
第173回理事会議事録 
第173回　医用画像情報学会　理事会　議事録 
2015年10月17日（土）　１2：20～１3：00　（北海道大学，札幌市） 
出席者14名，委任状17名（理事会は成立） 
出席者：藤田（学会長），石田（総務理事），有村（常務理事），山本（常務理事），小縣
（常務理事），浅井（常務理事），朝原，大倉，小笠原，小倉，長束，林，福澤，松原 
1. 賛助会員状況報告　 
賛助会員が平成27年10月現在で23社であるとの報告． 
2. 編集委員会報告　 
電子ジャーナル　Vol.32, No.3を発刊し，Vol.32, No.4を12月末に発刊予定との報告． 
雑誌原稿執筆要項に「4．倫理面への配慮」を追加，雑誌投稿規程に「9．倫理規定」を追
加したことの報告． 
特集号「MR先端技術の“今”に迫る！」進捗状況の報告． 
編集委員会に若干名の副編集委員長をおくことが承認． 
3. 表彰委員長の推薦および承認 
平成27年度の表彰委員長に名古屋文理大学の松原友子先生を推薦，承認． 
4. 表彰規程の一部改定 
表彰規定第3条に第4項を追加することが承認． 
表彰規程第4条に第5項を追加することが承認． 
5. 会費未納者への対応 
会費未納者に振込用紙を入れたご案内を郵送することが承認． 
6. 今後の大会予定 
・平成27年度春季（第174回）大会 
開催日：平成28年2月6日（土）　 
開催地：広島国際大学　広島キャンパス 
大会長：広島国際大学　大倉保彦教授 
・平成28年度年次（第175回）大会　 
開催日：平成28年5月　または　6月 
開催地：大阪市立大学医学部付属病院 
大会長：大阪市立大学病院　市田隆雄技師長 
・平成28年度秋季（第176回）大会（候補）　 
開催日：平成28年10月頃 
開催地：徳島文理大学　 
大会長：徳島文理大学　朝原正喜教授　 
※　または，東北方面で開催 
・平成28年度春季（第177回）大会（候補）　 
開催日：平成29年2月頃 
開催地：九州大学 
大会長：九州大学　有村秀孝教授 
・平成29年度年次（第178回）大会（候補）　 
開催日：平成29年6月頃 



開催地：大阪　または　京都 
大会長：未定 
7. その他 
・メディカルイメージング連合フォーラム2016（2016年1月19, 20日，那覇てんぶす館），
(共催) 
・第34回日本医用画像工学会大会（2015年7月30～8月1日, 金沢歌劇座）, (協賛) 



第172回理事会議事録 
医用画像情報学会　理事会議事録 
日時　平成27年6月13日（土）　12：10～13：00 
場所　大阪物療大学4号館6A教室 
理事・役員39名中，委任状13名，出席20名，理事会成立 
出席者：藤田（学会長），小寺（顧問），石田（総務理事），松本（常務理事），山本（常
務理事）， 
小縣（常務理事），浅井（常務理事），朝原，有村，市田，井手口，片渕，片山（礼），白
石， 
土居，西浦，橋田，林，原，寺本 
１． 会員状況 
正会員: 248名，名誉会員: 16名，賛助会員: 23社（平成27年5月現在）． 
２． 編集関係報告 
① 電子ジャーナル Vol. 32, No. 1を発刊，Vol. 32, No. 2を発刊予定． 
② 原稿執筆要項および投稿規定の一部改訂（倫理規定の追加）を承認． 
具体的文言は編集委員会に一任． 
３． 表彰委員会報告 
①【内田論文賞】Image-quality improvement in pileup-less cadmium-telluride X-ray 
computed 
tomography using a frequency-voltage converter and its application to iodine 
imaging 
(Anna SHIMAMURA), Eiichi SATO, (Shunsuke SHIKANAI, Kei KITAKAMI,　Ippeki 
NAKAYA,  
Wakano NISHIMURA), Yuich SATO, Satoshi YAMAGUCHI,　Yasuyuki ODA, Osahiko 
HAGIWARA,  
Hiroshi MATSUKIYO, Toshiyuki ENOMOTO,　Manabu WATANABE, Shinya 
KUSACHI, 
(Shigeru EHARA) 
受賞者９名，（　）は受賞対象外 
【金森奨励賞】頭部MR画像における経時差分法の開発  
立永 謹, （石田隆行, 礒田治夫, 寺田理希, 大倉保彦, 川下 郁生）  
受賞者１名，（　）は受賞対象外 
【功績賞】杜下淳次先生（九州大学大学院） 
【感謝状】有村秀孝先生（九州大学大学院），井手口忠光先生（純真学園大学）， 
熊澤誠志先生（現　北海道科学大学），松本政雄先生（大阪大学大学院） 
② 第一著者が非会員の論文の受賞について，今後表彰委員会で検討． 
４．名誉会員の推戴 
中森伸行先生（京都工芸繊維大学名誉教授）の名誉会員推戴を承認． 
５．事務局業務委託先の変更 
事務局業務委託先の変更を報告（クァンタムからメイプロジェクトへ）． 
それにともない会員管理システムを変更． 



６．会則および細則の変更 
会則第１章，第4条および細則第４章，第6条を変更．現行の細則第2条の重複を修正． 
７．平成26年度事業報告および財務報告 
平成26年度事業報告，財務報告および会計監査報告を承認． 
８．平成27年度事業計画および財務計画 
平成27年度事業計画（案）および財務計画（案）を承認． 
来年度以降は当期収入合計と当期支出合計が一致するように調整する． 
９．今後の大会予定 
○平成２７年度秋季（第１７３回）大会 
【開催日】　平成２７年１０月１７日（土） 
【開催地】　北海道大学 
【大会長】　北海道大学　小笠原克彦教授 
○平成２７年度春季（第１７４回）大会 
【開催日】　平成２８年２月６日（土） 
【開催地】　広島国際大学 広島キャンパス 
【大会長】　広島国際大学　大倉保彦教授 
○平成２８年度年次（第１７５回）大会（候補） 
【開催日】　平成２８年６月 
【開催地】　大阪近辺 
○平成２８年度秋季（第１７６回）大会（候補） 
【開催日】　平成２８年１０月 
【開催地】　九州または四国 
上記の開催を承認． 
１０． 共催・協賛予定 
○メディカルイメージング連合フォーラム（共催） 
会期： 2016年1月19, 20日 
開催地： 那覇てんぶす館 
○第34回日本医用画像工学会大会（JAMIT2015）（協賛） 
会期： 2015年7月30～ 8月1日 
開催地：金沢歌劇座 
上記への共催，協賛を承認． 



第171回理事会議事録 
医用画像情報学会　理事会議事録 
日時　平成27年2月7日（土）　12：10～13：00（東京工業大学，横浜市） 
出席者：18名・委任状：16名（理事会は成立） 
（１）編集関係報告 
電子ジャーナルVol. 31, No.3およびVol. 31, No.4を発刊． 
原稿執筆要項の一部（電子版・紙面版の発行回数，原稿送付方法，原稿送付先）を変更． 
（２）表彰関係報告 
内田論文賞，金森奨励賞の推薦および功績賞の報告． 
表彰選考委員として20名の理事の提案と承認． 
（３）事務局業務委託会社の変更 
事務局業務の一部委託先について新規企業を検討中． 
今後の交渉については事務局に一任． 
（４）メーリングリストへの賛助会員名の記載 
メーリングリストによる各種案内の末尾に賛助会員名を記載． 
（５）定款の一部見直しに関するアナウンス 
会則と現状に乖離があると思われる箇所については今後見直していく予定． 
（６）今後の大会予定 
・平成27年度総会（第172回）大会 
　開催場所：大阪物療大学 
　開催日時：平成27年6月13日（土） 
　大会長 ：小水満先生 
・平成27年度秋季（第173回）大会（承認） 
　開催場所：北海道大学 
　開催日時：平成27年10月17日（土） 
　大会長 ：小笠原克彦先生 
（７）共催・協賛・案内 
・メディカルイメージング連合フォーラム2015 (2015年3月2, 3日, 石垣島，ホテル宮平), 
(共催) 
・第54回日本生体医工学会大会 (2015年5月7～9日, 名古屋国際会議場), (協賛) 
・第34回日本医用画像工学会大会(2015年7月30～8月1日, 金沢歌劇座), (協賛) 
・第1回 多元計算解剖学国際シンポジウム (2015年2月15日, 九州大学病院・臨床大講堂)，
(案内) 



第170回理事会議事録 
第170回　医用画像情報学会　理事会議事録 
日時：平成26年10月4日(土) 12：10～13：00 (ワークプラザ岐阜，岐阜市) 
理事38名中，委任状11名，出席24名，理事会成立 
(1) 新役員紹介  
理事会出席者の自己紹介が行われた。 
(2) 定款の一部改訂 
事務局移転にともなう郵貯銀行口座名義変更のため，会則の変更および細則の追加について
報告がなされた。この議案については，次期総会にて事後承諾を得る予定である。 
(3) 編集関係報告 
電子ジャーナル(Vol.31, No.2：創立50周年記念特集号第1部) 8月26日発刊，論文審査状況，
創立50周年記念特集号第2部を10月中に発刊予定の報告がなされた。 
(4) 賛助会員，広告協賛会員の状況報告 
現在の賛助会員，広告協賛会員の報告がなされた。 
(5) 今後の大会予定 
平成26年度春季(第171回)大会 
平成27年2月7日(土)，山口雅浩大会長(東京工業大学) 東京工業大学 
平成27年度年次(第172回)大会 
平成27年5月末で調整中，大阪物療大学で開催予定 
平成27年度秋季(第173回)大会 
日程，大会長検討中 
(6) 協賛・共催学会 
・2015 Joint Conference of IWAIT and IFMIA(協賛)：2015年1月11～13日 台南 
・医用画像連合フォーラム(共催)：2015年3月2, 3日 石垣島 
(7) 情報提供 
平成26年11月25日から施行される薬事法改正の内容の一部が紹介された。会員にも関係す
る部分は，会誌や次回以降の大会において詳しい情報を提供していただく予定である。 



