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概要
定款等

日 時：平成14年5月7日（水）14：00～17：00

What's New

場 所：学士会館赤門分館3号室
会員向けの情報

組織・役員

出 席：石垣武男，板井悠二，遠藤啓吾，隈崎達夫，久保敦司，小西淳二，杉
村和朗，田村正三，中村仁信，西谷弘，早渕尚文，松井 修，山田章吾各理事

学会からの情報・ガイドラ
イン

（監事）阿部公彦

安全に関する情報

欠席 ：（監事）大友 邦

会報・会告

学会からのメッセージ
事務局・連絡先

市民の皆様へ
学会誌・出版物
医療における放射線被曝

議事
学術大会（春・秋）

放射線科の紹介
放射線・原子力関連情報
放射線医学の歴史
レントゲンの日

1．前回議事録の承認

地方会案内

2．第62回日本医学放射線学会総会について

国際交流

3．第38回日本医学放射線学会秋季臨床大会について

関連学会集会

4．役員分担の最終決定について

利益相反

5．日医放会員資格について－医学物理士認定委員会からの答申について

専門医制度

－

医学物理士制度

6．JRC 役員について

リンク集

7．委員会交代委員の承認

電子放射線診療用語集

医学生・若手医師へ
若手医師・学生の皆様へ

医学物理士認定委員会
放射線防護委員会委員長交代
編集委員会

8．遠隔画像診断部会の件
9．会告の承認
4月号 （事後報告）
第38回日本医学放射線学会秋季臨床大会案内 II
第16回胸部放射線研究会案内
第15回頭頸部放射線研究会案内
第15回電子情報研究会案内
第12回救急放射線研究会案内
第62回日本医学放射線学会総会案内 I
平 成14，15年度役員
平 成14，15年度評議員氏名
平 成14，15年度代議員氏名
第16回医学物理士認定試験の受験資格について
第22回神経放射線ワークショップ案内
新 規学術集会認定申請単位決定等のお知らせ

5月号 第31回断層映像研究会案内
6月号 第62回日本医学放射線学会総会案内（II ）
第16回医学物理士認定試験について
医療用線量標準センターからのお知らせ

10．今期重要事項について
報告事項

1．前理事会からの申し送り事項
2．日本学術会議からのお知らせ
3．委員会報告
放射線防護委員会
乳房撮影委員会

医学物理士認定委員会
教育委員会
広報委員会
将来計画委員会
医療事故防止委員会
健保・健保実行合同委員会
電子情報委員会
倫理委員会

4．その他
議 事：

1．前回議事録の承認
前回議事録を承認した．

2．第62回日本医学放射線学会総会について
小西会長より第62回総会準備状況の報告があり，了承された．会期は
平成14年4月11日～13日，会場はパシフィコ横浜，メインテーマ「放射線医
学の新たな展開－生命科学の歩みとともに－」で開催予定，演題受付はオン
ラインのみで受け付け，演題発表については従来通りPC とスライドを併用す
る，また今回もInterna-tional Symposium を設ける．

3．第38回日本医学放射線学会秋季臨床大会について
渡会大会長より大会準備状況が報告された．

4．役員分担の最終決定について
板井総務理事より各理事の希望を基に作成した役割分担案について説
明があり，これについて協議し下記のように決定した．複数の理事を配したと
ころは筆頭者を責任者とする．
第62回会長 小西淳二
第63回会長 隈崎達夫
総務理事 板井悠二
庶務理事 遠藤啓吾
会計理事 隈崎達夫
編集委員会担当理事 久保敦司，西谷 弘
放射線科専門医認定委員会担当理事
松 井 修，山田章吾，田村正三
教育委員会担当理事 松井 修，久保敦司
健保委員会・同実行委員会担当理事 遠藤啓吾，中村仁信
放射線防護委員会担当理事 西谷 弘
広報担当理事 西谷 弘，石垣武男
用語委員会担当理事 田村正三，小西淳二
財務委員会担当理事 隈崎達夫
将来計画委員会担当理事 中村仁信，早渕尚文
電子情報委員会担当理事 石垣武男
医学物理士認定委員会担当理事 山田章吾，田村正三
医療事故防止委員会 石垣武男，田村正三
倫理委員会 小西淳二，隈崎達夫，板井悠二
乳房撮影委員会担当理事 石垣武男
国際渉外担当理事 杉村和朗，松井 修
関連学会連絡担当理事 石垣武男
学会内各種研究会担当理事 中村仁信
放射線科専門医・医会担当理事 杉村和朗
（部会，会議，委員会等の担当者）
第38回秋季臨床大会長 渡会二郎
第39回秋季臨床大会長 中尾宣夫
生物部会長 佐々木武仁
日本学術会議連絡委員 山田龍作

