
平成 29 年 日本医学放射線学会総会 

（代議員会）議事録 

日 時  平成 29 年 4月 13 日（木）14:00～16:30 

場  所  パシフィコ横浜 会議センター301 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

議 長   理事長 本田 浩 

代議員 251名中委任状を含めた 229 名で本総会が成

立することが確認された。第 20 条の規定により理事

長が議長となり、議事録人として、陣崎雅弘君と村

田喜代史君が指名された。会議に先立ち 28名の物故

者に対して黙祷が捧げられ、角谷会長の挨拶後、議

事の進行に入った。 

 

議  案 

第１号議案 平成 28 年度事業報告および庶務報告

について 

第２号議案 平成 28年度会計書類承認について 

第３号議案 平成 29 年度事業計画及び収支予算書

の報告について 

第４号議案 次々々期（第 79 回）会長選任について 

報告事項  平成 29年名誉会員について 

 

第１号議案 平成 28 年度事業報告および庶務報告

について 

金澤庶務理事より平成 28 年度の事業報告及び庶務

報告について説明がなされた。 

Ａ．事業報告 

１． 学術講演会の開催 

２． 第 75 回総会を会長玉木長良主宰のもとに平成

28年 4月 14 日～17日の 4日間、パシフィコ横

浜（横浜市）において開催。第 52 回秋季臨床

大会を大会長中島康雄主宰のもとに平成 28 年

9 月 16 日～18 日の 3 日間、新宿京王プラザホ

テルにおいて開催。 

３． 医学放射線に関する学術図書等の刊行 

日本医学放射線学会雑誌 Japanese Journal of 

Radiology Vol.34 No.1より逐次刊行した。 

４． 第 27 回放射線科認定医認定試験を施行（平成

28年 8月 19 日）した。 

第 25 回放射線診断専門医認定試験を施行（平

成 28 年 8月 19 日 20日）した。 

第 25 回放射線治療専門医認定試験を施行（平

成 28 年 8月 19 日 20日）した。 

第 5回放射線科専門医認定試験を施行（平成

28年 8月 19 日）した。 

５． 関連学術集会 

地方会（各地方毎に年 2回～4回）、第 45回断

層映像研究会、第 30回胸部放射線研究会、第

29 回頭頸部放射線研究会、第 30 回腹部放射線

研究会、第 28回骨軟部放射線研究会、第 26

回救急放射線研究会、第 29 回電子情報研究

会、第 83、84回日本心臓血管放射線研究会、

第 18 回医用画像認知研究会、第 36回神経放

射線ワークショップ、第 53 回アイソトープ・

放射線研究発表会等を開催あるいは共催し

た。 

  

Ｂ．庶務報告 

１． 平成 28 年定期総会（代議員会）開催月日およ

び場所 

第 75 回総会（代議員会）は平成 28 年 4 月 14

日、パシフィコ横浜会議センター301 号室で行

った。 

２． 理事会、監事会、委員会開催 

理事会は平成 28年 3月 22日、4月 14日、4月

17 日、5 月 23 日、6 月 30 日、7 月 28 日、8 月

20 日、9月 16 日、10月 27日、12 月 22日、平

成 29 年 2 月 2 日、監事会は平成 29 年 3 月 23

日、計理事会 11回、監事会 1回を行った。 

専門医制度委員会４回、教育委員会 2回、編集

委員会 2 回、保険委員会 2回、放射線安全管理

（放射線防護）委員会 2 回、電子情報委員会 2

回、広報委員会 2回、医療安全管理（医療事故

防止・造影剤安全性委員会）委員会 3回、倫理

委員会 2 回、診療ガイドライン委員会１回を行

った。 



３． 現在会員数（平成 29年 2月末日現在） 

平成 27 年度末会員  9139名 

平成 28 年度末会員数  9265名 

（新入会員数含む） 

平成 28年度新入会員   302 名 

平成 28年度退会者   148 名 

          物故会員           28名 

平成 28年度団体会員       80社 

(購読会員含む) 

４． 第 29 回優秀論文賞授賞者の選定を行った。 

５． 板井研究奨励賞、日本医学放射線学会 Bayer研

究助成、栗林奨励賞の選定を行った 

６． 関連学術団体との連絡協調 

 日本医学会、日本医学会連合、内保連、外保

連、日本医師会疑義解釈委員会、日本専門医機

構、放射線治療品質管理機構に委員を派遣する

と共に、医学発展のための各種問題につき相互

に連絡をとった。 

 

