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* * *

学　会　記　事

* * *

§平成 19191 91 91 9 年第 44444 回日本核医学会理事会
　議事録

日　時：平成 19 年 11 月 3 日 (土)

　　　　13 時 00 分～17 時 30 分
場　所：仙台エクセルホテル東急
　　　　　アイビールーム
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，菅野　巖，小泉　潔，
小須田茂，阪原晴海，佐治英郎，
宍戸文男，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 (第 48 回学術総会会長)　

　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： 西村恒彦理事

議題
I.　審議事項

1. 平成 19 年監事選挙
資料 1 に基づき，日下部理事長より，平成

19 年監事選挙の開票結果について報告がなさ
れた．選出評議員 160 名中 98 名の投票があり
(投票率 61.2%)， 有効投票総数は 98 票であっ
た．
定款細則第 27 条 2 項に基づき小泉潔氏を新

監事として選出することが承認された．
2. 平成 22 年開催第 50 回学術総会会長の推薦
資料 2 に基づき，日下部理事より，開票結果

について報告がなされ，本田憲業氏が第 50 回

学術総会会長に推薦され承認された．
3. 日本核医学会定款改定
資料 3 に基づき，小泉理事より，有限責任中

間法人日本核医学会定款および定款細則改正に
ついて報告がなされ承認された．

4. 平成 19 年度事業計画
資料 4 に基づき，小泉理事より平成 19 年度

事業計画の報告がなされた．
学術総会，春季大会等の開催 (5) の共催・協

賛・後援に第 8 回放射性医薬品・画像診断研究
会および第 5 回 Molecular Imaging 研究会が追
加された．

5. 平成 19 年度収支予算案
　　資料 5 に基づき，本田理事より平成 19 年度
収支予算案の報告がなされ，承認された．

6. 日本核医学会国際賞
資料 6 に基づき，菅野理事より日本核医学会

国際賞募集要項について報告がなされた．応募
資格について再考が必要であり再検討すること
が提案された．

7. 日本核医学会公的研究費管理規定
　　資料 7 に基づき，小泉理事より有限責任中間
法人日本核医学会公的研究費管理規定について
報告がなされ，承認された．

8. その他
1) ゼバリン認可にともなう診療報酬の要望

　 資料 8 に基づき，本田理事より，すでに
提出されている 「ストロンチウム-89 による
照射」 の医療技術評価提案書と同様に 「ゼ
ヴァリン・インジウム静注用セット」 の医
療技術評価提案書を提出することが提案さ
れ承認された．
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2) 神経内分泌腫瘍に対する I-131 MIBG 内
照射療法の適正使用ガイドライン案

　　　　資料 9 に基づき，阪原理事より 「神経内
分泌腫瘍に対する I-131 MIBG 内照射療法
の適正使用ガイドライン案」 について報告
がなされ，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，平成 19 年 11 月 4 日 (日)～6

日 (火) で開催予定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，資料 10 に基づき，平成

20 年 10 月 24 日 (金)～26 日 (日) に幕張メッセ
で日本核医学技術学会と共同開催予定であるこ
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) に旭川にて開催予定であること
が報告された．

4. 第 8 回春季大会準備状況報告
日下部理事長より，平成 20 年 5 月 9 日 (金)～

11 日 (日) に東京タワーホール船堀 (東京都江
戸川区) にて 5 つのコースで開催することが報
告された．

5. 幹事会報告
戸川幹事長より，資料 10， 資料 22 に基づ

き第 8 回春季大会の構成について，特に核医学
基礎講習会には，卒後研修医コース，看護師
コース，薬剤師コースを含むこと，各コースの
講師，募集人数および参加費の原案が幹事会で
提示されたことの報告がなされ，承認された．

6. 第 3 回社員総会 (評議委員会) の議事進行
資料 12 に基づき，日下部理事長より第 3 回

有限責任中間法人　日本核医学会社員総会の議
事進行について報告がなされた．

7. 平成 18 年度事業報告
資料 4 に基づき，小泉理事より平成 18 年度

事業が報告された．

8. 平成 18 年度収支決算報告
資料 5 に基づき，本田理事より平成 18 年度

収支決算が報告された．
9. 庶務の引継ぎ事項
資料 13 に基づき，小泉理事より 「庶務担当

理事申し送り事項」 が報告された．
10. 委員会報告

1) 編集委員会
井上理事より，資料 14 に基づき 「核医学

Q & A」 を 1000 部増刷したこと，on line

journal にしてから投稿数が増加しているこ
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 15 に基づき次期教
育・専門医審査委員会への申し送り事項が
報告された．