第169回理事会議事録 
第169回　医用画像情報学会　理事会議事録 
日時：平成26年5月31日（土）12：10～13：00（熊本大学、熊本市） 
理事29名中，委任状7名，出席20名。理事会成立 
（１）会員数等の状況報告 
2014年5月現在の会員数、賛助会員数、会費未納者除名の報告がなされた。 
（２）編集関係報告 
電子ジャーナル（Vol.31,No.1）3月25日発刊、および論文審査状況の報告がなされた。五
十周年記念特集号第１部（特別演題10題）2014年6月発刊予定、第２部記念式典 9月発刊
予定の報告がなされた。また著作権について審議した。 
（３）表彰委員会報告 
平成25年度　内田論文賞、金森奨励賞についての報告がなされた。 
（４）　名誉理事,名誉会員の推戴について 
名誉理事に小島克之先生、佐井篤儀先生、名誉会員に滝川厚先生が推載され承認された。 
（５） 平成25年度　事業・財務報告 
監事の小島先生から適正であるとの会計監査報告がなされた。 
（６）平成26年度　事業・財務計画 
2014年4月より消費税8％への変更に伴い、会計年度報告時に修正し報告する。 
（７）今後の大会予定 
平成26年度秋季（第170回）大会 
平成26年10月4日（土），松原友子大会長（岐阜大学）ワークプラザ岐阜 
平成26年度春季（第171回）大会 
平成27年1月末～2月初旬（土）日程調整、大会長検討中 
（８）新役員•新事務局　2014年6月より 
事務局移転　九州大学 → 大阪大学 
(９) 協賛•共催学会 
・IWDM　岐阜（協賛）：2014年6月29日 ～7月2日  
・JAMIT (第33回）2014年７月24日～26日（協賛）  
・IWAIT+IFMIA　NCKU, 國立成功大學（共催）2015年1月11日 ～13 日  
・医用画像連合フォーラム（共催）：2015年3月（石垣島・予定） 



第168回理事会議事録 
第168回春季(50周年記念)大会医用画像情報学会　理事会議事録 
日時： 2014年2月8日12：30～13：10（大阪大学医学部保健学科講義室2） 
理事の出席者は24名，委任状が4名で理事会は成立． 
（１）会員数等の状況報告 
　2014年2月8日現在，会員276名（名誉会員18名），賛助会員数20社 
（２）編集関係報告 
・電子ジャーナル　Vol.30，No.4を12月25日に発刊 
　教育講演資料　1件　研究論文　4件，現在Vol.31を編集中 
・50周年記念特集号を発刊予定  
　 
（３）今後の大会予定 
・平成26年度年次（第169回）大会 
　平成26年5月31日（土），熊本大学，白石順二大会長，内山良一実行委員長 
・平成26年度秋季（第170回）大会　 
　平成26年10月4日（土）岐阜市内，松原友子大会長，福岡大輔実行委員長 
（４）その他 
・事務局の移動：2014年6月総会～大阪大学，石田隆行総務理事 
・共催学会 
　IWDM　岐 阜　2014年6月29日 ～7月2日 
　IWAIT+IFMIA　2015年1月11日 ～13 日 NCKU, 國立成功大學 
　医用画像連合フォーラム　2015年3月（石垣島・予定） 



第167回理事会議事録 
第167回　医用画像情報学会　理事会議事録 
日時： 2013年10月5日12：10-13：00（北里大学，神奈川県相模原市） 
理事の出席者は14名，委任状が17名で理事会は成立． 
（１）会員数等の状況報告 
2013年10月3日現在の会員数、賛助会員数、賛助会3社の社名変更、広告掲載の報告がな
された。 
（２）編集関係報告 
電子ジャーナル（Vol.30,No.3　故金森先生追悼文特集号）の発刊（2013年8月28日）、
および、論文審査状況の報告がなされた。また、2014年度中に発刊予定の五十周年記念特
集号の企画について審議した。 
（３）表彰委員長選出 
表彰委員長を選考し、出席者全員が承認した。 
（４）　理事の交代 
理事1名の交代を承認した． 
（５） 五十周年記念事業 
1964年放射線イメージ・インフォメーション研究会（RII）として発足して以来、2014年
に50周年を迎えるため，平成25年度春季（第168回）大会を五十周年記念大会とし，会場
は大阪大学保健学科講義室（収容数220），記念式典を含める大会とすることを決議した．
懇親会は銀杏会館を予定． 
（６）今後の大会予定 
平成25年度春季（第168回）大会（五十周年記念大会） 
平成26年2月8日（土），石田隆行大会長（大阪大学） 　　 
平成26年度年次（第169回）大会 
平成26年5月31日（土），白石順二大会長（熊本大学） 
（７）その他 
・沖縄での医用画像連合フォーラムと、12th International Workshop on Breast 
Imaging (IWDM2014, Workshop Chair: Hiroshi Fujita (Gifu University, Japan) に協賛
することを承認した。 
・故金森仁志前会長のアルバムを電子化し、HPに掲載完了． 
・平成26年度年次大会で事務局交代（九州大学→大阪大学） 



第166回理事会議事録 
第166回　医用画像情報学会理事会議事録 
【日時】 2013年6月1日（土）12：30-13：25 
【場所】純真学園大学，福岡市 
【出席者】理事31名中14名出席、委任状　15名（理事会は成立） 
【報告事項】 
（１）会員状況報告2013年5月現在、会員数269名、賛助会員数21社、名誉会員数 16名 
（２）編集担当理事より電子ジャーナル医用画像情報学会雑誌Vol.30, No.1の発刊と編集状
況について報告．故金森先生の追悼文特集号を検討中． 
（３）五十周年記念事業として平成25年度春季（第168回）大会（大阪大学、石田大会長）
を記念大会とすることが決定． 
（４）表彰委員会よりH24年度内田論文賞と金森奨励賞の決定について報告された． 
（５）平成24年度　事業報告・財務報告・監査報告が行われた． 
（６）平成25年度　事業計画・財務計画が報告された． 
（７）本学会のロゴマーク決定が報告された． 
（８）今後の大会予定 
・平成25年 度秋季（167回）大会（神奈川） 
　平成25年10月5日（土）【大会長】五味　勉（北里大学） 
・平成25年 度春季（168回）大会（大阪） 
　平成26年2月8日（土）【大会長】石田隆行（大阪大学） 
・平成26年度年次（第169回）大会　平成26年5月31日（土） 
　開催予定地未定 
（９）　その他 
JAMITやメディカルイメージング連合フォーラム，ブレストイメージング国際ワークショッ
プ（IWDM2014 ）への協賛が了承された。 



第165回理事会議事録 
【日時】 平成25年2月2日（土曜日）　12：00～12：50 
【場所】九州工業大学工学部（戸畑キャンパス） 
【出席者】会長１名，監事１名，常務理事４名，理事８名，名誉会員1名（計１５名） 
委任状　１９名（理事会は成立） 
【報告事項】 
（１）編集担当理事から電子ジャーナル医用画像情報学会雑誌Vol.29,No.4の発刊と，編集
状況についての報告があった． 
（２）本理事会で表彰委員長が決定し表彰委員会が発足．内田論文賞，金森奨励賞の候補に
ついての報告があった． 
（３）学会ロゴマークの案を元に専門家に制作を依頼し，理事会役員がメール審議の上投票
予定であることが確認された．  
（４）今後の大会予定は以下の通りである． 
・平成25年 度年次（166回）大会（福岡）　　　　 
　平成25年6月1日（土）【大会長】井手口忠光（純真学園大学） 
・平成25年 度秋季（167回）大会（神奈川） 
　平成25年10月5日（土）【大会長】五味　勉（北里大学）＊予定＊ 
・平成25年 度春季（168回）大会（大阪） 
　平成26年2月1日（土）【大会長】石田隆行（大阪大学）＊予定＊ 
（５）その他 
賛助会員動向と大会プログラムに関する報告がなされた． 



第164回理事会議事録 
日　　　時：１０月１３日（土）　１２：００～１２：５０ 
場　　　所：　東北大学医学部　臨床講義棟 
出席者： 会長１名、顧問１名、監事２名、常務理事５名、理事７名　（計１６名） 
　　　　委任状　１５名　理事会成立が確認された． 
報告事項： 
（１）会員の状況について庶務担当理事から報告があった。　 
（２）医用画像情報学会雑誌Vol.29, No.3とメールマガジンの発行および、電子ジャーナル
版特集号（「乳がんの画像診断と治療に至るプロセス」についての報告があった。 
（３）学術集会の共催・協賛 
メディカルイメージング連合フォーラムにおけるMII特別講演の講師として、原武史先生が
推薦され、理事会で承認された。 
（４）表彰委員長を選出し、理事会で承認した。 
（５）賛助会員、広告協賛の状況について報告があった。 
（６）今後の大会についての報告があった。 
平成２４年度（第１６５回）春季大会（2013年2月2日：土） 
・大会長：金　亨燮 （九州工業大学大学院）　 
北九州医工学術者協会（ＫＭＥＣ），日本放射線技術学会九州部会と共催 
会場：九州工業大学　工学部総合教育棟C-1A講義室 （北九州市戸畑） 
・平成２５年度年次（第１６６回）大会（2013年6月1日：土） 
大会長：井手口忠光 （純真学園大学）　 
日本放射線技術学会九州部会と共催 
会場：純真学園大学保健医療学部２号館 （福岡市南区） 
・平成２５年度（第１６７回）秋季大会 
　開催地について協議を行った．関東地区を総務理事が交渉中．その他，候補地として，弘
前，札幌，新潟，仙台，大阪があがった． 
（７）学会のロゴマークについて、２つの候補に絞り込み、次回理事会までに事務局から修
正案を提出することになった。 
（８）その他 故内田　勝先生の2冊の著書の著作権料について報告された。 