第２号議案 平成 28 年度会計書類承認について 

Ａ．平成 28年度会計書類（貸借対照表、正味財産増

減計算書、財産目録）の承認について（別表１） 

今井会計担当理事より、公益社団法人日本医学放射

線学会定款第 45 条第 2 項により、計算書類のうち

「貸借対照表」「正味財産増減計算書」「財産目録」

については、代議員会の承認を受けなければならな

い旨の説明があり、「貸借対照表」「正味財産増減計

算書」「財産目録」について説明がなされた。続いて

これらの平成 28 年度の事業内容について監査を行

った件について、江原監事より事業内容、会計等問

題なく行われている旨監査報告がなされた。議長本

田理事長は平成 28 年度の「貸借対照表」「正味財産

増減計算書」「財産目録」の承認について議場に諮っ

たところ、一同異議なくこれを承認した。 

 

Ｂ．収支計算書について（別表２） 

今井会計担当理事より、収支計算書については、公

益社団法人化に伴い、作成が義務付けられている会

計書類からは除外されているが、以前からの会計報

告との連続性に鑑み、平成 28 年度についても収支計

算書を作成、その説明がなされた。 

 

第 3 号議案 平成 29 年度事業計画及び収支予算書

の報告について 

議長本田理事長より、当法人は平成 24 年 3 月 1 日

より公益社団法人となり、事業計画および予算につ

いて、公益社団法人日本医学放射線学会定款第 43条

により、理事会の承認を受けたのち、内閣府に事業

年度開始の日の前日までに報告しなければならない

こととなっているため、平成 29 年度の事業計画およ

び収支予算については、平成 29 年 2 月 2 日開催の

理事会で承認され、平成 29 年 2 月 25日に内閣府に

提出している旨の報告がなされた。続いて金澤庶務

担当理事より、平成 29年度事業計画について説明が

なされた。 

 

Ａ．事業計画 

１． 学術講演会の開催 

第 76 回総会を会長角谷眞澄主宰のもとに平成

29年 4月 13 日～16日の 4日間、パシフィコ横

浜（横浜市）において開催。第 53回秋季臨床大

会を大会長望月輝一主宰のもとに平成 29 年 9

月 8日～10日の 3日間、ひめぎんホールにおい

て開催。 

２． 医学放射線に関する学術図書等の刊行 

名称   Japanese Journal of Radiology 

（Vol. 35） 

型  Ａ4変型 

頁数  約 1200頁 / 年 

刊行回数  毎月 25日発行 （年 12回） 

部数  約 9,200 部 

３． 第 28 回放射線科認定医認定試験を施行 

（平成 29年 8月 18日） 

第 26 回放射線診断専門医認定試験を施行 

（平成 29年 8月 18日 19日） 

第 26 回放射線治療専門医認定試験を施行 



（平成 29年 8月 18日 19日） 

第 6回放射線科専門医認定試験を施行 

（平成 29年 8月 18日） 

４． 優秀論文賞受賞者の選定、板井研究奨励賞受賞

者の選定、栗林研究奨励賞受賞者の選定、日本

医学放射線学会 Bayer研究助成金の選定を行う。 

５． 関連学術集会 

地方会（各地方毎に年 2回～4回）、第 46回断

層映像研究会、第 31回胸部放射線研究会、第

30 回頭頸部放射線研究会、 第 31回腹部放射

線研究会、第 29回骨軟部放射線研究会、第 27

回救急放射線研究会、第 30 回電子情報研究

会、第 85，86回日本心臓血管放射線研究会、

第 19 回医用画像認知研究会、第 37回神経放

射線ワークショップ、第 54 回アイソトープ・

放射線研究発表会等を開催あるいは共催す

る。 

６． その他 

 

Ｂ．収支予算書について（別表２） 

今井会計担当理事より平成 29 年度の収支予算書に

ついて説明がなされた。 

 

第 4 号議案 次々々期（第 79 回）総会会長選任に

ついて 

議長本田理事長より、第 79回総会会長に青木茂樹君

（順天堂大学）１名の立候補があり、会長として推

薦する旨の報告があり、一同異議なく承認した。ま

た、平成 30 年度の秋季臨床大会は九州地方会から推

薦された琉球大学の村山貞之君に大会長をお願いす

る旨報告があり、一同異議なく承認した。 

・その他 

今年度開催される第 52 回秋季臨床大会大会長の望

月輝一君（愛媛大学）の紹介と、次期総会（第 75 回）

会長の今井裕君（東海大学）から開催にあたり挨拶

があった。 

 

 

報告事項 

平成 28年度の名誉会員は、中村仁信君（大阪大学名

誉教授）、晴山雅人君（札幌医科大学名誉教授）、Dr. 