3) PET 核医学委員会
福田理事より，資料 16 に基づき次期 PET

核医学委員会への申し送り事項および第 8

回春季大会において開催される PET 研修セ
ミナー案が報告された．

　  4) 健保委員会
5) 広報委員会

　　　　中村理事より，第 8 回春季大会案内を核
医学会ホームページ上で掲載予定であるこ
とが報告された．

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

 9) 放射線防護委員会
米倉理事より，資料 17 に基づき 「患者情
報カード」 の解説があり核医学会として会
員に 「患者情報カード」 に関してお知らせ
することが報告された．

10) 倫理検討委員会
11) 核医学イメージングガイドライン作成委
員会

12) 放射性医薬品臨床評価ガイドライン作成
委員会

　　　　資料 18 に基づき，佐治理事より次期ガ
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イドライン作成委員会への申し送り事項が
報告された．

13) 核医学認定薬剤師に関する検討委員会
佐治理事より，本件に関する関連学会，
病院薬剤師会との調整に関する経過と次期
委員会への申し送り事項が報告された．

11. ワーキンググループ
宇野理事より新規 1 継続 5 で活動中である

ことが報告された．
12. 分化会活動

1) 腫瘍・免疫核医学研究会
第 42 回腫瘍・免疫核医学研究会が平成

19 年 9 月 15 日 (土) に千葉市で開催された
こと，平成 20 年度は第 43， 44 回研究会
が開催予定であることが報告された．

2) 日本脳神経核医学研究会
第 8 回日本脳神経核医学研究会が 11 月

6 日 (火) に仙台市で開催予定である．
3) 日本心臓核医学会
第 18 回日本心臓核医学会総会・学術大
会が平成 20 年 6 月 27 日 (金)～28 日 (土) に
三重大学  竹田寛会長のもとで開催予定で
ある．

4) 呼吸器核医学研究会
第 17 回研究会が平成 19 年 11 月 6 日に
楢林勇会長のもとで開催予定である．第 18

回研究会は平成 20 年 4 月 12 日に，第 19

回研究会は平成 20 年 10 月 24 日に開催予
定である．

5) PET 核医学分科会
13. 国内外学会等

1) 国内
① 日本核医学専門技師認定機構
資料 19 に基づき，小泉理事より 「核医
学専門技師研修セミナー (仮称)」 (案) が
第 8 回春季大会会期中に開催予定であ
ることが報告された．

2) 国外
① 世界核医学会　
② 米国核医学会　日本核医学会として応

募を予定している．
③ アジアオセアニア核医学会 (ARCCNM

兼務)

④ 日韓中核医学会
14. その他

1) FDG-PET がん検診ガイドライン　
資料 20 に基づき，宇野理事より 「本ガイ
ドライン利用時の注意点」 が追加されたこ
とが報告された．

III. 確認事項
1. 前回議事録 (案)　資料 21

　　　　
　　　
資料 1 平成 19 年監事選挙開票結果
資料 2 第 50 回総会会長候補推薦結果
資料 3 有限責任中間法人日本核医学会定款およ

び定款細則改正対照表
資料 4 第 3 回有限責任中間法人日本核医学会社

員総会
資料 5 平成 18 年度会計報告書
資料 6 日本核医学会国際賞募集要項
資料 7 有限責任中間法人日本核医学会公的研究

費管理規定
資料 8 医療技術評価提案書 (保険未収載技術用)

資料 9 神経内分泌腫瘍に対する I-131 MIBG 内
照射療法の適正使用ガイドライン案

資料 10 第 48 回日本核医学会学術総会・第 28 回
日本核医学技術学会学術総会　日程表案

資料 11 平成 19 年度　第 2 回日本核医学会幹事
会議事録 (案)

資料 12 第 3 回有限責任中間法人日本核医学会社
員総会

資料 13 庶務担当理事申し送り事項 (小泉作成)

資料 14 核医学検査 Q & A

資料 15 第 83 回日本核医学会教育・専門医審査
委員会

資料 16 PET 核医学委員会申し送り事項
資料 17 日本核医学会放射線防護委員会　引継ぎ

事項
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資料 18「診断用放射性医薬品の臨床評価ガイド
ライン案」 に関する今後の作業案

資料 19「第 1 回核医学専門技師研修セミナー」 ご
後援のお願い

資料 20 本ガイドライン利用時の注意点
資料 21 平成 19 年度第 3 回日本核医学会理事会

議事録 (案)

