
山口食道がん研究会 

Yamaguchi Workshop for Esophageal Cancer (Y WEC)－会則 

 

第１条 名称 

本会は、「山口食道がん研究会（Yamaguchi Workshop for Esophageal Cancer）」と称する。 

 

第２条 事務局 

事務局は「山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学」に置く。 

  〒755-8505 山口県宇部市南小串 1-1-1  

  Tel : 0836-22-2264（医局・直通） 

 

第３条 目的 

本会の目的は、「食道癌治療の発展と食道疾患データベースの構築ならびに山口県発信の

エビデンス創出」を目指し、関連施設間の協力体制を確立する。 

 

第４条 事業 

本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。 

１） 年１回の研究会の開催 

２） その他、目的を達成するための事業 

 

第５条 会員 

本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費（会費規定による）を納入した医師および

医療関係者とする。 

 

第６条 役員 

第１項 顧問 

  本会は 4名の顧問を置く。  

１） 選出 

顧問は、世話人会で推薦され、代表世話人がこれを委嘱する。 

２） 役割 

顧問は、本会の業務に関して助言を与え、発展向上に寄与する。  

３） 任期 

顧問の任期は 2 年間とするが、再選は妨げない。  

 

第２項 代表世話人 

  本会は 1名の代表世話人を置く。 

１） 選出 

代表世話人は、世話人の中から選出され、世話人会の承認を得る。  



２） 役割 

代表世話人は、本会を代表し、その任務を遂行する。  

３） 任期 

代表世話人の任期は 2 年間とするが、再選は妨げない。  

 

第３項 世話人 

  本会は若干名の世話人を置く。 

１） 選出 

世話人は、世話人からの推薦をもって選出され、世話人会の承認を得る。 

２） 役割 

世話人は、代表世話人の業務を補佐し、学術集会および各種臨床研究などの運営にあたる。 

３） 任期 

世話人の任期は２年間とするが、再選は妨げない。 

 

第４項 幹事 

本会は若干名の幹事を置く。 

１） 選出 

幹事は世話人の推薦により選出され、世話人会の承認を得る。 

２） 役割 

幹事は、本会の会計および資産の監査などの事務補佐業務をおこなう。 

３） 任期 

幹事の任期は 2 年間とするが、再選は妨げない。 

 

第５項 会計監事 

本会は 1 名以上の会計監事を置く。 

１） 選出会計監事は世話人の中より選出され、世話人会の承認を得る。 

２） 役割 

会計監事は、本会の会計および資産を監査する。 

３） 任期 

会計監事の任期は 2 年間とするが、再選は妨げない。 

 

第６項 世話人会 

世話人会は、年 2回開催する。 

１） 構成 

世話人会は、代表世話人、世話人、幹事により構成される。 

顧問は、世話人会に適宜出席し、助言を与え、発展向上に寄与する。 

２） 役割 

世話人会は、本会の意思決定機関であり、本会の運営に関する内容を審議する。決議にあた

っては、出席者の 2分の 1 以上の賛成をもって可決する。 

世話人会は、環境の変化に対応した本会の一層の発展を目指して、事業内容、役員人事、会



則について 1 年毎に見直しを行う。 

 

第７条 研究会 

研究会は年 1 回開催する。 

１） 運営 

研究会の運営は、事務局と製薬企業などとの共催、もしくは協賛企業を募り、共同で行う。 

また事務局と共催・協賛・企業は、研究会の内容設定を行い、研究会の運営を行う。 

２）出席者 

会員のほか、メディカルスタッフ、学生が出席できる。 

３） 会の発足 

研究会組織の立ち上げを 2018 年 7月 5 日に行うこととする。 

 

第８条 会計 

１） 会計年度 

本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２） 運営資金 

本会の運営資金は、会費およびその他の資金をもって充てる。 

３） 会計事務 

本会の会計事務は事務局が行い、幹事及び会計幹事の監査を経た後、世話人の承認を得、

会員に開示する。 

 

第９条 会則の変更 

本会則の変更は、世話人会の審議を経て、承認を得る。 

 

附則 

第１条 会則の施行 

本会則は平成 30年 7 月 18 日より施行する。 

 

第２条 会費規定  

会員は、各学術集会参加時に会費 1,000 円を納付する。 

なお、メディカルスタッフ・初期臨床研修医・医学部学生の出席には会費を要しない。 

 

 

 

  



 

役員名簿 

役職名 氏名 所属 

顧問 高見 太郎 山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学 

顧問 濱野公一 山口大学大学院医学系研究科 器官病態外科学 

顧問 伊東 克能 山口大学大学院医学系研究科 放射線医学 

顧問 田中 秀和 山口大学大学院医学系研究科 放射線腫瘍学講座 

代表世話人 永野浩昭 山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学 

世話人 井岡 達也 山口大学医学部附属病院 腫瘍センター 

世話人 武田 茂 山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学 

世話人 原田 栄二郎 山口大学大学院医学系研究科 器官病態外科学 

世話人 橋本 真一 山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学 

世話人 田辺 昌寛 山口大学大学院医学系研究科 放射線医学 

世話人 高橋 昌太郎 JCHO 徳山中央病院 放射線科 

世話人 柳井 秀雄 関門医療センター 内科 

世話人 北原 正博 関門医療センター 外科 

世話人 五嶋 敦史 山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学 

世話人  岡 一斉 下関済生会総合病院 外科 

世話人 花園 忠相 下関済生会総合病院 内科 

世話人 中村 陽平 山口労災病院 内科 

世話人 河野 和明 山口労災病院 外科 

世話人 岡本 健志 山口県立総合医療センター 内科 

世話人 須藤 隆一郎 山口県立総合医療センター 外科 

世話人 原田 稔也 済生会山口総合病院 内科 

世話人 

（会計監事） 

髙橋 剛 済生会山口総合病院 外科 

世話人 中村 宗剛 JCHO 徳山中央病院 内科 

世話人 河岡 徹 JCHO 徳山中央病院 外科 

世話人 清時 秀 周東総合病院 内科 

世話人 瀬山 厚司 周東総合病院 外科 

幹事（事務局） 西山 光郎 山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学 

幹事 竹本 圭宏 山口大学大学院医学系研究科 器官病態外科学 

幹事 小川 亮 山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学 

敬称略 

順不同  

※2019 年 5 月 22 日改訂(2019 年 5月 21日世話人会後改訂) 

※2019 年 8 月 1 日改訂(2019 年 7 月 31 日第 2 回山口食道がん研究会時世話人

会後改訂) 



※2020 年 11 月 11 日改訂（2020年 11 月 11 日世話人会後改訂） 

※2021 年 11 月 17 日改訂（2021年 11 月 17 日世話人会後改訂） 