Robert J.Herfkekns（Stanford University, USA ）、

Dr. Jae Hoon Lim (Seonam University School of 

Medicine, Koea) 、 Dr.Nicholas Gourtsoyiannis 

(Emeritus of the University of Grete, Greece)

の 5名。Honorary Member Awarding Ceremony を 4

月 14 日 14：30～15：00メインホールにて開催。 

 

各賞受賞者： 

・優秀論文賞授与 

子安翔君、中條正豊君 、中村優子君 

・板井研究奨励賞授与 

野田佳史君、古田寿宏君   

・日本医学放射線学会 Bayer 研究助成授与 

五ノ井渉君、関井修平君、萩原彰文君、 

堀田昌利君、松井裕輔君  

・栗林研究奨励賞授与 

西井達矢君、松井裕輔君 

JJR 

・Best Reviewer Award 

前田正幸君 

・Most often Cited Paper Award 

長縄慎二君 

 

 

 

 



別表 1

平成28年度　貸借対照表
平成 29 年 2 月 28 日現在

公益社団法人　日本医学放射線学会 単位：円

　

　

科　　　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部
　 　流動資産
　　　　現金                          
　　　　銀行預金                    
　　　　郵便振替貯金                     
　　　　前払金                        
　　　　未収金                         

流動資産合計                    
　 　固定資産
　　　　基本財産
　　　　　定期預金                               

基本資産合計                               
　　　　特定資産
　　　　　特定預金                    

特定資産合計                    
　　　　その他固定資産
　　　　　建物                           
　　　　　建物附属設備                          
　　　　　什器備品                          
　　　　　ソフトウェア                        
　　　　　長期貸付金                                 
　　　　　長期預け金                                 

その他固定資産合計                      
固定資産合計                    

資産合計                    

Ⅱ　負債の部
　 　流動負債
　　　　未払金                       
　　　　前受金                        
　　　　仮受金                                    
　　　　未払法人税等                            
　　　　未払消費税等                         
　　　　預り金                               

流動負債合計                       
　 　 固定負債
　　　　退職給付引当金                          

固定負債合計                          
負債合計                         

Ⅲ　正味財産の部
　　　　一般正味財産                    
　　　　（うち特定資産への充当額）       

正味財産合計                    
負債及び正味財産合計                    



平成28年度　正味財産増減計算書
自　平成 28 年 3 月 1 日 至 平成 29 年 2 月 28 日

公益社団法人　日本医学放射線学会 単位：円

　
　 　　 　

　
科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減

ⅠⅠ　Ⅰ　一Ⅰ　一般Ⅰ　一般正Ⅰ　一般正味Ⅰ　一般正味財Ⅰ　一般正味財産Ⅰ　一般正味財産増Ⅰ　一般正味財産増減Ⅰ　一般正味財産増減のⅠ　一般正味財産増減の部Ⅰ　一般正味財産増減の部
 
Ⅰ　一般正味財産増減の部
 経経常経常増経常増減経常増減の経常増減の部経常増減の部
　
経常増減の部

　 経経常経常収経常収益経常収益
①
経常収益
① 学
経常収益
① 学術
経常収益
① 学術振
経常収益
① 学術振興
経常収益
① 学術振興事
経常収益
① 学術振興事業
経常収益
① 学術振興事業収
経常収益
① 学術振興事業収入
経常収益
① 学術振興事業収入                       
　学術総会開催収入                           
　秋季臨床大会開催収入                            
　学術講演会開催収入                             
　学術誌刊行収入                                

②② 教② 教育② 教育研② 教育研究② 教育研究事② 教育研究事業② 教育研究事業収② 教育研究事業収入② 教育研究事業収入                         
　専門医認定事業収入                            
　研修教育事業収入                                       
　学術研究事業収入                                 

③③ 一③ 一般③ 一般会③ 一般会計③ 一般会計収③ 一般会計収入③ 一般会計収入                         
　正会員会費収入                           
　賛助会員会費収入                              
　受取利息                                        
　雑収入                              

