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第１回 核医学診療推進国民会議会員総会 

次第 

 

【日時】 2018 年 9 月 14 日 （金） 16：00～18：00 

【場所】 公益社団法人日本アイソトープ協会 第３会議室 

【次第】 

１．開会挨拶 

２．報告事項： 

１）会員管理状況 

２）現在までの活動報告 

３）2018 年度事業計画 

４）ホームページでの情報提供 

３．審議事項： 

第１号議案：会則及び細則の改定について 

４．本会議に関連した日本核医学会の活動について 

５．閉会挨拶 

 

以上 
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2017 年度事業報告書 

（2017 年 9 月 1 日から 2018 年 8 月 31 日まで） 

 

核医学診療推進国民会議 

 

１ 事業実施の概要 

当国民会議の認知度を高めるための広報活動を積極的に行い、当国民会議の活動に参画する会員

の数を増やした。 

ロビー活動を中心に、これまでに提出した核医学診療を推進するための政策提言のフォローアッ

プを行った。また、追加の政策提言や次の提言に必要な核医学診療の実状把握に努め、情報を共有

した。 

啓発活動として、学会やフォーラム等で絹谷会長、眞島副会長、大井副会長による講演、メディ

ア向けインタビュー対応および説明会を開催した。議員・メディアへの説明用のリーフレットおよ

び一般向けのパンフレットを作成・配布し、ホームページでも内容を公開した。また、ホームペー

ジを通じて活動状況や核医学診療に関する情報について適宜発信している。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 政策提言に関する活動 

①要望書の提出 

2017 年 12 月 1 日に「神経内分泌腫瘍に対する核医学治療薬 Lutetium (177Lu) Oxodotreotide の早期

国内導入に関する要望書」を厚生労働省医薬・生活衛生局長宛に提出した。 

2018 年 5 月 14 日に本要望書に関して絹谷会長、眞島副会長、大井副会長が医薬品審査管理課を

訪問し、意見交換を行った。 

②国会議員への情報提供 

上記要望書の早期実現、核医学診療の推進を目指し、国会議員へ現状を説明し、今後の協力要請

を行った。 

2017 年 12 月 7 日に絹谷会長、眞島副会長、大井副会長が冨岡勉国会議員を訪問。 

2017 年 12 月 20 日に絹谷会長が自見はなこ国会議員を訪問。 

 

(2)患者のアンメットニーズの調査・把握に関する活動 

日本核医学会のワーキンググループや委員会で行っている患者のアンメットニーズに関する調査

活動に協力した。 

 

(3)啓発・広報活動 

①活動状況の公開 

ホームページを通じて、活動状況を適宜公開した。 
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  ②マスメディアに対する活動 

2018 年 2 月 23 日に専門記者向けの説明会を行った。NHK、毎日新聞などから 4 名の参加があった。 

2018 年 5 月 14 日に、厚労記者クラブ加入者向けの記者会見を行った。毎日新聞、朝日新聞、産経

新聞、日経新聞、共同通信、時事通信、薬事日報などから 10 名の参加があった。 

絹谷会長が 2018 年 4 月 12 日（木）に医薬経済社のインタビューに応じた。また、北陸放送の研究

紹介番組「ココカラ」にて当会の活動について紹介した（2018 年 8 月 22 日放映）。 

③シンポジウム・市民講座の開催 

  2017 年 10 月 6 日、日本核医学会学術総会中の特別シンポジウム「内用療法の国内開発のために」

に絹谷会長が座長として参加、眞島副会長・大井副会長が講演を行った。 

2018 年 5 月 13 日、日本核医学会春季大会中の特別講演会にて大井副会長が講演を行った。 

④一般向けパンフレット等の作成 

2018 年 2 月に内用療法を取り巻く状況と今後の課題を記載した三つ折りリーフレット「核医学治

療（RI 内用療法）－がん撲滅にむけて－」を作成した。 

2018 年 8 月に内用療法を中心とした医療放射線について解説した一般向けのパンフレット「人と

放射線のかかわり」を作成し、配布を開始した。 

 

(4)核医学診療推進コミュニティの形成活動 

①会員数（2018 年 8 月 31 日時点） 

正会員：66 名、一般会員：80 名、賛助会員：8 社１名 

②会員登録の促進 

絹谷会長が参加した学会やイベント等において広報活動を積極的に行った（別表参照）。 

2017 年 9 月 9 日のペイシェントアクティブフォーラムにて、日本アイソトープ協会および賛助会

員であるバイエル薬品株式会社のブースにおいてチラシを配布し、活動内容を広めた。その結果、

当国民会議の活動に参画する会員の数を増やした。 

 