第163回理事会議事録 
平成24年度　医用画像情報学会理事会（第163回金沢）議事録 
日　時：平成24年6月2日(土)　12:10 ‒ 13:10　 
会　場：金沢大学医薬保健学域保健学類　４号館会議室（4202室） 
　 出席者： 19名（監事1名含む）委任状提出者：15名　（本理事会は成立） 
議事進行　杜下，議事録作成　熊澤・有村 
議題： 
（１）会則の改正 
会則の第16条第2項の，「会長，常務理事又は顧問を長年務めた者が名誉会員となるとき
は，」の冒頭部分に対して，「原則として」を付け加える案が承認． 
（２）表彰内規の改正 
「論文賞と奨励賞に同一論文が選出された場合は，該当論文は論文賞を受賞し，奨励賞は次
点の論文が受賞することとする．」に変更． 
同じ論文が内田論文賞と金森奨励賞に同時推薦された場合を考慮して，会則に明文化． 
奨励賞は次点の論文が受賞，次点の論文がない場合は授賞対象なしとする． 
各案が承認． 
（３）平成23年度の表彰，非会員や年齢基準を満たさない共著者は会則に則り対象外とし
た． 
（４）名誉会員（土井邦雄先生，桂川茂彦先生）および名誉顧問（土井邦雄先生）の承認 
（５）会費未納入者：未納入者39名（4年未納8名/3年未納20名/2年未納11名） 
3，4年未納者は、納入意思確認の手紙を送付後，会費納入がなければ除籍手続．また2年未
満の未納者には，引き続き納入の督促． 
（６）平成23年度事業報告 
平成23年度年次(第160回)大会（岐阜大学，原武史大会長）， 
平成23年度秋季(第161回)大会（徳島大学，西原貞光大会長）， 
平成23年度春季(第162回)大会（広島国際大学, 石田隆行大会長） 
（７）事務局が金沢大学から九州大学へ移転，新任理事の紹介 
（８）おじいちゃんの寺小屋の寄贈書は関係者に配布完了．著作権委譲の報告 
（９）賛助会員の新規募集中，継続を依頼中，広告協賛を新設． 
（１０）ホームページ上での人材募集等の取扱：賛助会員に限り出来る範囲で柔軟に対応 
（１１）学会ロゴ：サンプル提示，シンボルになるようなロゴを公募中 
（１２）平成23年度決算報告・監査報告． 
（１３）平成24年度事業計画（案） 
平成24年度年次（第163回）大会（2012年6月2日，金沢，市川勝弘大会長）． 
平成24年度秋季（第164回）大会（2012年10月13日，仙台，弦巻正樹大会長）． 
平成24年度春季（第165回）大会は2013年2月1日又は2日北九州（九工大，金先生） 
交渉中． 
平成25年度年次（第166回）大会は2013年6月1日の予定，開催地は未定（名古屋を交渉
予定） 
（１４） 学術集会の共催・協賛について 
医用画像アジアフォーラム（2012年11月16，17日）， 



日本医用画像工学会大会（2012年8月4，5日）， 
CARS2014（2014年6月下旬福岡開催）にあわせMIIの年次大会の開催を検討． 
（１５）2014年のMII50周年に名誉会員の講演を企画． 
（１６）平成24年度の予算案：一般会員234名・賛助企業24社．特集号発行予算を計上． 
（１７）編集委員会報告 
電子ジャーナルvol.29, no.1を3月27日発刊、特別講演・教育講演各１，審査中３件 
MIIホームページでの掲載論文に関して，J-STAGEの表示が刷新． 
論文特集号のテーマ(1)最新の機器，(2)画像診断の基本的な流れ，(3)臓器別（頭部，胸部，
心臓，腹部など）の案．今後詳細に検討． 
（１８）大学等図書館でのMII論文閲覧 
会員の利益を守るため．パスワードは公開しない．PDFコピー配布は問題なしと確認． 



第162回理事会議事録 
平成23年度　医用画像情報学会理事会（162回大会　広島）　議事録 
日　時：　平成24年1月28日（土）11：50－13：00 
会　場：　広島国際大学　広島キャンパス　７階　70１号 
出席者：15名（監事１名含む）　委任状提出者：21名　（本理事会は成立） 
　　　　オブザーバー１名（第164回大会佐藤実行委員長） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　議　題 
１．表彰関係 
・理事、監事は全員、選考委員となることを承認された。 
・内田論文賞の選考後、金森奨励賞の選考を行う。 
同じ推薦論文が、2つの賞に選ばれた場合、内田論文賞を受賞とし、金森奨励賞は次点の論
文を受賞とする。「内規」を次回理事会で審議する。 
２．編集関係　 
・電子ジャーナルに特集号を組むことを検討する。 
・賛助会員に「技術資料」などの原稿執筆を依頼する。 
・撮像部位・疾患別の検査特集などの提案があった。 
３．学会ロゴ 
・引き続き募集を行う事とする。 
４．平成２４年度　年次（１６３回）大会　金沢について 
　開催日：平成24年6月2日（土） 
　開催地：石川県金沢市小立野5丁目11番80号 
　金沢大学医薬保健学域保健学類４号館大講義室 
　大会長：市川勝弘（金沢大学） 
　特別講演：「ＭＲＩで脳を測る」(仮） 
　　　金沢大学医薬保健研究域保健学系　教授　　宮地利明　 
　教育講演：「屈折コントラスト法のポテンシャル」 
　　　金沢大学医薬保健研究域保健学系　准教授　岡本博之 
　年次大会のため、総会や一般発表の時間を勘案し、講演の時間は40分程度とする。共催
はJSRT中部部会。 
５．平成２４年度秋季（１６４回）大会　東北大学について 
　開催日：平成24年10月13日（土） 
　開催地：東北大学医学部　講堂　の予定 
　大会長：弦巻正樹（中条中央病院） 
　実行委員長：佐藤和宏（東北大学病院　診療技術部放射線部門）　 
６．平成２４年度　春季（１６５回）大会　について 
　開催地候補地：名古屋・福岡・大阪・京都・千葉・沖縄 
　入試の時期と重なるので、開催地の担当者とよく相談の上、開催日を決定する。 
７．平成２５年度　年次（１６６回）大会　について 
・福岡に決定。2013年6月　大会長　未定 
８．その他 



・　2012年 1月19日(木)・20日（金）、沖縄で開催されたJAMIT Frontier 2012（メディ
カルイメージング連合フォーラム）に20,000円の共催金を提供した。　 
・　医用画像アジアフォーラム(IFMIA2012)が、2012年11月16－17日、KAIST（韓国国
立科学院）で開催予定。MIIは共催予定。 
・　CARS2014は橋詰大会長（九州大学）。2014年6月下旬の開催のため、MIIの年次大
会もこれに合わせたい（例えばCARS開催終了日の土曜など）。 
・　第31回　日本医用画像工学会大会（JAMIT2012）MIIは協賛。 
　　大会長：森　雅樹（JA北海道厚生連 札幌厚生病院・呼吸器内科） 
　　会期：2012年8月4日（土）・5日（日） 
　　会場：JA北海道厚生連 札幌厚生病院 
・　故内田勝先生の著書に関して出版社と諸手続きを行う。 
・　おじいちゃんの寺子屋（故内田勝先生）は発送終了。 
・ バリアンメディカルシステムズとオーム社が新規賛助会員となった。 



第161回理事会議事録 
平成23年度　医用画像情報学会　第161回　理事会　議事録 
日時　平成23年10月22日(土)　12:00 ‒ 13:30　会場　徳島大学医学部医学基礎B棟 
出席者： 18名（監事1名含む）　委任状提出者17名（監事1名含む） 
報告事項 
（１） 新役員について報告 
（２） 賛助会員等の状況報告：審議事項に詳細を記載 
（３） おじいちゃんの寺小屋の寄贈書は、新旧理事や名誉会員、過去の関係者に配布 
（４） 編集委員会報告：現状：Vo.28,No.3発刊、採択中１，審査中３件 
英文論文の場合、学会雑誌名は英語で記載して欲しいとの要望がありこれを実施する． 
（５） メディカルイメージング連合フォーラムでの共催（2012年1月19日那覇開催） 
（６） その他 
特になし 
審議事項 
（１） 名誉顧問，名誉会員の推戴について 
名誉顧問、名誉会員について審議し、来年度の総会にて会則16条2の項の変更も含めて諮る。

（２） 表彰委員長について 
現委員長に引き続き依頼することを承認。 
（３） 会費未納者の取り扱いについて 
一般会員は285名。未納者44名。平成24年3月末で入金がなければ退会手続きをとること
を決議。今後も、理事会でその都度，審議の上で退会手続きを行う（自動退会とはしない）。

