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§平成 2222222222 年第 4 4 4 4 4 回日本核医学会理事会
　議事録

日　時：平成 22 年 11 月 10 日  (水)

　　　　　14 時 00 分～17 時 00 分
場　所：大宮ソニックシティビル　805 会議室

出席者：
　理事長：玉木長良
　理　事：油野民雄，荒野　泰，伊藤健吾，
　　　　　尾川浩一，絹谷清剛，桑原康雄，
　　　　　小泉　潔，佐々木雅之，千田道雄，
　　　　　竹田　寛，中川原譲二，西山佳宏，
　　　　　畑澤　順，本田憲業，望月輝一，
　　　　　山 純一
　監　事：小須田茂，阪原晴海
　幹事長：志賀　哲
　事務局：神田正子
欠席者：
　理　事：井上登美夫，汲田伸一郎，宍戸文男

（敬称略）

　最初に第 50 回日本核医学会学術総会　会長の
本田先生からの挨拶があった．

議題
I.　審議事項

1. 任意団体の資産について （油野民雄理事）
1) 任意団体日本核医学会の資産が郵貯銀行
とみずほ銀行に分散して預金している．資
産をみずほ銀行 1 つにまとめて管理したいと
の提案があり了承された．

2) 任意団体日本核医学会の財産を一般社団
法人日本核医学会に毎年 100 万円を贈与し

て，今後の学会活動に活用していきたいと
の提案があり了承された．

2. 平成 22 年度事業計画 (1) （小泉潔理事）
資料 1 につき説明があった．第 11 回春季大

会の事業計画が了承された．
3. 平成 22 年度収支予算案 (2) （油野民雄理事）
資料 2 につき説明があり承認された．会員名

簿は Online のみにするとのことが確認され
た．

4. その他
(1) 細則変更 （学生会員）  (3) （小泉潔理事）
資料 3 につき説明があり承認された．

玉木理事長より理事会の日程につき確認と
提案があった．
平成 23 年 8 月の理事会は 8 月 22 日 （月） に

決定した．

II.　報告事項
1. 第 50 回学術総会状況報告

(4) （本田憲業会長）
市民公開講座資料，核医学領域拡張コード

（案） の報告書，資料 4 につき説明・報告があっ
た．

2. 第 51 回学術総会準備状況報告
(5) （小須田茂次期会長）

資料 5 につき説明があった．CJK2011 が赤
字になる可能性があるので日本核医学会学術総
会の方から補填してよいかとの提案があり了承
された．

3. 第 52 回学術総会準備状況報告
(6) （玉木長良次々期会長）

資料 6 につき説明があった．

* * *

学　会　記　事

* * *



84

4. 第 53 回学術総会準備状況報告
（桑原康雄次々々期会長）

2013 年 11 月 8 日～10 日 （金～日） 福岡国際
会議場で開催する予定と報告があった．

5. 第 11 回春季大会準備状況報告
(7) （玉木長良大会長）

資料 7 につき報告があった．
春季大会事務局の方から春季大会の宿につ

き報告・提案があった．
6. 第 2 回社員総会 （評議員会） の議事

(8) （玉木長良理事長）
資料 8 につき報告があった．

7. 平成 21 年度事業報告 (1) （小泉潔理事）
資料 1 に基づき報告があった．

　 小須田茂理事より韓国核医学会はアジアに
目が向いている．日本は欧米を向いており日本
もアジアの方に目を向けるべきではないかとの
提案があり，日本核医学会としても積極的にア
ジア全体にかかわって行くことが確認された．

8. 平成 21 年度収支決算報告
(2) （油野民雄理事）

資料 2 に基づき報告があった．特に学術集会
の剰余金と科研費で黒字になっているとの報告
があった．

9. 委員会報告
1) 編集委員会 (9) （絹谷清剛理事）
資料 9 に基づき報告があった．ANM 冊子

配布中止の是非に関する会員アンケート・
意見收集の是非についての提案があり，了
承された．以下の指摘・質問があった．
やめた場合の経費の削減について理事長

から質問があり，おおよそ 1/3 の削減ができ
るとの回答があった．事務より会員の約半
数しか mail 登録していないので，mail では
会員の半数はアンケートが取れないとの指
摘があった．

