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§平成 19 年第 1 回日本核医学会理事会
　議事録

日　時：平成 19 年 2 月 19 日 （月）
　　　　12 時 00 分～16 時 00 分
場　所：ルビーホール　萩・山吹の間
出席者：
理事長：日下部きよ子
理　事：油野民雄，井上登美夫，宇野公一，

遠藤啓吾，小泉　潔，小須田茂，
阪原晴海，佐治英郎，宍戸文男，
曽根照喜 (福永仁夫第 7 回春季大会大
会長代理)，
中條政敬，中村佳代子，
福田　寛 (第 47 回学術総会会長)，
本田憲業，松田博史，米倉義晴　

監　事：久保敦司，玉木長良　
書　記：戸川貴史 (幹事長)

事務局：神田正子事務局長
欠席者：菅野　巖理事，西村恒彦理事

議題
I.　審議事項

1. 会長選出について
資料 1 に基づき，戸川幹事長より，第 50 回

会長選挙実施要綱 (案) について報告がなされ
た．平成 22 年秋開催の第 50 回学術総会から
会長候補者を募ることが提案され，承認され
た．

2. 選挙について
資料 2 に基づき，小泉理事より，理事の選

出・信任投票および監事の選出に関する覚え書
き (案) が報告された．「従来の任意団体核医学
会の規定での理事の任期は 4 年であるが，中間

法人化に伴って任期が 2 年となった．これまで
の慣行を踏襲し，任期 2 年を経過した理事に対
しては選出評議員による信任投票を行う」 こと
が提案され，承認された．

3. 出版契約について
資料 3 に基づき，井上理事より，有限責任中

間法人日本核医学会とシュプリンガー・ジャパ
ン株式会社が平成 19 年 2 月中に契約を交わす
ことが承認された．

4. HP の改案とそれに伴う経費について
資料 4 に基づき，中村理事より，平成 19 年

4 月から WEB 製作を百田事務所に依頼するこ
とが提案され，承認された．

5. その他
1) 就業規則について
資料 5 に基づき，小泉理事より，事務局
員に関する就業規則に関して説明がなされ
た．新たに有限会社中間法人日本核医学会
就業規則が制定されることが承認された．

II.　報告事項
1. 第 47 回学術総会状況報告
福田会長より，特別講演，シンポジウムの

候補者を選考中であることが報告された．
2. 第 48 回学術総会準備状況報告
米倉次期会長より，平成 20 年 10 月 24 日

(金)～26 日 (日) に幕張メッセで開催予定であ
ることが報告された．

3. 第 49 回学術総会準備状況報告
油野次々期会長より，平成 21 年 10 月 1 日

(木)～3 日 (土) に旭川開催をめどに準備を進め
ることが報告された．

* * *

学　会　記　事

* * *
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4. 第 7 回春季大会準備状況報告
福永大会長代理の曽根先生より，資料 20 に

基づき準備状況が報告された．初心者のための
講習会，専門医受験のための講習会，指導医講
習会，医師・歯科医師向け  PET  研修セミ
ナー，診療放射線技師向けの PET 研修セミ
ナーが開催予定であることが報告された．

5. 第 8 回春季大会準備状況報告
日下部理事長より，幹事会で第 8 回春季大会

のありかたについて検討中であることが報告さ
れた．平成 19 年 11 月に理事の改選があり，
平成 20 年 5 月には新しい理事長下での体制に
なるが，混乱を避けるため新理事へ第 8 回春季
大会の運営を任せるのではなく現在の体制で準
備を進めることが提案され，承認された．

6. 幹事会報告
戸川幹事長より，平成 18 年 11 月 11 日開催

の第 1 回幹事会において，春季大会のあり方に
関し幹事会で取り上げられた検討事項につい
て，資料 6 に基づき報告がなされた．春季大会
で登録者に配布されるテキストを別個に購入し
たいという要望があるが，テキスト中に他人の
データが引用されている場合もあるため，販売
についてはまだ検討を要することが指摘され
た．

7. 会計報告
本田理事より，資料 7 に基づき月次損益計算

書が報告された．
8. 委員会報告

1) 編集委員会
井上理事より，資料 8 に基づき報告があ
り，和文誌出版については従来通り，海川
企画に依頼すること，ANM 誌の論文投
稿・審査オンラインシステムが平成 19 年
5 月に開始予定であることが報告された．

2) 教育・専門医審査委員会
油野理事より，資料 9 に基づき報告があ
り，第 4 回専門医試験を平成 19 年 7 月 1

日に行うこと，専門医更新時に提出する書
類 (核医学診療従事証明書，核医学診療従

事実績報告書) について報告がなされた．
3) PET 核医学委員会

　　 福田理事より，資料 21 に基づき報告が
あり，(仮称) 日本核医学会 PET 分科会会則
(案) 第 4 条の事業内容，第 5 条 2 項の 「会
員は日本核医学会の会員であることを必要
とする」 の文言については，「分科会の会員
は日本核医学会の会員であることを原則と
する」 と修正することが提案され，承認さ
れた．また，前回の会則案では 「分科会は
PET サマーセミナーを開催する」 となって
いたが，これを 「PET にかかわる学術集会
を開催する」 に修正することが，承認され
た．