（４） 内田　勝先生の2冊の著書の著作権贈与について 
内田先生のご遺志によりオーム社から出版した著書２冊の著作権をMIIに贈与。ご遺志を有
難く受取り、会の運営に有効に活用することを承認。 
（５） 本誌の著作権委譲のお願いと今後について 
著作権委譲の広告は平成24年3月末までホームページ上で行う。過去の会誌の特別講演資料、
論文のみをネット上で無料公開（平成24年夏以降予定）。 
（６） 賛助会員と広告協賛について 
賛助会員の新規募集中、また継続を依頼中。一部の企業は広告協賛として登録。 
（７） ホームページ上での人材募集等の取り扱いについて 
人材募集については賛助会員に限り出来る範囲で柔軟に対応。 
（８） 学会ロゴについて 
シンボルになるようなロゴを公募。 
（９） 第162回(平成23年度春季大会）2012年1月28日　広島市　大会長　石田隆行 
ホームページで演題応募の準備整う。 
第163回(平成24年度年次大会)　開催日　2012年６月２日　開催地：金沢 
大会長：市川勝弘 
第164回(平成24年度秋季大会) 
開催日候補：2012年9月29日か10月13日　 



開催地候補：1)仙台、2）北海道　大会長：未定 
第165回(平成24年度春季大会):　候補地　関西 
第166回(平成25年度年次大会):　候補地　福岡 
（１０） その他 
特になし 



第160回理事会議事録 
第160回医用画像情報学会理事会（2011年5月28日）議事録　　　　　　　 
　　　　　　　　（岐阜市，じゅうろくプラザ　小会議室） 
出席者（敬称略・順不同）： 
　藤田広志　宮地利明　市川勝弘　小寺吉衞　河野和宏　田中利恵　原　武史　松原友子　
松本政雄　杜下淳次　滝川　厚　小島克之　小倉敏裕　佐井篤儀　田中 弘　武村哲浩　細
羽　実　津坂昌利 
西原貞光（次期，大会長として）加野亜紀子（飯山理事の代理） 
冒頭に，藤田会長より挨拶があり，事務局が今大会以降交代し，九州大学　杜下先生を中心
とするスタッフにお願いすることが報告された． 
【議事】 
１．表彰関係（松原理事） 
内田論文賞に，「近赤外線イメージングによる皮下異物の検出実験」早川吉彦ら， 
金森奨励賞に，「肝動脈でのroadmap 機能における横隔膜位置を用いた呼吸性移動の補正
手法の信頼性評価」武村哲浩ら． 
受賞講演：今大会は武村先生，次回大会で早川先生． 
２．編集関係（松本編集委員長） 
・電子ジャーナル vol.27 no.1を発刊した． 
現在，特別講演資料1件が校正中，審査終了論文3件，審査中の論文は4件． 
・電子ジャーナルのアクセス時の認証に不具合があったが，すでに解消済み 
・予算を超過は，特集号を2刊発刊したため． 
・特集企画のテーマ案について，編集委員長まで連絡依頼． 
３．新賛助会員　（宮地理事） 
増減無しとの報告がされた． 
４．事業報告，決算報告，監査報告，事業計画（宮地理事） 
第158回～160回，計3回の大会開催． 
第158回（群馬県立県民健康科学大学にて）15演題 
第159回（九州大学にて）16演題 
第160回（岐阜市，じゅうろくプラザにて）15演題 
その他，決算報告，監査報告，事業計画，会則改定． 
会費未納による退会手続きについて，電子メールなどによる納入促しすることを確認した． 
５． 平成23年度秋季（161回）大会　（宮地理事） 
徳島大学にて，西原貞光先生の大会長． 
平成23年10月22日(土)　徳島大学医学部保健学科の講義室にて3名のスタッフを中心に開
催．特別講演は，徳島大学医学部，原田 雅史（はらだ まさふみ）教授． 
６．平成23年度春季（162回）大会　（宮地理事） 
第１候補として，広島国際大学があがり，藤田会長が石田理事に打診予定 
日程：平成24年1月28日（土）を候補とし，前日（27日）も考慮． 
第２候補は大阪大学とする．大阪大学の会場費は松本理事が確認予定． 
（後日，石田理事が28日（土）開催で了承） 
７．平成24年度年次（163回）大会　（宮地理事） 



新事務局の九州大学で6月第1週に予定． 
８．その他 
宮地理事：医学文献検索サービスの契約打ち切りの報告．電子ジャーナル化にともなう会員
特典を重視するため． 
藤田会長：コニカミノルタエムジー，飯山理事から，同社所属，加野亜紀子理事への交代．
次期理事は，基本的に現理事に継続をお願いし，新執行部とも検討の上，早期に決定し，ホー
ムページに掲載予定．  
藤田会長：次期3年間では，学会の将来展望についてさらに検討する方針． 



第159回理事会議事録 
第159回医用画像情報学会理事会（2011年2月5日）議事録　　　　　　　 
　　　　　　　　（九州大学医学部基礎研究B棟3階306号室） 
出席者（敬称略・順不同）： 
　藤田広志　宮地利明　市川勝弘　上杉正人　河野和宏　田中利恵　原　武史 
　松原友子　松本政雄　杜下淳次　滝川　厚　本田道隆　小島克之 
　オブザーバ：桂川茂彦 
【議事】 
１．次期会長（宮地理事） 
引き続き，藤田現会長にお願いすることで承認された． 
２．次期事務局（宮地理事） 
九州大学，杜下先生のところでお願いすることが承認された．（総務：杜下先生，庶務：有
村先生，財務：熊澤先生） 
３．会則改定　（松原理事） 
入退会，会長・理事・監事選任，会費等に関して改正提案があり，承認された． 
また，藤田会長より，現状に合わせての改定である旨の説明があった． 
４．表彰関係　（松原理事） 
松本編集委員長より，内田論文賞候補論文１件，金森奨励賞候補論文３件の推薦があったこ
とが報告され，理事及び監事に対して表彰委員の依頼のお願いがあった． 
５．編集関係　（松本編集委員長） 
電子ジャーナル vol.27 no.4を発刊した（企画特集13件，特別講演資料1件，研究論文2
件）．現在，特別講演資料1件と審査終了論文4件がある．審査中の論文は3件． 
６．新賛助会員　（宮地理事） 
　増減無し 
７． 平成23年度年次（160回）大会（原理事） 
岐阜大学，原理事の大会長で，平成23年5月28日(土)，岐阜市じゅうろくプラザにて開催．
講演は下記，3件 
特別講演：岐阜大学　野方文雄先生「健康長寿社会実現のための取り組み」． 
教育講演1：岐阜大学　永井淳先生「法医学における検査の役割：DNAの基礎からオートプ
シーイメージングまで」 
教育講演2：岐阜医療科学大学　篠原範充先生「乳癌診断における画像検査の役割～マンモ
グラフィ，超音波，MRI，生検～」 
講演会の後に，総会／受賞者記念講演を設定する予定． 
演題数によってはポスターセッションも考慮する予定． 
８．平成23年度秋季（161回）大会 
平成23年10月1日か8日を候補に，東北大学で開催希望であることが報告された．藤田会長
より関係者に打診予定（その後，諸事情で徳島大学に変更）． 
９．平成23年度春季（162回）大会 
第１候補として大阪，第２候補として岡山があがった． 
１０．平成24年度年次（163回）大会 
事務局の九州大学で開催予定． 



１１．その他 
宮地理事より，講師謝礼について，増額の提案が出され，承認された．  
松本理事より，原稿執筆の受諾を前もって確認するようにしてほしいとの依頼があり，今後
確認することとした． 



第158回理事会議事録　 
第158回・医用画像情報学会理事会議事録　 
日時：2010年10月9日（土）12：10～13：10 
場所：群馬県立県民健康科学大学 第一学習室 
出席者（敬称略・順不同）： 
　藤田広志　小寺吉衞　宮地利明　飯山清美　市川勝弘　小倉敏裕　田中利恵 
　原　武史　松原友子　松本政雄　細羽　実　小島克之 
　オブザーバ：土井邦雄　長谷川伸　津田元久 
【議事】 
１．表彰関係（宮地理事） 
　本年度の表彰選考委員長に松原理事が選出された． 
２．会則改定　（宮地理事） 
　会則改定委員長に松原理事が選出された． 
３．編集関係　（松本編集委員長） 
　電子ジャーナル vol.27 no.3（内田　勝先生追悼論文特集1件，研究論文2件）を発刊した．
現在，特別講演資料1件と審査終了論文2件がある．審査中の論文は3件．特集号「21世紀
の診断と治療に関わる画像技術，次の10年の進歩は？」vol.27 no.4は，現在初校中で10
月中に終了して発刊予定． 
４．新賛助会員　（宮地理事） 
　増減無し 
５． 平成22年度春季大会（宮地理事） 
　杜下理事が大会長で平成23年2月５日（土）に九州大学病院地区キャンパスにて 
開催．日本放射線技術学会九州部会と共催． 
６．平成23年度年次大会（宮地理事） 
　原理事が大会長で平成23年5月28日（土）にじゅうろくプラザにて開催予定． 
７．平成23年度秋季大会（宮地理事） 
　大会開催候補地として，徳島，札幌，仙台があがった． 
８．その他 
宮地理事：大学図書館から関係論文の機関リポジトリ登録許諾の問い合わせに関して，その
許可方法について． 
宮地理事：国内医学文献の抄録誌からの著者抄録の利用許諾に関して． 
藤田会長：那覇市ぶんかテンブス館にてIFMIA2011が，2011年1月18日（火），19日
（水）に開催． 
続いてメディカルイメージング連合フォーラムが同会場で開催． 
両大会別運営により，それぞれ協賛金を拠出することで了承された． 



