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日　　時　：　平成１８年５月１５日（月）14：00～17：00

場　　所　：　学会事務所

出　　席　：　大友邦理事長、伊東久夫、遠藤啓吾、片田和廣、栗林幸夫、杉村

和朗、田村正三，中村仁信、西谷　弘、早渕尚文、晴山雅人、平岡真寛，本田

　浩、山田章吾理事

　　　　    石垣武男、伊藤勝陽監事

欠　　席　：　甲田英一、松井修理事

議題議題議題議題

議　　題　：        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１． 前回議事録の承認     　  　　

２． 第66回日本医学放射線学会総会について    　　

３． 第42回日本医学放射線学会秋季臨床大会について   　　

４． 会計について      　　　　　　

５． 各種委員会のあり方について 　　　    　　  

　・各種賞・研究助成委員会と学術・研究委員会

　・乳房撮影委員会

６． 18・19年度各種委員会委員について    　　

７． 専門医小委員会から      　　  

８． 会告の承認

4月号　（事後報告）    　　

第42回日本医学放射線学会秋季臨床大会案内Ⅱ 

第20回胸部放射線研究会案内　　　　　　　　　　

第19回頭頚部放射線研究会案内

第19回電子情報研究会案内

第16回救急放射線研究会案内

5月号  第66回日本医学放射線学会総会案内Ⅰ　　　　　　

第20回医学物理士認定試験受験資格認定のお知らせ

第20回医学物理士認定試験のお知らせ 　 　　

第65回日本医学放射線学会総会受賞者

 ９．その他        　　

報告事項

１． 委員会報告      　　　　　

      放射線防護委員会　             将来計画委員会    

      広報委員会

      専門医認定委員会

      撮影委員会

      医療事故防止委員会

      用語委員会

２．その他   申し送り事項追加　　　　　　　　　　　

         　　

What's New

会員向けの情報

学会からの情報・ガイドラ

イン

安全に関する情報

会報・会告

学会誌・出版物

学術大会（春・秋）

地方会案内

国際交流

関連学会集会

利益相反

専門医制度

医学物理士制度

リンク集

電子放射線診療用語集



議　　　事：

１． 前回議事録の承認 

前回議事録（案）を承認した。

２． 第66回日本医学放射線学会総会について

中村会長より第66回総会準備状況の報告がなされた．会期は平成19年4月

13日～15日，会場はパシィフィコ横浜，メインテーマ「放射線医学の光と影」

で開催予定，演題受付，演題発表については前回通り電子ポスターを行う旨

の報告がなされた．

３． 第42回日本医学放射線学会秋季臨床大会について   　　

早渕大会長より第42回日本医学放射線学会秋季臨床大会会告案内につい

て資料に基づき説明がなされた。大会テーマは「放射線医療―輝く未来へ」、

会期は平成18年10月26日～28日、会場は福岡国際会議場、新たに「研修

医セミナー」も設ける。

４． 会計について 

大友理事長より税務調査のその後について説明がなされた。

５． 各種委員会のあり方について 　　　    　　

・ 各種賞・研究助成委員会と学術・研究委員会

大友理事長より現在ある各種賞・研究助成委員会と学術・研究委員会の活動

内容が一致している点も多いので、双方をまとめ一つの委員会にしてはどう

かとの提案がだされた。理事会で検討後これを了承、学術・研究委員会として

今後は活動することとした。

・ 他の委員会と活動内容が異なる乳房撮影委員会や電子情報委員会のあり

方について審議を行った。学会の中におけるこれらの委員会については、分

科会の一部として委員会を立ち上げ、それぞれの委員会がその中で活動して

はどうかとの提案がだされ、理事会で慎重に審議を行い電子情報委員会につ

いては従来通り、乳房撮影委員会については分科会とすることが了承、規約

案を遠藤理事が作成することとした。

６． 18・19年度各種委員会委員について

理事長　    大友邦

第66回総会会長   中村仁信

第67回総会会長　  松井　 修

第42回秋季臨床大会長  早渕尚文

第43回秋季臨床大会長  片田和廣

庶務理事   遠藤啓吾

会計担当理事   栗林幸夫

編集委員会担当理事  松井　修、伊東久夫

広報担当理事   西谷　弘、片田和廣

学術・研究委員会担当理事（含各種賞・研究助成、ガイドライン作成）　平岡真

寛、杉村和朗、

栗林幸夫

倫理委員会担当理事  山田章吾

医療事故防止委員会担当理事 田村正三、山田章吾

放射線科専門医認定委員会担当理事　　本田　浩、平岡真寛，田村正三

教育委員会担当理事  杉村和朗、晴山雅人

将来計画委員会担当理事　  早渕尚文、片田和廣

国際渉外担当理事  杉村和朗（ASNA/AOSR）、松井修(AOSR)、

田村正三(ECR)