資料 22 核医学専門医教育セミナー

§平成 19191 91 91 9 年日本核医学会新理事会候補者会
　議事録

日　時：平成 19 年 11 月 3 日 (土)

17 時 00 分～17 時 30 分
場　所：仙台エクセルホテル東急

　アイビールーム
出席者：
　理事長：日下部きよ子
　監　事：久保敦司，玉木長良
　理事兼次期理事候補者：

遠藤啓吾，菅野　巖，日下部きよ子，
小須田茂，阪原晴海，中條政敬，

　 中村佳代子，福田　寛，本田憲業，
松田博史，米倉義晴

　次期理事候補者：
荒野　泰，伊藤健吾，絹谷清剛，
汲田伸一郎，桑原康雄，竹田　寛，
玉木長良，畑澤　順，望月輝一

　書　記：戸川貴史 (旧幹事長)

　事務局：神田正子事務局長
欠席者： 山　純一

議題
I.  次期理事長候補者の選出

久保敦司監事によって管理・開票が行われ
た結果，次期理事長には遠藤啓吾氏が選出され
た．
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§第 33333 回有限責任中間法人日本核医学会社員
　総会議事録

日　時：平成 19 年 11 月 5 日 (月)

8 時 00 分～9 時 00 分
場　所：仙台市　仙台国際センター　2 階　萩

議題
1. 第 47 回日本核医学会学術総会報告
2. 第 48 回日本核医学会学術総会準備状況報告
3. 日本核医学会定款改定
4. 新役員承認
5. 平成 18 年度事業報告および収支決算報告
6. 平成 19 年度事業計画案および収支決算案
7. 平成 22 年開催 50 回学術総会会長　選任
8. 名誉会員，功労会員承認
9. その他

議事
　評議員定員 178 名，
　当日出席者   66 名，　委任状  72 名
　総計　出席総数 138 名 (成立出席者数　89 名)

との報告が事務局よりあり，評議員会が成立し
たことを日下部きよ子理事長が確認・報告した
後，日下部きよ子理事長を議長として議事に
入った．

1. 物故会員 (山口弾之，橋本泰弘，矢尾板裕幸
様) 3 人に黙祷が捧げられた．

2. 第 47 回日本核医学会学術総会　福田寛会長
より総会概要の報告がなされた．

3. 第 48 回日本核医学会学術総会　米倉義晴会
長より平成 20 年 10 月 24， 25， 26日千葉市幕
張メッセでテーマ 「強調と融合の夜明け―分子
からヒトへ―」 で行う旨の報告がなされた．

4. 小泉潔庶務担当理事より理事および理事長
の選任と任期について日本核医学会定款改定の
提案があり承認された．(設立出席者数 133 名)

理事会で役員の選出，委員会の任期につい
て定款細則改定の提案があり承認された旨の報
告がなされた．

5. 小泉潔庶務担当理事より荒野泰，伊藤健
吾，絹谷清剛，汲田伸一郎，桑原康雄，竹田
寛，玉木長良，畑澤順，望月輝一，山　純一
(敬称略；五十音順) が理事として新任，遠藤啓
吾，菅野巖，日下部きよ子，小須田茂，中條政
敬，中村佳代子，福田寛，松田博史，米倉義晴
(敬称略；五十音順) が理事として留任，小泉潔
(敬称略) が，監事として新任，久保敦司 (敬称
略) が，監事として留任，遠藤啓吾理事が理事
長として新任する新役員人事が提案され，承認
された．

6. 小泉潔庶務担当理事より平成 18 年度事業報
告がなされ承認を得られた．

7. 本田憲業会計担当理事より平成 18 年度収支
決算報告および損益決算報告，玉木長良理事よ
り監査報告が行われ承認された．

8. 本田憲業会計担当理事より余剰金処理案が
提案され，承認された．

9. 米倉義晴庶務担当理事より平成 19 年度事業
計画案が提案され承認された．

10. 本田憲業会計担当理事より平成 19 年度収支
予算案が提案され承認された．

11. 議長より平成 22 年開催第 50 回学術総会会
長として本田憲業氏の推薦がなされ承認され
た．

12. 米倉義晴庶務担当理事より名誉会員として
増田康治先生，功労会員として要明雄先生，細
田瑳一先生，濱田辰己先生， 宮尾賢爾先生，
井澤豊春先生，對馬敏夫先生，高橋一穂先生，
宮川信先生，玉井豊理先生，湯本泰弘先生，野
口志郎先生の推薦があり承認された．

14.　議長より閉会宣言がなされた．


