
事務局報告

平成20年度

断層映像研究会編集委員会・世話人会

編集委員会出席者

金子昌生、中僚政敬、 福田国彦、藤井恭一、本田

憲業、安河内浩、 山田章吾 (五十音順、敬称略)

世話人会出席者

伊藤勝陽、上谷雅孝、小川敏英、金津右、北垣

一、田村正三、中僚政敬、福田国彦、藤井恭一、

本田憲業、本田 浩、村山貞之、山下康行、山田

章吾(五十音順、敬称略)

日時:平成20年 10月 3 日 (金)

編集委員会 10時30分-11時15分

世話人会 11時15分-12時10分

場所:アクロス福岡 6階607会議室

議題および議事録

1. 事業報告、編集委員会報告

1)平成19年度事業報告

総会: 1回

平成19年10月 12 日 (金)

秋葉原コ ンペンションホール

第36回断層映像研究会学術大会: 1回

平成19年10月 12 日(金) 、 13 日(土)

大会長大友邦(東京大学)

世話人会 : 1回

平成19年10月 12 日(金)

平成19年度会計報告

(平成19年8月 1 日から平成20年3月 31 固まで)

収入の部 支出の部

項 目 金 客買 項 目 金 害責

新規※ 1,000 封筒作成 58,275 

会費 1,146,000 研究会補助金 300,000 

前事務局から繰越金 476 ,631 郵便料金 42 ,260 

利息 664 雑誌発刊 710 ,870 

文献権利許諾使用料 19,809 人件費 16,440 

データベース 19,980 通信費 4,000 

振込用紙作成代 680 

銀行振込手数料 3,200 

収入合計 1,664 ,084 支出合計 1,135,725 

差引 528,359 

※口座開設時の入金 (平成19年6月 13 日 )
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秋葉原コ ンペンションホール

編集委員会: 1回

平成 19年10月 12 日(金)

秋葉原コ ンペンションホール

雑誌発行 :3回

第34巻I号(平成19年4月 20 日発行)

第34巻2号(平成19年9月 20 日発行)

第34巻3号(平成19年 12月 20 日発行)

原著

森谷浩史 大原綜合病院放射線科

「胸部CT画像を用いた腹部内蔵脂肪測定J

2 )平成20年度事業中間報告

総会:平成20年10月 3 日 (金)

アク ロ ス福岡 国際会議場

第37回断層映像研究会学術大会:

平成20年10月 3 日(金)、 4 日(土)

アク ロス福岡 国際会議場

大会長本田浩(九州大学)

世話人会:平成20年10月 3 日(金)

アク ロス福岡 会議室

編集委員会:平成20年10月 3 日(金)

アク ロ ス福岡 会議室

雑誌発行:

第35巻1号(平成20年4月 20 日発行)

原著

高直哉富士市立中央病院放射線科

平成初年度中間報告

(平成20年4月 1 日から平成20年7月 31 固まで)

収入の部 支出の部

項 目 金 客員 項 目 金 客員

繰越 427 ,319 封筒作成 26,250 

会費 1,152,000 郵便料金 28 ,440 

文献権利許諾使用料 6,839 人件費 8 ,000 

データベース 3,780 手数料 11 ,280 

負担金友び補助金※ 300,000 

雑誌発刊 622 ,266 

収入合計 1,690 ,978 支出合計 696 ,236 

差引 (負担金及び補助金除く ) 994,742 

※9月支払予定
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「高度進行肝細胞癌症例の予後因子に関す

る臨床的検討」

第35巻2号 (平成20年9月 10 日発行)

第35巻3号 (平成20年12月 20 日発行予定)

2 . 会計報告、監査報告

1)平成19年度会計報告 (※別表参照)

2 ) 平成20年度会計中間報告 (※別表参照)

3 ) 監査報告:藤井恭一監事、福田国彦監事に預

金通帳を確認いただき適正に会計が執行さ

れていることが承認された。

3 . 平成21年度事業計画、予算案審議

1)平成21年度事業計画

総会 1 回/年

学術大会 1 回/年

世話人会 1 回/年

編集委員会 (随時)

雑誌発行 3 回/年

第36巻 l 号 (平成21年 4 月 20 日発行予定)

ゲス ト エディタ江原 茂先生 (岩手医科大

学教授) ※2号連続掲載①

第36巻2号 (平成21年9月 10 日発行予定)

ゲス ト エディタ江原 茂先生 (岩手医科大

学教授) ※2号連続掲載②

小川敏英先生 (鳥取大学) 抄録担当

平成21年度予算書(案)

(平成21年4月 1 日から平成22年3月 31 日まで)

収入 支出

項 目 金 客員 項 目 金 客買

会費収入 1,500,000 報償費 200 ,000 

利子 100 旅費及び会合費 30,000 

雑収入 20 ,000 需用費 40 ,000 

前年度繰越 500,000 負担金及び補助金 1,000 ,000 

予備費 50,000 

収入合計 2,020,100 支出合計 1,320,000 

差引 700,100 
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第36巻3号(平成21年12月 20 日発行予定)

2 )平成21年度予算審議

予算案が審議され決定した。 (※別表参照)

4 . 大会長の推薦

大会長が推挙され下記のように決定した。

第38回断層映像研究会学術大会

大会長 小川敏英先生(鳥取大学教授)

平成21年10月 9 日(金)、 10 日(土)

米子コンペンションセンターにて開催予定。

第39回断層映像研究会学術大会

大会長小須田茂先生(防衛医科大学教授)

第40回断層映像研究会学術大会

大会長 阪原晴海先生(浜松医科大学教授)

5 . 断層映像研究会新規世話人候補

1)新世話人

新たに世話人として小須田茂先生(防衛医科

大学)が推挙され決定 した。

2 )名誉編集長

新たに名誉編集長として町田喜久雄先生(埼玉

医科大学名誉教授)が推挙され決定した。

3 )新世話人候補

新世話人候補者18名が推挙され、今後新世話

人へのご就任をお願いする 。

6 . その他

1)研究会参加費

会員は会費を支払っ ているので会員と非会員

とで参加費を変えたらどうかという案がださ

れ、 協議された。

2 )会員

退会申出者、会費未納者についての承認を得た。

2008年12月20 日

3) 世話人 ・特別会員

辞任申し出者の承認を得た。

(世話人)

前原忠行順天堂大学

宮坂和男 北海道大学

(特別会員)

宮田伸樹

4) 電子ジャーナルについて

研究会雑誌の電子ジャーナル化について協議

されたが、現在雑誌への広告掲載にて協賛い

ただいている企業について、電子ジャーナル

化した際の協賛に問題が生じる場合があると

の意見が出された。 今後問題点の解決方法を

検討してゆくこととなった。

平成初年度断層映像研究会総会議事要旨

日時 : 平成20年10月 3 日 12時20分-12時50分

場所 : アク ロ ス福岡 4階国際会議場

議事:本田憲業先生のもと議事が進められ、世話

人会報告お よ び編集委員会報告が行われ、いずれ

も原案通り承認された。
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