4) 健保委員会
　 本田理事より，資料 10 に基づき報告が

なされた．
5) 広報委員会
6) 法人化対応委員会
7) 標榜科推進委員会
8) リスクマネージメント委員会

　　　　阪原理事より，資料 11 に基づき，「イッ
トリウム-90 標識抗 CD-20 抗体を用いた放
射免疫療法の適正使用マニュアル (案)」 に
関して報告がなされた．誤投与に関する 2

回目のアンケート調査は，現在集計中であ
ることが報告された．

9) 放射線防護委員会
10) 倫理検討委員会
11) 放射性医薬品臨床評価ガイドライン作成
委員会

12) 核医学イメージングガイドライン作成委
員会
宍戸理事より，核医学診断ガイドライン

(資料 22) が作成されたことが報告された．
9. ワーキンググループ

10. 分科会活動
1) 腫瘍・免疫核医学研究会
2) 日本脳神経核医学研究会
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3) 日本心臓核医学会
玉木理事より，理事長に中野赳先生，副
理事長に玉木長良先生が就任されたことが
報告された．第 17 回日本心臓核医学会総
会・学術大会が平成 19 年 6 月 15 日 (金)，
16 日 (土) に品川にて開催予定であること
が報告された．

4) 呼吸器核医学研究会
小須田理事より，第 16 回研究会が平成

19 年 4 月 21 日に大宮で，第 17 回研究会
が平成 19 年 11 月 6 日に仙台で開催予定で
あることが報告された．

11. 国外学会等連携担当理事
1) 世界核医学会
2) 米国核医学会
中村理事より，2007 年 6 月に開催の An-

nual Meeting of SNM において，日本核医学
会の企画する教育シンポジウム (CE) (テー
マ：認知症のイメージング) が採択された
こと (6 月 6 日に予定)， 例年通りブースが
提供されることなどが報告された．

3) アジアオセアニア核医学会 (ARCCNM 兼
務)

4) 日韓中核医学会
12. その他

1) 医療法施行規則の一部を改正する省令
(案) に関する意見
小泉理事より，厚生労働省医政局総務課
に 「医療法施行規則の一部を改正する省令
(案) に関する意見」 を提出したことが，資
料 12 に基づき報告された．

2) 臨床 PET 推進会議理事推薦について
小西淳二先生，利波紀久先生に代わり，
井上登美夫先生，伊藤健吾先生を臨床 PET

推進会議理事に推薦することが，日下部理
事長より報告された (資料 13)．

3) 第 1 回臨床系学会連絡会議 (仮称) につい
て (資料 14)

4) 第 27 回日本医学会総会 「登録推進に関す
るお願い」 について (資料 15)

5) PET サマーセミナー市民講座の後援許可
の依頼について (資料 16)

6) 日本専門医認定制度機構の評議員会につ
いて
小須田理事より，67 学会が参加した日本
専門医認定制度機構の評議員会において，
「専門医基準の統一化，指導医体制の確立
など 9 項目の要望事項が理事会にてとりあ
げられた」 ことが報告された．

7) 日本がん治療認定医機構について
(資料 17)

　 日下部理事長より資料 17 に基づき報告
がなされ，日本がん治療認定医機構と連
携，協力すること，および日本がん治療認
定医機構委員会に核医学会が参加すること
が承認された．

8) 探索 IND の厚生労働省班会議について
9) 放射線業務従事者の医療被ばくについて

(資料 23)

遠藤理事より，社団法人日本原子力産業
協会からの 「放射線業務従事者の一元的な
個人被曝管理システム構築に係る提言報告
書 (素案)」 について，資料 22 に基づき報告
がなされた．

III.　確認事項
1. 社員総会議事録 (案)， 前回議事録 (案)

(資料 18)

2. 平成 18 年度日本核医学会担当役員リスト

資料 1　第 50 回会長選挙実施要綱 (案)

資料 2　理事の選出・信任投票および監事の選出
に関する覚え書き (案)

資料 3　ジャーナル出版契約書
資料 4　現在の HP 管理の作業
資料 5　有限責任中間法人日本核医学会就業規則
資料 6　平成 18 年日本核医学会第 1 回幹事会　
　　　　議事録 (案)

資料 7　月次損益計算書
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資料 8 編集委員会報告
資料 9 第 80 回日本核医学会教育・専門医審査

委員会議事録
資料 10 有限責任中間法人日本核医学会　平成

19 年第一回健保委員会議事録 (案)

資料 11 イットリウム-90 標識抗 CD-20 抗体を用
いた放射免疫療法の適正使用マニュアル
(案)

資料 11-2　平成 19 年度第 1 回日本核医学会リス
クマネージメント委員会議事録

資料 12 医療法施行規則の一部を改正する省令
(案) に関する意見

資料 13 臨床 PET 推進会議理事推薦について
(依頼)

資料 14 第 1 回臨床系学会連絡会議 (仮称)

議事録

資料 15 第 27 回日本医学会総会の登録推進に関
するお願い

資料 16 PET サマーセミナー2007， 市民講座の
後援許可について

資料 17 日本がん治療認定医機構
資料 18 平成 18 年第 4 回日本核医学会理事会議

事録 (案修正 3)

第 2 回有限責任中間法人　日本核医学会
社員総会議事録

資料 19 平成 18 年度日本核医学会担当役員等
資料 20 初心者のための講習会，専門医受験・専

門医教育・PET 研修セミナー
資料 21 PET 核医学委員会報告
資料 22 核医学診断ガイドライン
資料 23 放射線業務従事者の一元的な個人被曝管

理システム構築に係る提言報告書 (素案)