経経常経常収経常収益経常収益計経常収益計                       
　 経経常経常費経常費用経常費用

①
経常費用
① 学
経常費用
① 学術
経常費用
① 学術振
経常費用
① 学術振興
経常費用
① 学術振興事
経常費用
① 学術振興事業
経常費用
① 学術振興事業費
経常費用
① 学術振興事業費                       
　学術総会開催費                           
　秋季臨床大会開催費                             
　学術講演会開催費                             
　学術誌刊行事業費                             
　普及啓発活動事業費                                 

②② 教② 教育② 教育研② 教育研究② 教育研究事② 教育研究事業② 教育研究事業費② 教育研究事業費                          
　専門医認定事業費                             
　研修教育事業費                              
　学術研究事業費                              
　調査研究事業費                               
　関連学術団体協力費                              

③③ 管③ 管理③ 管理費③ 管理費                         
　人件費                               
　会議費                                
　事務所費                                  
　通信費                                
　旅費交通費                                    
　消耗品費                                
　光熱水費                                     
　租税公課                               
　減価償却費                                
　機器管理費                                           
　会員管理委託費                                       
　支払手数料                                
　選挙費                                 
　雑費                                    

経経常経常費経常費用経常費用計経常費用計                       
当

        
当期

        
当期経

        
当期経常

        
当期経常増

        
当期経常増減

        
当期経常増減額

        
当期経常増減額                         

 経経常経常外経常外増経常外増減経常外増減の経常外増減の部経常外増減の部
　
経常外増減の部

　 経経常経常外経常外収経常外収益経常外収益                                                       
　 経経常経常外経常外費経常外費用経常外費用

経
経常外費用

経常
経常外費用

経常外
経常外費用

経常外費
経常外費用

経常外費用
経常外費用

経常外費用計
経常外費用

経常外費用計                                                    
当

                 
当期

                 
当期経

                 
当期経常

                 
当期経常外

                 
当期経常外増

                 
当期経常外増減

                 
当期経常外増減額

                 
当期経常外増減額                                                    

当
                 

当期
                 

当期一
                 

当期一般
                 

当期一般正
                 

当期一般正味
                 

当期一般正味財
                 

当期一般正味財産
                 

当期一般正味財産増
                 

当期一般正味財産増減
                 

当期一般正味財産増減額
                 

当期一般正味財産増減額                         
一

        
一般

        
一般正

        
一般正味

        
一般正味財

        
一般正味財産

        
一般正味財産期

        
一般正味財産期首

        
一般正味財産期首残

        
一般正味財産期首残高

        
一般正味財産期首残高                       
一

        
一般

        
一般正

        
一般正味

        
一般正味財

        
一般正味財産

        
一般正味財産期

        
一般正味財産期末

        
一般正味財産期末残

        
一般正味財産期末残高

        
一般正味財産期末残高                       

Ⅱ
        

Ⅱ　
        

Ⅱ　指
        

Ⅱ　指定
        

Ⅱ　指定正
        

Ⅱ　指定正味
        

Ⅱ　指定正味財
        

Ⅱ　指定正味財産
        

Ⅱ　指定正味財産増
        

Ⅱ　指定正味財産増減
        

Ⅱ　指定正味財産増減の
        

Ⅱ　指定正味財産増減の部
        

Ⅱ　指定正味財産増減の部                                                    
Ⅲ

                 
Ⅲ　

                 
Ⅲ　正

                 
Ⅲ　正味
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平成28年度　財産目録
平成 29 年 2 月 28 日現在

公益社団法人　日本医学放射線学会 単位：円

　
　

貸借対照表科目 場所・物量等 金　額
（流動資産）

現金 現金手許有高（事務局）          
現金 現金手許有高（秋季大会）        
現金 現金手許有高（関東地方会）           
現金 現金手許有高（関西地方会）            
現金 現金手許有高（中国四国地方会）            
現金 現金手許有高（ 回北日本）           
現金 現金手許有高（ 回関東）           
現金 現金手許有高（ 中部）          
銀行預金 普通預金　みずほ銀行根津支店（一般）       
銀行預金 普通預金　みずほ銀行根津支店（研究助成）                
銀行預金 普通預金　みずほ銀行根津支店（学術総会）       
銀行預金 普通預金　みずほ銀行本郷支店        
銀行預金 普通預金　みずほ銀行東京中央支店          
銀行預金 普通預金　三井住友銀行白山支店（一般）       
銀行預金 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行本郷支店          
銀行預金 普通預金　みずほ銀行向ヶ丘支店（ 回秋季）        
銀行預金 普通預金　ゆうちょ銀行八一八支店（北日本）          
銀行預金 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行虎ノ門支店（関東）        
銀行預金 普通預金　ゆうちょ銀行二一八支店（中部）          
銀行預金 普通預金　三井住友銀行西宮支店（関西）        
銀行預金 普通預金　トマト銀行大供支店（中国四国）          
銀行預金 普通預金　福岡銀行県庁内支店（九州）        
銀行預金 普通預金　山形銀行大学病院前支店（ 回北日本）          
銀行預金 普通預金　埼玉りそな銀行大宮支店（ 回関東）          
銀行預金 普通預金　百五銀行津駅前支店（ 回中部）        
銀行預金 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行茨木支店（ 回関西）        
銀行預金 普通預金　広島銀行東雲支店（ 回中国四国）          
銀行預金 定期預金　三井住友銀行白山支店       
銀行預金 定期預金　三井住友銀行白山支店        
郵便振替貯金 郵便振替（一般 ）       
郵便振替貯金 郵便振替（一般 ）       
郵便振替貯金 郵便振替（専門医更新料）       
郵便振替貯金 郵便振替（学術総会参加費）       
前払金 学術集会・地方会開催準備金        
未収金 学会誌広告掲載料他期末未収分        