日本医学会評議員 石垣武男
日本医学会連絡委員 早渕尚文
日本医学会用語委員 田村正三
日本医学会用語代委員 早渕尚文
放射線防護連絡協議会委員 中村仁信
日本医師会疑義解釈委員 田中良明
内保連委員 日下部きよ子，河野 敦，土器屋卓司
外保連委員 土器屋卓司，築根吉彦，煎本正博
専門医認定制協議会 山田章吾，松井 修
医学放射線物理連絡協議会 早渕尚文
理工学における同位元素研究発表会 久保敦司
原子力総合シンポジウム 早渕尚文

5．日医放会員資格について－医学物理士認定委員会からの答申について
－
前回の理事会で会員資格について議論され，理事会から医学物理士認定
委員会へ諮問しその答申が出された件について報告がなされた．理事会で検
討後医師以外の入会資格については，もう少し明確にする必要があるので再
度検討することとした．また，今回入会申込みのあった医師以外の入会希望
者，および海外からの入会希望者（医師）について理事会で検討後これを承
認した．

6．JRC 役員について
板井総務理事より候補者の推薦（案）について説明があり各理事より意見が
出されこれを了承した．
理事：隈崎達夫，小西淳二，板井悠二，遠藤啓吾，久保敦司
監事：阿部公彦

7．委員会交代委員の承認
医学物理士認定委員会，放射線防護委員会から委員長交代について案が
出されこれを了承した．
医学物理士認定委員会：新委員長 今村恵子
放射線防護委員会：新委員長 石口恒男
また，編集委員会より委員の半数交代について案が出されこれを了承した．
新任：牧田幸三，原田潤太，笹井啓資，井上登美夫，稲田陽一窪 田宣夫
留任：小久保宇，今井 裕，鎌田 正，小泉 潔，齊藤秀敏三 橋紀夫
また各委員会で新委員を選出する際は若手の評議員の参加を検討するこ
と，担当理事と委員会との関係，各委員会の委員選出基準を整理し統一をは
かるようにする等の意見が出され，将来計画委員会での検討事項とすることと
した．

8．遠隔画像診断部会の件
西谷理事より，電予情報研究会の中で開催されている遠隔画像部会につい
て第３回開催案を会告として掲載したい旨の報告がありこれを了承した．

9．会告の承認
4月号 （事後報告）
第38回日本医学放射線学会秋季臨床大会案内II
第16回胸部放射線研究会案内
第15回頭頸部放射線研究会案内
第15回電子情報研究会案内
第12回救急放射線研究会案内
第62回日本医学放射線学会総会案内I
平 成14，15年度役員
平 成14，15年度評議員氏名
平 成14，15年度代議員氏名
第16回医学物理士認定試験の受験資格について
第22回神経放射線ワークショップ案内
新 規学術集会認定申請単位決定等のお知らせ

5月号 第31回断層映像研究会案内

6月号 第62回日本医学放射線学会総会案内（II ）
第16回医学物理士認定試験について
医 療用線量標準センターからのお知らせ

10．今期重要事項について
板井総務理事より今期理事会としての重要課題について説明がなされた．ま
た，今期理事会開催予定について決定した．

11．その他
科研費審査委員の推薦について依頼があった旨の報告がありその案につい
て説明がありこれを了承した．
報告事項

1．前理事会からの申し送り事項
前期理事会から各担当理事の活動内容，検討事項を含め申し送り事項が
出されこれを確認した．

2．日本学術会議からのお知らせ
学術会議の改組（案）について資料をもとに報告がなされた．

3．委員会報告
4月の総会時開催された各委員会について報告がなされた．
放射線防護委員会
乳房撮影委員会
医学物理士認定委員会
教育委員会
広報委員会
将来計画委員会
医療事故防止委員会
健保・健保実行合同委員会
電子情報委員会
倫理委員会

4．その他
1）山田理事より4月に開催された専門医認定制協議会の報告がなされた．
平成14年4月1日から厚生労働省から医業に関する広告規制の緩和として広
告できる医療の内容に関する情報として専門医の広告が追加された旨の報
告がなされた．当日はその手続等の資料の説明があり，日医放はその基準を
満たしている事からこ
の手続を進めることを確認した．

2）西谷広報委員長より学会会員専用メーリングリストを開設したとの報告が
なされた．
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