University)
Shunichi Fukuhara (ACP Japan Chapter Vice Governor, Professor of Kyoto
University)
Kenneth E. Nollet (Professor at Fukushima Medical University)
Miho Sekiguchi (Professor at Fukushima Medical University)
Takuya Nikaido (Lecturer at Fukushima Medical University)
Kinshi Kato (Assistant professor at Fukushima Medical University)
Hiroki Nishiwaki (Assistant professor at Showa University Fujigaoka Hospital)
Yuki Kataoka (Kyoto University)
Noriaki Kurita (Kyoto University): Program Chair
4. Attendees
28 participated in the workshop; 8 medical students, 8 young physicians (PGY 1 to 5),
12 physicians (PGY 6 or more) although this workshop was targeted for medical
students and young physicians, significant proportion were physicians older than the
target.

5. Program
13:00：Introduction

Fukuhara S
Kurita N

Orientation
13:05：Clues to find clinical question (CQ)

Nishigori H

13:25：Converting CQ into RQ for quantitative research Fukuhara S
13:40：Effective presentation at scientific meetings

Kenneth E Nollet

13:55：Group work

Kurita N, Kataoka Y

14:25：Presentation and feedback (everyone)
14:50：Guidance (aBus, ACP Japan Chapter), questionnaire
15:00：Closing
6. Feedback from attendee
Overall, about 90% of attendee were satisfied with this workshop.
With respect to the whole workshop (response rate 22/28)
This workshop was useful to develop competency in clinical research
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I was motivated to learn clinical research
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I want to recommend this workshop to my colleagues
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I am satisfied with this workshop overall
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7. Pictures of the workshop

Noriaki Kurita, Program Chair

12

14

16

16

18

Hiroshi Nishigori

Kenneth E Nollet

Group work with facilitator (Miho Sekiguchi)

Participants meet the Professor (Shunichi Fukuhara) at party