第157回理事会議事録　 
第157回・医用画像情報学会理事会（2010年6月5日）議事録　　　　　　　 
　　　　　　　　（名古屋大学医学部保健学科　本館1階 第1会議室） 
出席者（敬称略・順不同）：藤田広志 小寺吉衞 宮地利明 市川勝弘 石田隆行　田中　弘 津
坂昌利 本田道隆 松原友子 松本政雄 小島克之 船木新壽 武村哲浩 
【議事】 
１．表彰関係（松原表彰委員）　 
内田論文賞：候補 7件，金森奨励賞：候補 8件 
選考の結果，以下の方の受賞が決定したと報告された． 
内田論文賞：寺部 充昭ら「干渉性散乱CTの基礎的なコントラスト特性の評価」 
金森奨励賞：國枝 琢也ら「脳MR画像におけるラクナ梗塞と血管周囲腔拡大の鑑別法」 
２．内田論文賞，金森奨励賞の賞金について（宮地理事） 
受賞講演をしていただく関係で交通費の負担をかけるため，増額が提案され了承された． 

３．学会賞，功績賞の規定について（宮地委員） 
現在規定がないため規定を設ける旨の提案があり，事務局で検討して次回審議すること了承
された． 
４．編集関連（松本編集委員長）　 
1) Vol. 27， 2号を6月4日に発刊した．現在，審査終了論文１件，審査中論文2件である． 
2) 特集号 
１．内田先生追悼号（Vol.２７／3号），６／１１の原稿締め切りで寄稿してもらっている
との報告があり，この原稿料の審議依頼が出された． 
3）Vol.27，4号の特集号「21世紀の診断と治療に関わる画像技術，次の10年の進歩は？」
を刊行予定で12名に原稿依頼中との報告がされ，本号の執筆者の原稿料ついて審議依頼が
出された． 
５．新賛助会員について（宮地理事） 
新賛助会員はなしとの報告があった． 
６．事業報告，決算報告，監査報告，事業計画（宮地理事） 
第１５４回～１５７回，計３回の大会を開催した． 
第１５４回（金沢大学にて）参加者：８１名　２３演題 
第１５５回（熊本大学にて）参加者：５９名　１６演題 
第１５６回　（千葉大学にて）参加者：４１名　１２演題 
その他，決算報告，監査報告，事業計画が報告された． 
－　雑収入の内訳について質問があり，宮地理事より著作権などであることが説明された．
他には，他社による雑誌購読料などがである． 
－　繰越金の今後の使途について質問が出され，特集号での出費，謝礼の引き上げなどの意
見が出された．事務局で審議し次回提案することで了承された． 
７．理事の退任（宮地理事） 
お一人の理事の退任について報告され，理事の定数に対する質問が出されたが，会則では現
状で問題ないことが確認された． 
８．平成２２年度　秋季大会（第１５８回）（宮地理事） 



群馬県立県民健康科学大学　小倉敏裕先生の大会長．日時は，平成22年１０月９日（土）．

９．平成２２年度　春季大会　（第１５９回）（宮地理事） 
大会長：九州大学　杜下淳次先生．　平成23年２月５日（土）　九州大学医学部保健学科
にて．　終了後：懇親会を開催予定 
１０．平成２３年度　年次大会（第１６０回）（宮地理事）　 
藤田会長より，岐阜大学　原　武史先生の大会長で行うことが提案され，了承された．場所
は，岐阜駅前の施設，日時は平成23年６月４日（土）か前後土曜日を予定． 
１１．その他 
1)「人間を支援する医学と工学　市民シンポジウム」の後援の報告． 
2)「生体医工学シンポジウム」の協賛の依頼の受諾の報告． 
3) 当学会が協賛してきたメディカルイメージング連合フォーラムとアジアフォーラムについ
ての，今後の運営についての報告．  
4) 松本編集委員長より，ＪＳＴＡＧＥ論文のアクセス数閲覧についての報告． 



第156回理事会議事録 
第156回・医用画像情報学会理事会（2010年2月6日）議事録　　　　　　　 
　　　　　　　　（千葉大学工学部（西千葉地区）　15号棟109教室） 
出席者（敬称略・順不同）：藤田広志 宮地利明 市川勝弘 上杉正人 小倉敏裕 佐井篤儀 田中　
弘 田中利恵 中森伸行原　武史 津坂昌利 本田道隆 松原友子 松本政雄 小島克之 
【議事】 
1. 故内田名誉会長の追悼のために黙祷が行われた． 
2. 表彰関係 
松原委員長より，2月16日締切りで内田論文賞および金森奨励賞の募集が開始されているこ
と，理事及び監事に表彰委員のお願いをすることが報告された． 
3. 編集関係 
Vol.27，1は来週中にアップロードされることが報告された． 
内容：故内田先生追悼文（藤田会長，津田名誉会員），研究論文3件，国際会議報告1件 
宮地総務理事より学会PDF公開の扱いに関して審議案件が提出された．  
藤田会長，原理事より，個人としては可で，組織としては不可という方針でよいのではない
かと意見が出され，松本編集委員長に，引き続き動向を確認してもらうことで継続事項となっ
た． 
4. 賛助会員 
賛助会員の広告更新の依頼と，新しいＰＤＦ受取りの報告があり，ホームページ更新予定が
確認された． 
5. 次回（平成２２年度年次大会，第157回） 
平成22年6月5日(土)，名古屋大 津坂昌利理事の大会長で，名古屋大学医学部保健学科で開
催されることが確認され，会場（東館4階大講義室）と理事会場（本館1階大会議室）が報
告された． 
6. 第158回（平成22年度秋季大会） 
平成22年10月9日[土]，群馬県立県民健康科学大学で，小倉敏裕理事の大会長で開催される
ことが確認され，土井邦雄学長にお願いする講演内容の要望をお願いしたいとの依頼があっ
た． 
7. 平成22年度春季大会（杜下淳次理事の大会長で九州大学にて） 
次回の理事会で日にちを決定するとの連絡があった． 
8. その他 
・宮地総務理事：理事のお一人の退任申し出の報告があった． 
・藤田会長：メディカルイメージング連合フォーラムに協賛した．（本年1月） 
・藤田会長：故内田先生の奥様からのご寄付使途について，故内田先生に関する特集号を企
画することに決定した．詳細は，松本編集委員長にコーディネートしていただくことで承認
された． 



第155回理事会議事録 
第155回・医用画像情報学会理事会 議事録　　　2009年10月3日 
　　　　　　　　（熊本大学医学部保健学科　楷樹会館 第2演習室） 
出席者（敬称略・順不同）：藤田広志 小寺吉衞 宮地利明　石田隆行 市川勝弘　上杉正人 
小倉敏裕 佐井篤儀 田中弘 田中利恵 原武史 松原友子 松本政雄 滝川　厚 小島克之 
【議事】 
1．表彰関係について 
　表彰選定委員会委員長を松原友子理事にお願いすることが承認された． 
2．編集関連について 
松本政雄編集担当理事から，Vol.26, No.3の発刊と，審査中の論文件数につての報告があっ
た．今後，計画する特集号のテーマをメール等で提案してほしいとの依頼があった． 
3．新賛助会員について 
宮地総務理事から増減なしとの報告があった． 
4．平成21年度・春季（第156回）大会について 
　宮地総務理事より，平成22年2月6日（土）に千葉大学にて三宅洋一氏の大会長で，開催
する旨の報告があった． 
5．平成22年度・年次（第157回）大会について 
　宮地総務理事より，平成22年6月5日（土）名古屋大学医学部保健学科にて津坂昌利理事
が大会長で，開催する旨の報告があった． 
6．平成22年度・秋季（第158回）大会について 
宮地総務理事より，群馬県民健康科学大学で小倉敏裕理事の大会長で，開催する旨の報告が
あった．日時は，平成22年10月2日（土）か10月9日（土）の候補日が上げられたが，10
月9日の方向で調整することが承認された． 
7. 平成22年度・春季（第159回）大会について 
九州大学の杜下淳次理事に打診することが承認された． 
8. その他 
・藤田会長より，学生会員の制度を設ける旨の提案があった．会費は無料とし，大会時の受
付名簿から拾い，入会をお願いする方法などが提案され，承認された． 
・市川庶務担当理事より，会費未納で除名された会員の再入会の事例が生じたことが報告さ
れた．同理事より再入会の規定がないため，2年分の会費納入で再入会を認める案が提案さ
れ，承認された． 
・宮地総務理事より，科学研究費補助金申請の時限付き分科細目「医学物理学・放射線技術
学」の応募に対する当学会の対応方法について審議提案がされ，事務局にてメールマガジン
などで応募を呼びかけることが承認された．  
・藤田会長より平成22年1月28,29日のMedical Imaging Forumに当学会も例年通り共催
したいとの提案があり，承認された． 
・CADの普及（薬事承認，保険点数化）について，学会として取り組むことについて，議
論がなされた．次回の千葉大での大会で講演会を企画・検討することが承認された． 
次回理事会：2010年2月6日（土）平成21年度・春季（第156回）大会時 