流動資産合計      
（固定資産）
基本財産 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行　本郷支店       
特定資産 特定預金 普通預金　みずほ銀行根津支店（板井研究奨励賞引当預金）        

普通預金　みずほ銀行根津支店（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成基金引当預金）       
普通預金　みずほ銀行根津支店（専門医認定基金引当預金）       
普通預金　みずほ銀行根津支店（放射線科啓蒙活動基金引当預金）        
普通預金　みずほ銀行根津支店（国際交流基金引当預金）       
普通預金　みずほ銀行根津支店（栗林賞引当預金）       
普通預金　みずほ銀行根津支店（学会 作成基金引当預金）        
普通預金　みずほ銀行根津支店（調査・研究基金引当預金）        
普通預金　みずほ銀行根津支店（退職給与引当預金）        

その他の固定資産
建物 赤門アビタシオン        
建物附属設備 赤門アビタシオン水洗トイレ          

赤門アビタシオン室内改装        
赤門アビタシオンバーチカルブラインド            
赤門ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ屋根･外壁･外廊下･軒裏等改修        
赤門アビタシオン電気設備工事           
事務局内装          
事務局会議室パーテーション          
事務局電気設備          
事務局ＬＡＮ設備          



公益社団法人　日本医学放射線学会 単位：円　
貸借対照表科目 場所・物量等 金　額

什器備品 赤門アビタシオンクーラー            
赤門アビタシオンステンレス看板                
赤門アビタシオンセントラルヒーティング            
赤門アビタシオン書庫           
赤門アビタシオン移動ラック          
赤門アビタシオンクーラー            
事務局事務所机・椅子・書庫等一式        
事務局事務所電話設備一式           
事務局ビル書棚          
プロジェクター                
専門医画像配信用サーバー                
事務局収納器具一式        
事務局収納棚一式          
事務局収納庫          
事務局会議室映像システム一式          
事務局会議室ワイヤレスマイクシステム一式          
事務局電話設備一式          
北日本地方会ＰＣ一式                
北日本地方会 一式                

ソフトウェア 専門医研修施設認定申請等システム構築費          
用コンテンツ作成費          
用ストリーミングシステム作成費          

業務量調査システム作成費          
学会ホームページアンケートシステム作成費          
被ばく調査システム作成費           
専門医 システム作成費        
学会ホームページ作成費          

長期貸付金 日本専門医機構        
長期預け金 敷金その他差入分        

固定資産合計      
資産合計      

（流動負債）
未払金 期末諸費用未払分       
未払金 期末諸費用未払分        
前受金 第 回総会参加事前登録費          
前受金 第 回北日本地方会協賛収入          
前受金 次年度施設認定料          
未払法人税等 本郷税務署・東京都千代田都税事務所        
未払消費税等 本郷税務署        
預り金 本郷税務署・各市区町村          
預り金 損害保険ジャパン日本興亜          

流動負債合計 　　　　　       
（固定負債）

退職給付引当金 従業員に対するもの          
固定負債合計          
負債合計       
正味財産      



平成28年度　収支計算書
自　平成 28 年 3 月 1 日 至 平成 29 年 2 月 28 日

公益社団法人　日本医学放射線学会 単位：円

別表 2





別表 3

平成29年度　収支予算書
平成 29 年 3 月 1 日から平成 30 年 2 月 28 日まで 単位：円


	代議員会議事録(雑誌掲載）
	2017会計