2) 教育・専門医審査委員会
（汲田伸一郎理事）

　　特に報告はないとのことであった．　

3) PET 核医学委員会  （宍戸文男理事）
副委員長の千田理事から PET のパンフ

レットを改定・増刷することが報告され
た．

4) 健保委員会 (10) （伊藤健吾理事）
資料 10 に基づき報告があった．11 月 1 日

に外保連の会員に認められたとのことで
あった．C-11 Methionine PET の先進医療の
件につき報告があった．
絹谷理事より資料 10-2， 10-3 の SIR-

Spheres につき説明があり，核医学会として
要望書をだしてよいかとの提案があり，承
認された．

5) 広報委員会 （尾川浩一理事）
Online 名簿の database を作っている．今

月中にはプロトタイプができると思われる
との報告があった．

6) リスクマネージメント委員会
（望月輝一理事）

特に大きな問題はないとの報告があっ
た．

7) 放射線防護委員会 （本田憲業理事）
特に会議はなかった．総会中に委員会を

開くとの報告があった．
8) 倫理検討委員会 (15) （竹田寛理事）
資料 15 に基づき報告があった．

9) 学会賞選考委員会 （桑原康雄理事）
学会賞の発表の日程，選考委員会の日程

につき報告があった．
10) 放射性医薬品臨床評価ガイドライン作成
委員会 (11) （荒野泰理事）
資料 11 に基づき報告があった．

11) 核医学認定薬剤師に関する検討委員会
(12) （荒野泰理事）

資料 12 に基づき報告があった．
12) 将来計画委員会 （畑澤順理事）

特に報告はないとの報告があった．
13) 分子イメージング戦略会議

(13) （千田道雄理事）
資料 13 に基づき報告・説明があった．説
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明された方針につき承認された．
「学会として強制力を持つべきである」 「外
部に対して説明できるような仕組みを作ら
なければいけないのではないか」 「院内製造
薬剤の品質に関することのみならず，プロ
トコール等の審査委員会も核医学会として
持つべきでは」 などの意見があった．

10. ワーキンググループ
 （油野民雄理事，千田道雄理事）

特に報告事項はないとのことであった．
11. 分科会活動

1) 腫瘍・免疫核医学研究会
(14) （絹谷清剛理事）

資料 14 に基づき報告があった．11 月 8 日
付けで外来アブレーションが認可されたと
の報告があった．

2) 日本脳神経核医学研究会 （畑澤順理事）
13 日の午後に研究会が開催される．

3) 日本心臓核医学会 （玉木長良理事長）
山 純一理事から第 21 回日本心臓核医学

会総会・学術大会についてパンフレットに
基づき報告があった．

4) 呼吸器核医学研究会 （竹田寛理事）
13 日の午後に研究会が開催される．COPD

診療における呼吸器核医学の有用性のパン
フレットにつき小須田茂理事から報告が
あった．

5) PET 核医学分科会 （千田道雄理事）
関係する話題について，PET 核医学委員

会のところですでに報告された．

12. 国外学会等連携
（桑原康雄理事，油野民雄理事，畑澤順理事）

1) 世界核医学会　
玉木長良理事長より簡単な報告があっ

た．
2) 米国核医学会　　　　　　　　　　　　
トロントで開催されたジョイントセミ

ナーについて報告があった．来年は金沢大
滝淳一先生による MIBG のジョイントセミ
ナーを米国核医学会に申請したとの報告が
玉木長良理事長からあった．　

3) アジアオセアニア核医学会
（ARCCNM 兼務）　

12 月17， 18 日に Bangladesh のダッカで
行われる．畑澤順先生が行くことになって
いるとの報告があった．

4) 日韓中核医学会　　　　　　　　　　　
小須田茂理事から先ほど報告があった．

13. その他
1) モリブデン-99／テクネチウム-99m の安
定供給のための官民検討会 （仮称） (17)

資料 17 に基づき玉木長良理事長から報告
があった．

III.　確認事項
1. 前回議事録 （案） (16)

前回話題になった賛助会員に対するメン
バーベネフィットに関しては引き続き検討する
こととなった．