第154回理事会議事録 
第154回・医用画像情報学会理事会 議事録　　　2009年6月6日 
　　　　　　　　　　　　　　　（金沢大学医薬保健研究域保健学系） 
出席者（敬称略・順不同）：藤田広志，長谷川伸，小寺吉衞，宮地利明，小倉敏裕，片渕哲
朗，佐井篤儀，田中弘，田中利恵，中森伸行，武村哲浩，津坂昌利，本田道隆，松原友子，
松本政雄，杜下淳次，滝川厚，細羽実 
オブザーバ：小島克之，稲本一夫，李鎔範 
【議事】 
1．表彰関係について 
　表彰選定委員会委員長の松原友子理事から表彰者の報告があった． 
・功績賞---佐井篤儀 
・感謝状---関谷勝，李鎔範 
・内田論文賞---市川 勝弘, 原孝則, 丹羽伸次, 山口功, 大橋一也 
「CT画像におけるノイズパワースペクトル算出方法の比較評価」，第25巻2号29-34頁
2008年．（下線が授賞対象者） 
・金森奨励賞---小西達郎, 浅井義行, 上村正信, 山田浩司, 松本政雄 
「被写体物質の違いに起因するX線CT画像コントラストの管電圧依存性の変化」，第25巻
4号90-95頁2008年．（下線が授賞対象者） 
2．編集関連について 
　松本政雄編集担当理事から以下の報告があった． 
・第25巻2，3，4号と第26巻1号を発行． 
・第26巻2,3,4号,第27巻1号を発行予定． 
3．新賛助会員について 
　宮地利明総務理事から賛助会員の入退会状況の説明があった． 
4．平成20年度会計の決算及び平成21年度予算案について 
　最初に本報告事項は，総会の報告を含めて今後プロジェクターで行うことが承認された． 
　宮地利明総務理事から平成20年度事業報告，田中利恵財務担当理事から決算報告，滝川
厚監事と細羽実監事から監査報告があり，承認された．次に，宮地利明総務理事から平成21
年度事業計画，田中利恵財務担当理事から平成21年度予算案が出され，承認された． 
5．平成21年度・秋季（第155回）大会について 
　熊本大学の桂川茂彦氏が大会長で，2009年10月3日（土）に熊本大学医学部楷樹会館に
おいて開催する旨の報告があった． 
6．平成21年度・春季（第156回）大会について 
　千葉大学の三宅洋一氏が大会長で，2010年2月上旬に千葉大学において開催することが
決定した． 
7．平成22年度・年次（第157回）大会について 
　名古屋大学の津坂昌利氏が大会長で，2010年6月5日（土）に名古屋大学医学部保健学科
において開催することが決定した． 
8．その他 
1）稲津博氏と小島克之氏の名誉会員の選出について総会に諮る旨の報告が宮地利明総務理
事からあった（その後，総会で承認）． 



2）バイオメディカルイメージング連合フォーラムが2010年1月28日，29日（予定）に沖
縄で開催され，本学会も共催する旨の報告が藤田広志学会長からあった． 
次回理事会：2009年10月3日（土）平成21年度・秋季（第155回）大会時 



第153回理事会議事録 
医用画像情報学会第153回理事会議事録 
平成21年1月24日(土）12：10～13：10　京都キャンパスプラザ 
　　　　　　　　　　 大会長：細羽　実，小田敍弘（京都医療科学大学） 
出席者（敬称略，順不同）：藤田広志（岐阜大学），宮地利明（金沢大学），市川勝弘（金
沢大学），遠藤登喜子（名古屋医療センター），小倉敏裕（群馬県立県民健康科学大学），
河野和宏（島津製作所），田中　弘（富士フイルム），田中利恵（金沢大学），中森伸行（京
都工芸繊維大学），武村哲浩（金沢大学），津坂昌利（名古屋大学），松本政雄（大阪大
学），杜下淳次（九州大学），滝川　厚（県立広島大学），細羽　実（京都医療科学大学），
小田敍弘（京都医療科学大学，オブザーバー）小島克之（浜松大学，オブザーバー） 
１．表彰関係（松原表彰選考委員長） 
功労賞1名，感謝状を2名の推薦があり，名誉会員2名の承認がされた．1名の顧問就任につ
き本人了解の報告があった． 
２．編集関連（松本編集委員長） 
Vol 25，No.４を発刊の報告．No.5を2月に発刊予定である．J-stageの認証の関係で，論
文PDFのダウンロードがうまくいかない現象ありとの報告があった． 
３．賛助会員（宮地総務理事） 
新賛助会員１社の報告があった． 
４．大会開催について（宮地総務理事） 
平成21年度年次大会（第154回）：６月６日（土）金沢大学医薬保健研究域（医学部保健
学科）の確認． 
平成21年度秋季大会（第155回）：10月3日（土），熊本大学山崎記念会館（大会長：桂
川茂彦先生）の確認． 
平成21年度春季大会：2010年1月または2月に関東方面での開催を検討する． 
平成22年度年次総会：名古屋大学（大会長：津坂昌利先生）での開催として了承された． 
平成22年度秋季大会：群馬県立県民健康科学大学という方向性が了承された． 
５．その他 
会長より，医用画像に関するアジア国際フォーラム（２年に一度開催）の台湾での開催（1
月19日（月）～21日（水））の報告．次回は再来年（平成23年），日本が主催で（沖縄で
開催する予定）で，当学会も協賛する等の説明があった． 
以上 



第152回理事会議事録 
第152回・医用画像情報学会理事会 議事録　　　2008年10月4日 
　　　　　　　　　　　　　　（広島国際大学　国際教育センター） 
出席者（敬称略・順不同）：藤田広志，宮地利明，飯山清美，石田隆行，上杉正人，小倉敏
裕，片渕哲朗，田中弘，田中利恵，中森伸行，松原友子，松本政雄，滝川厚，細羽実 
【議事】 
1．役員の紹介 
　藤田広志会長の挨拶後，各役員の自己紹介を行った．併せて新旧役員リストも配布． 
2．表彰関係について 
　表彰規定に従って，表彰選定委員会委員長に松原友子理事が選出された． 
3．編集関連について 
1）松本政雄編集担当理事から，10月3日に発刊した電子ジャーナル（25(3)）および審査
中の論文（6件）に関しての報告があった（資料配付）． 
2）原稿執筆要項変更（別刷り代金および投稿先の変更）の報告があった． 
4．新賛助会員について 
　宮地利明総務理事から賛助会員の入退会状況の説明があった（資料配付）． 
5．平成20年度・春季（第153回）大会について 
　京都医療科学大学の小田敍弘氏と細羽実監事が大会長で，2009年1月24日（土）に京都
キャンパスプラザにおいて開催する旨の報告があった． 
6．平成21年度・年次（第154回）大会について 
　宮地利明理事が大会長で，2009年6月6日（土）に金沢大学医薬保健研究域保健学系にお
いて開催することが決定した． 
7．平成21年度・秋季（第155回）大会について 
　熊本大学の桂川茂彦氏が大会長で，2009年10月3日（土）または10月10日（土）に熊
本大学医学部において開催することが決定した． 
8．その他 
1）小寺吉衞前会長を顧問に委嘱することが決定した． 
2）藤田会長から協賛するIFMIA2009（台湾）の説明があった． 
次回理事会：2009年1月24日（土）平成20年度・春季（第153回）大会時 



第151回理事会議事録 
日時：平成20年5月31日（土）12:10～13:10 
会場：じゅうろくプラザ  
住所：〒500-8856　岐阜市橋本町1丁目10番地11号 
出席者（50音順）：内田，遠藤，小倉，片渕，河野，小島，佐井，真田，関谷，滝川，弦
巻，中森，長谷川，原，藤田，本田（道），松原，松本，杜下，李 
次期事務局（50音順）：田中，宮地 
オブザーバー（50音順）：稲本，小寺，津田，本田（凡） 
議事内容 
（１）受賞について次年度より表彰規定第8条を徹底することとした． 
　　　・受賞候補者が非会員の場合は入会を薦める． 
　　　・非会員の受賞候補者が表彰式までに未入会の場合は受賞に該当しないとする． 
（２）外注化による諸経費の上乗せにより，別刷代を増額することが承認された． 
　　　・旧：50部以上の場合，50部ごとに2000円追加 
　　　・新：50部以上の場合，50部ごとに5000円追加 
（３）次の条件の賛助会員の入会が承認された． 
　　　ただし，リンク先を２つ希望の場合は２口以上で入会してもらうこととした． 
　　　・海外送金で会費を入金する 
　　　・学会ウェブからのリンク名を社名ではなくサービス名で行う 
　　　・学会ウェブからのリンク先を２つ希望する 
（４）平成19年度の決算報告および平成20年度の予算案が承認された． 
（５）現藤田会長を次期会長候補として総会で推薦することとした． 
（６）新役員人事は次期会長に一任する案を総会で諮ることとした． 
（７）平成20年度秋季（第152回）大会の準備状況について確認を行った． 
　　（日時：10月4日，会場：広島国際大学国際教育センター） 
（８）平成20年度春季（第153回）大会は，京都または名古屋で開催する予定とした． 
（９）平成21年度年次（第154回）大会は，金沢で開催する予定とした． 
（10）第155回大会と第156回大会は福岡と仙台のいずれかで開催する予定とした． 
（11）会費の未納者に対して，会則の細則第2条を徹底することとした． 
（12）国立国会図書館が行う学会ウェブ情報の収集・保存・提供を許諾することが承認さ
れた． 
（13）第151回大会の大会長の片渕理事より開催経過が報告された． 