保険委員会担当理事  遠藤啓吾、伊東久夫

放射線防護委員会担当理事　 中村仁信

電子情報委員会担当理事　　 甲田英一

用語委員会担当理事  田村正三

医学物理士認定委員会担当理事　 山田章吾

撮影委員会担当理事  甲田英一

学会史編纂担当理事（含名誉会員の会）　杉村和朗

生物部会担当理事  晴山雅夫



拡大IT化委員会担当理事　　　　　 西谷　弘

監事   楢林　勇、伊藤勝陽

大会，諸部会，諸会議，諸委員会等の担当

ＪＲＣ理事   石垣武男、遠藤啓吾、大友　邦、中村仁信，松井　修、

山田章吾、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   小西淳二（JRC監事）

画像診断コンソーシアム　　　　　　　　　遠藤啓吾、栗林幸夫、大友　邦

生物部会長   小野公ニ

日本医学会評議員  遠藤啓吾

日本医学会連絡委員  大友　邦

日本医学会用語委員  田村正三

　　　　 同　代委員   早渕尚文

日本医師会疑義解釈委員  田中良明

専門医認定制機構  本田　浩、平岡真寛、大友　邦

医学放射線物理連絡協議会 早渕尚文 （議長）、伊東久夫

医用原子力研究振興財団線量計校正監理委員会委員　山田章吾、池田恢

放射線防護連絡協議会  中村仁信

    　　

７． 専門医小委員会から      　　  

平岡担当理事より継続審議事項である放射線科専門医研修ガイドラインにつ

いてガイドラインの作成状況について資料に基づき説明がなされた。また日本

医学放射線学会教育研修実施案については継続審議とすることとした。また

研修ガイドラインの対象者は平成18年後期研修対象者以降からとすることを

確認した。

８． 会告の承認

4月号　（事後報告）    　

第42回日本医学放射線学会秋季臨床大会案内Ⅱ 

第20回胸部放射線研究会案内　　　　　　　　　　

第19回頭頚部放射線研究会案内

第19回電子情報研究会案内

第16回救急放射線研究会案内

5月号  第66回日本医学放射線学会総会案内Ⅰ　　　　　　

第20回医学物理士認定試験受験資格認定のお知らせ

第20回医学物理士認定試験のお知らせ 　 　　

第65回日本医学放射線学会総会受賞者

９． その他        　　

１）線量計校正監理委員会委員候補推薦依頼について　　　　　 

大友理事長より医用原子力財団より線量計校正監理委員会委員の推薦依頼

があり，昨年同様継続で山田章吾理事、池田恢代議員を推薦したい旨提案が

あり了承された．

２）山田理事より医学物理士認定委員会から本年度の海外研修者として2名

の推薦が出され、理事会でこれを承認した。

報告事項

１０． 委員会報告（4月総会の折開催された委員会の報告）      　　　　　

 １）放射線防護委員会

中村理事より4月7日開催の委員会について報告、来年行われる医学会総会

で放射線防護に関係した展示が行われる予定、総会・秋季大会での教育講

演における防護の講演内容について検討中である旨報告

 ２）将来計画委員会    

早渕担当理事より16・17年度の将来計画委員会の活動内容について報告

がなされた。

 ３）広報委員会



西谷担当理事よりームページの作成進捗状況、今後の広報活動について報

告がなされた。

 ４）専門医認定委員会

松井理事より資料にて報告

新しい専門医制度・教育ガイドライン・専門医認定制機構からの要請などに基

づき修練機関認定基準・指導医の改定など今年度中を目標に進める予定で

ある旨報告がなされた。

 ５）乳房撮影委員会

石垣前担当理事よりデジタル画像の取り扱いに関するガイドラインを電子情報

委員会と合同委員会で検討を行った旨報告がなされた。

 ６）医療事故防止委員会

田村理事より造影剤リスクマネジメントに関するパンフレットを作成し、総会で

配布、学会のホームページに掲載、今後はヨード造影剤添付文書について取

り組みたい旨報告がなされた

 ７）用語委員会

田村理事より用語集の電子化について検討中である旨報告がなされた。

２．その他   申し送り事項　　　　　　　　　　　

１）前期理事会から，各担当理事の活動内容，検討事項，課題等を含め申し

送り事項がだされ，これを確認した．

２） 平成18年理事会開催について

平成1８年理事会は平成1８年８月２６日･２７日，10月２５日，12月25日，1

月23日，3月１９日を開催予定とすることが了承された．
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