第150回理事会議事録 
日時：平成20年2月9日（土）11:40～12:50 
会場：コミュニティープラザ大阪 5階　和室  
住所：〒553-0003　大阪市福島区福島3-1-73 
出席者（50音順）：飯山，小島，佐井，関谷，滝川，中森，長谷川，原，藤田，船木，細
羽，本田（道），松原，松本，杜下，李 
オブザーバー（50音順）：石田，市川，田中，本田（凡），宮地 
議題 
（１）松原表彰委員長より論文賞の候補推薦件数（内田論文賞候補推薦1件，金森奨励賞候
補推薦1件）が報告され，例年通り理事と監事で構成する表彰選考委員会で投票決議するこ
ととした． 
（２）電子ジャーナルのパスワード制は平成20年度から実質的に施行することとした． 
（３）平成20年度年次（第151回）大会は，岐阜市の「じゅうろくプラザ」で開催する予
定とした．開催日は会場の都合上，5月24日，5月31日，6月8日のいずれかを予定し，決
定は藤田会長に一任することとした． 
（４）平成20年度秋季（第152回）大会は，広島国際大学の石田隆行先生に世話人をお願
いすることとし（県立広島大学の滝川先生と相談しながら），準備状況が世話人により報告
された．（日時：2008年10月4日または2008年10月11日，会場：広島国際大学国際教育
センター） 
（５）平成20年度春季（第153回）大会については，次回理事会で決定することとした． 
（６）次期の事務局は，金沢大学（宮地先生，市川先生，田中先生）に依頼することが承認
された． 
（７）会費請求に対してレスポンスのない賛助会員について，入会時の窓口となった理事か
ら改めて連絡をとることとした． 
（８）第27回日本医用画像工学会大会（2008.8.5-6，法政大学）に協賛することが承認さ
れた． 
（９）メディカルイメージング連合フォーラムがアジアに拡大して開かれるAsian Forum 
on Medical Imaging 2009 （2009.1.19-21，台湾）に共催することが承認された． 



第149回理事会議事録 
日時：平成19年10月6日（土）11:40～12:50 
会場：九州大学医学系キャンパス内　総合研究棟2階　ITルーム 
住所：〒812-8582　福岡市東区馬出3-1-1 
出席者（50音順）：飯山，小倉，片渕，小島，佐井，関谷，滝川，弦巻，原，藤田，細羽，
本田（道），松原，松本，杜下，李 
オブザーバー：本田（凡） 
議題 
（１）最後の紙面版学会雑誌であるCT画像特集号（Vol.24,No.2）は2007年10月15日に
発刊する予定とした． 
（２）学会会誌のデジタル目次データ作成のための人件費および消耗品費の支出が承認され
た． 
（３）事務局外注化について，㈲クァンタムと正式に契約を交わし，初期費用および今年度
前期分の費用を支払ったことが報告された． 
（４）学会専用ウェブ・メールサーバの設置について進捗状況が報告された． 
（５）平成19年度春季（第150回）大会の準備状況が世話人の松本理事によって報告され，
会場費の支出について承認された（日時：2008年2月9日（土），会場：コミュニティプラ
ザ大阪3Fホール）． 
（６）平成19年度春季（第150回）大会の特別講演は，150回大会を記念して長谷川名誉
顧問に依頼する予定とした． 
（７）平成19年度春季（第150回）大会の記念品として学会雑誌へ掲載された過去の論文
をDVDで出席者に配布することとし，そのための費用の支出が承認された． 
（８）平成20年度年次（第151回）大会の準備状況が世話人の片渕理事によって報告され
た（日時：2008年6月7日（土），場所：未定）． 
（９）平成20年度秋季（第152回）大会の開催候補地について意見交換を行い，次回理事
会で確定することとした． 
（１０）2008年1月25-26日に那覇市ぶんかテンブス館で開催されるメディカルイメージ
ング連合フォーラムに共催することが承認された． 
（１１）ニュースレター発行について内容，費用，時期などについて議論し，次回理事会で
発行方針を確定することとした． 



第148回理事会議事録 
日時：平成19年6月2日（土）12:00～13:00 
会場：名古屋大学医学部保健学科大講義室（東館4階） 
住所：〒467-8673名古屋市東区大幸南1-1-20 
出席者（50音順）：飯山，内田，小倉，片渕，木戸，小島，佐井，志村，関谷，滝川，弦
巻，中森，長谷川，原，藤田，細羽，本田，松原，松本，杜下，李 
オブザーバー：小寺，津田 
議題 
（１）松原表彰選考委員長から先の表彰選考委員会で確定した内田論文賞および金森奨励賞
の受賞論文について報告があり，受賞が承認された． 
（２）平成18年度の決算報告および平成19年度の予算案が承認された． 
（３）平成20年度から紙面版の会誌を完全廃止し，それに伴い，学会ニュースレター（仮）
を発行することが承認された． 
（４）電子ジャーナルの閲覧について，最新１年間の論文はパスワード制限によって本会員
のみに閲覧を許可し，掲載後１年以上を経た論文は学会ウェブ上でフリーで公開することと
した． 
（５）論文著作権について，大学リポジトリや著者個人のウェブでの論文公開は許可する方
針とした． 
（６）RII研究会時代の会誌のPDF化の進捗状況が原編集委員長より報告され，平成19年度
内に完了することとした． 
（７）平成19年度より有限会社クァンタムに事務局業務の一部を外注化することが承認さ
れた． 
（８）学会専用ウェブ・メールサーバの設置を進めることが承認された． 
（９）宛先不明となった会員の未納分の会費請求案内を，学会ウェブ上で告知することとし
た． 
（１０）会則の細則第７条の改正が承認された． 
（１１）原幸浩理事から鈴木輝子氏への理事の交代が承認された． 
（１２）平成19年度秋季（第149回）大会の準備状況が世話人の杜下理事によって報告さ
れた． 
　　　　（日時：2007年10月6日（土），会場：九州大学） 
　　　　日本放射線技術学会九州部会の協賛の可能性が提議された． 
（１３）平成19年度春季（第150回）大会の準備状況が世話人の松本理事によって報告さ
れた． 
　　　　（日時：2008年2月9日（土），会場：中之島センター（仮）） 
　　　　会場は収容人数の関係から再検討することとした． 
（１４）平成20年度年次（第151回）大会は片渕理事を世話人として岐阜で開催すること
とした． 
（１５）次の4件について意見交換が行われた． 
　　　　・個人情報の取り扱いについて 
　　　　・賛助会員のウェブ専用の広告について 
　　　　・会費入金口座の整理について 



　　　　・平成20年度秋季（第152回）大会の開催地について 



第147回理事会議事録 
日　時：平成19年2月3日　12:00～13:00 
会　場：あべのメディックス　6階ホール 
住　所：〒545-0051　大阪市阿倍野区旭町1-2-7 
出席者（50音順）：飯山，小倉，河野，小島，佐井，真田，関谷，滝川，弦巻，中森，原，
藤田，船木，細羽，本田，松原，松本，杜下，李 
オブザーバー：市川，畑川 
議題 
（１）ＲＩＩ研究会時代の会誌のＰＤＦ化を今年３月ごろ実施することとした（担当：原編
集委員長）． 
（２）ＣＴ特集号の進捗状況が示された． 
　　　ゲストエディタ：市川先生（金沢大） 
　　　論　　　　　文：特集号論文としての投稿１件，一般論文としての投稿７件 
　　　寄　　　　　稿：９社に依頼済 
（３）各賞の候補推薦件数について松原表彰委員長より報告があり，例年通り理事と監事で
構成する表彰選考委員会で投票決議することとした． 
　　　内田論文賞候補：推薦１件 
　　　金森奨励賞候補：推薦２件＋昨年度の次点候補の１件 
　　　功 績 賞 候 補：推薦２件 
（４）平成１９年度年次（第１４８回）大会について，準備状況の確認を行った． 
　　　（６月２日に名古屋で開催，世話人は小寺前会長） 
（５）平成１９年度秋季（第１４９回）大会について，準備状況の確認を行った． 
　　　（１０月６日に福岡で開催，世話人は杜下理事） 
（６）平成１９年度春季（第１５０回）大会は，松本理事を世話人として２月９日（仮）に
大阪で開催することとした． 
（７）平成２０年度年次（第１５１回）大会は，岐阜で開催することを仮決定した． 
（８）研究発表申込時の抄録は不要とすることとした． 
（９）事務局の外注化について，平成１９年度の会費請求からクアンタムに委託することと
した． 
（１０）今後の学会の在り方について，大会の回数は現状維持の年３回とすることとした． 
（１１）その他　 
　１．次の３件が承認された． 
　　　・電子情報通信学会ＭＩ研（アジアンフォーラム）に協賛金（１万円）を支出する． 
　　　・今後も同アジアンフォーラムに賛助する． 
　　　・ＪＡＭＩＴ開催（H19.7）に協賛する． 
　２．次々特集号（平成２０年度）から，年１回の紙面雑誌発行を廃止する予定であること
が原編集委員長より提案された．紙面雑誌発行の廃止に伴う賛助会員広告の取り扱い方につ
いて今後議論をしたい． 



第146回理事会議事録 
日時：　平成18年10月3日　11:40～12:50 
場所：　第一製薬株式会社本社（本社別館）１階 
住所：　〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8 本社別館１階 
出席者（50音順）：飯山，遠藤，小倉，片渕，小島，佐井，関谷，弦巻，中森，長谷川，
原，藤田，船木，細羽，本田，松原，松本，李 
議題 
（１）小島理事，原編集委員長より学会雑誌バックナンバーのＰＤＦをホームページ上に公
開したことが報告された． 
　　　ＲＩＩ研究会時代の会誌もＰＤＦ化することとした（担当：原編集委員長）． 
（２）今年の学会雑誌はNo.5まで発刊予定であること，そして，来年は金沢大学の市川先
生をゲストエディタとしてＣＴ特集号を予定していることが，原編集委員長より報告された．

（３）内田論文賞，金森奨励賞の募集を開始し，表彰選考委員長は松原理事にお願いした． 
（４）平成１８年度春季（第１４７回）大会について，準備状況の確認を行った． 
（５）平成１９年度年次（第１４８回）大会について，予定の確認を行った． 
（６）平成１９年度秋季（第１４９回）大会について，杜下理事を世話人として平成１９年
１０月６日（土）に九州で開催することとした． 
（７）内田基金，金森基金は，現在事務局の管理下にあり，学会名義の通帳に短期間定期で
預金されていることが報告された． 
（８）事務局の外注化の進捗状況について原理事より報告された． 
（９）今後の学会の在り方について藤田会長から提議があり，次回の理事会でより詳しく議
論することとした． 
（１０）Vol.23, No.3の一部掲載論文について，投稿者の事情を考慮し（海外からの投稿），
特別に投稿費を無料とすることが承認された． 
（１１）画像通信（日本放射線技術学会画像分科会）への当学会の紹介記事寄稿は事務局が
行うこととした． 



第145回理事会議事録 
日時：　平成18年6月3日　12:10～13:20 
場所：　新潟大学医学部　有壬記念館 
住所：　〒951-8510 新潟市旭町通1-757 
出席者（50音順）：内田，小倉，片渕，河野，小島，佐井，真田，関谷，滝川，弦巻，中
森，長谷川，原，藤田，船木，杜下，李 
オブザーバー：小寺，畑川 
議題 
（１）小島理事（表彰選考委員長代行）から先の表彰選考委員会で確定した内田論文賞およ
び金森奨励賞の受賞論文について報告があり，受賞が承認された． 
（２）総会資料に基づき，表彰規定（別表第１）の改正が承認された． 
（３）内田基金と金森基金満期に伴い，今後は事務局で基金の管理を行うこととした． 
　　 満期後は，事務局交代と連動するように，短期間定期で預金することとした． 
（４）次の特集号企画は，ＣＴ関連を予定していることが原編集委員長より報告された． 
　　 来年度からの紙面雑誌の発行時期の変更（総会資料を掲載できるように６月総会終了
後に発行）を事務局で検討することとした． 
（５）小林修二理事から原幸浩氏への理事の交代が承認された． 
（６）平成１８年度・秋季（第１４６回）大会の準備状況が世話人の小倉理事により報告さ
れた． 
　　 複数団体の協賛の可能性が提議され，承認された． 
（７）平成１８年度・春季（第１４７回）大会は，岸本健治先生（大阪市大病院）を世話人
とし，平成１９年２月３日にあべのメディックス（大阪市内）で開催することとした． 
（８）平成１９年度・年次（第１４８回）大会は，小寺吉衞前会長（名古屋大）を世話人と
し，名古屋で開催することとした． 
　　 開催日は平成１９年６月２日（土）に仮決定した． 
（９）再来年（２００８年）以降の春季大会の開催時期について議論され，現状維持するこ
ととした（２月中開催）． 
（１０）藤田会長から賛助会員数について報告された． 
（１１）事務局外注化の現況について藤田会長および原編集委員長から報告があり，詳細な
決定事項の承認は事務局に一任することとした． 
（１２）総会資料に基づき，２００５年度の決算報告について承認された． 
　　　 総会資料に基づき，２００６年度の予算案について承認された． 
（１３）『多次元医用画像の知的支援診断』国際シンポジウムへの協賛が承認された． 



第144回理事会議事録 
日時：　平成18年2月4日　12:10～13:20 
場所：　京都キャンパスプラザ 
住所：　〒600-8216　京都市下京区西洞院通塩小路下ル 
出席者（50音順）：　飯山，遠藤，小倉，河野，小島，佐井，真田，関谷，滝川，中森，
原，藤田，本田，松原，松本，李 
議題： 
（１）平成１８年度・年次（第１４５回）大会は，平成１８年６月３日に有壬記念会館（新
潟市内）で開催することとした． 
　　　新潟県放射線技師会の協賛が承認された． 
（２）平成１８年度・秋季（第１４６回）大会は，平成１８年１０月７日に第一製薬本社別
館（東京都内）で開催することとした． 
（３）平成１８年度・春季（第１４７回）大会は，大阪で開催する予定とした． 
（４）内田論文賞および金森奨励賞の選考委員会は，理事と監事で構成することとした． 
　　　内田論文賞には，推薦２件と昨年度の次点候補の計３件の候補があった． 
　　　金森奨励賞には，推薦２件の候補があった． 
（５）紙面・電子ジャーナルともに，今まで発刊した紙面誌に継続した通番のVolとNoをつ
けることとした． 
　　　ただし，紙面に電子ジャーナルにも掲載した原稿を記載する場合には，電子ジャーナ
ルの方にオリジナリティがあると考え，紙面には必ず電子ジャーナルに掲載してある，旨を
示すこととした． 
（６）個人会員並びに賛助会員が年度途中で入会し，会費が１月～３月間に納入された場合
は，次年度の会費として取り扱うこととした． 
（７）その他 
　　　メールマガジン登録者を増やすための取り組みを行うこととした． 
　　　次次年度から電子ジャーナルのパスワード制を導入することした． 
　　　非賛助会員の広告費は，賛助会員費に準じた金額にすることとした． 
　　　紙面雑誌の定価は，ページ数に応じて決定することとした（５月発刊予定の乳房特集
号は7,000円に設定した）． 
　　　画像通信へ当学会の紹介記事を掲載することが了承された． 
　　　発表演題の抄録の扱いについて話し合われた． 
　　　学会としての対外的な活動（シンポジウム開催等）について話し合われた． 



第143回理事会議事録 
日　時：2005年10月15日（土）11:30～13:00 
会　場：田辺製薬株式会社　東京事業所内　ホール（7階） 
住　所：〒102-8355　東京都千代田区三番町26番地 
出席者（50音順）：飯山，奥村，小倉，片渕，小島，佐井，真田，関谷，滝川，弦巻，中
森，長谷川（伸），原，藤田，船木，細羽，本田（道），松本，杜下，李 
オブザーバー：本田（凡） 
会長の挨拶： 
理事の自己紹介： 
議題： 
　（１）平成17年度・春季（第144回）大会について準備状況の確認を行った． 
　（２）平成18年度・年次（第145回）大会は，新潟で開催することとした． 
　（３）平成18年度・秋季（第146回）大会は，東京周辺で開催することとした． 
　（４）平成18年度・春季（第147回）大会の開催場所等について意見交換を行った． 
　（５）電子版雑誌の発刊にむけて，新しい投稿規定が提案され，承認された． 
　（６）メールマガジンを運用実施することにした． 
　（７）事務局の仕事を一部外注化することとした． 
　（８）マンモ特集号を2006年5月に発刊することとした． 
　（９）内田論文賞および金森奨励賞の募集について確認が行われた． 
　　　　学会賞，功績賞，名誉会員への推薦があり，それぞれ承認された． 
　（１０）賛助会員の新規勧誘や団体による学会雑誌定期購読等について話し合われた． 



第142回理事会議事録 
日　時：　2005年6月4日（土）12時35分～13時30分 
会　場：　岐阜大学医学部附属病院　２階レストラン「ファイン」 
住　所：　〒501-1194　岐阜市柳戸１－１ 
出席者（５０音順）： 
飯山，内田，河野，小島，小寺，佐井，真田（茂） 
中森，長谷川，畑川，原，藤田，細羽，本田 
松原，山田（明海大学） 
議　題： 
１．事業報告，事業計画，予算について 
・総会資料に基づき，平成１６年度事業報告，決算報告について了承された 
・総会資料に基づき，平成１７年度事業計画，予算案について了承された 
・平成１７年度春季大会について，平成１８年２月４日（土曜日）に行うこととした． 
　場所は，キャンパスプラザ（京都駅前）を予定し，中森理事に一任した． 
　また，特別講演について，滋賀医科大の先生に依頼することとした． 
・今後３年間を使って，過去の会誌のＤＶＤ／ＣＤ化について，小島理事が担当のもと，企
画することとした． 
・総会資料に基づき，会則変更について了承した． 
２．人事について 
・会長：藤田広志（岐阜大学），総務理事：佐井篤儀（新潟大学），編集：原 武史（岐阜
大学）の体制で行う． 
・総会資料に基づき，新しい理事について了承した． 
・常務理事は会長が指名することとした． 
（理事） 
　飯山清美（コニカミノルタエムジー），遠藤登喜子（名古屋医療センター） 
　奥村泰彦（明海大学），小倉敏裕（群馬県立県民健康科学大） 
　片渕哲朗（国立循環器病センター），木戸尚治（山口大学），河野和宏（島津製作所） 
　小島克之（浜松大），小林修二（コダック），真田　茂（金沢大学） 
　志村一男（富士写真フイルム），関谷　勝（新潟大学），弦巻正樹（中条中央病院） 
　中森伸行（京都工繊大），原　武史（岐阜大学），船木新壽（GE横河メディカルシステ
ム） 
　本田道隆（高松高専），松原友子（名古屋文理大），松本政雄（大阪大）， 
　杜下淳次（九州大），李　鎔範（新潟大学）　 
（監事） 
　滝川　厚（県立広島大学），細羽　実（京都医療技術短大） 
３．次の特集号について 
・ＭＲ／ＣＴ関連，マンモ関連から，会長，編集委員長が判断することとした