(5)その他 

①ホームページ・会員の運営管理 

ホームページの運営（最新情報のアップ、保守作業等）及び会員管理（会員情報の管理、会費の

徴収等）を行った。また、Facebook および Twitter アカウントを開設し、まずは HP と連動した形で

の情報提供を開始した。 

②会員総会の開催 

   2017 年 10 月 6 日にパシフィコ横浜国際会議場にて通常会員総会を開催した。総出席者数 43 名（う

ち正会員出席者数 20 名）であった。 

③理事会・会合の開催 

   2018 年 5 月 13 日に虎ノ門ヒルズフォーラムにて会合を開催した。参加者は 20 名であった。 

2018 年 8 月 14 日から 21 日にかけて、メールにて理事会を開催した。 

 

以上 
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別表 

日時 イベント名 

2017/9/2 日本頭頸部外科学会教育セミナー 

2017/9/9 日本医学放射線学会 秋季臨床大会 

2017/9/25 Zevalin WEB セミナー 

2017/10/7 日本核医学会・アジアオセアニア核医学会合同シンポジウム 

2017/10/13 北日本放射線腫瘍学会研究会 

2017/12/8 IAEA ワークショップ 

201712/16  LENVIMA 甲状腺癌セミナー @ 静岡 

2018/1/12 岐阜放射線医学セミナー 

2018/1/28 日本放射線科専門医会ミッドウインターセミナー 

2018/3/16 RISE2018 

2018/3/24 第 3 回 Thyroid cancer meet the expert in Kanagawa 

2018/3/26  アイソトープ薬学研究会 

2018/4/27 日本内分泌学会 

2018/5/13 日本核医学会春季大会 

2018/7/14 Xofigo 発売 2 周年記念講演会 

2018/7/21 北國新聞社「北國健康生きがい支援事業」市民公開講座 

2018/7/27 GU Cancer Forum 

2018/8/25 日本内分泌学会中国地方会 
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（単位：円）

科　　目 備　    考

Ⅰ　経常収入

１　受取会費

正会員受取会費 198,000 3,000×66人

賛助会員受取会費 1,150,000 50,000×23口(8社1人)

受取会費計 1,348,000

２　受取寄付金

寄付金 0

3　雑収入

受取利子 5

経常収入計 1,348,005

Ⅱ　経常費用

１　事業費

普及啓発事業 669,864

２　管理費

通信運搬費 21,251

旅費・交通費 126,080

消耗品費 13,327

雑費 2,592

管理費計 163,250

経常費用計 833,114

当期正味財産増減額 514,891

前期繰越正味財産額 71,000

次期繰越正味財産額 585,891

（単位：円）

科　　目 備　    考

Ⅰ　資産の部

現金預金 324,233

未収金 12,000 3,000×4人

棚卸資産 251,658 切手、パンフレット

資産合計 587,891

Ⅱ　負債の部

預り金 2,000 正会員年会費の過納分

負債合計 2,000

Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産額 71,000

当期正味財産増減額 514,891

正味財産合計 585,891

負債及び正味財産合計 587,891

金　　額

金　　額

活動計算書

貸借対照表（2018年8月31日現在）

核医学診療推進国民会議

2017年度決算報告書（2017年9月1日から2018年8月31日まで）
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2018 年度事業計画書 

（2018 年 9 月 1 日から 2019 年 8 月 31 日まで） 

 

核医学診療推進国民会議 

 

１ 事業実施の方針 

2018 年度も引き続き、当会議の活動に参画する会員数の増加を目指すこととするが、今後は特に

患者側からの参画を促し、意見を募ることができるよう努める。 

ロビー活動を中心に、これまでに提出した核医学診療を推進するための政策提言のフォローアッ

プを行う。また、追加の政策提言や次の提言に必要な核医学診療の実状把握に努め、行政の動向な

ど、政策提言活動の成果についても随時情報を共有する。 

啓発にむけた具体的な活動として、一般向けのラジオ公開講座、シンポジウム等を開催する。ま

た、パンフレット等を作成し配布、ホームページ上での公開を行う。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 政策提言に関する活動 

①要望書の提出 

厚生労働省及び原子力規制庁など関係省庁に対して、核医学診療の推進に向けた要望書を提出す

る。また必要に応じ、フォローアップとして各省庁を訪問し、要望書に関して状況確認や意見交換

を行う。 

②ロビー活動 

 要望書の実現を目指し、マスメディア向けの説明会や国会議員への説明の機会を設ける、ドアノ

ックキャンペーンなどのロビー活動を行う。 

 

(2)患者のアンメットニーズの調査・把握に関する活動 

日本核医学会のワーキンググループや委員会活動に協力し、患者視点での意見反映に努める。 

 

(3)啓発・広報活動 

①活動状況の公開 

ホームページを通じて、活動状況や成果物を適宜公開する。 

②シンポジウム・市民講座の開催 

一般向けのラジオ公開講座を開催する。そのほか、学会等のイベントに合わせてシンポジウムや

市民講座を開催する。 

③一般向けコンテンツの作成 

医療放射線について解説した一般向けのパンフレット「人と放射線のかかわり」を学会等のイベ

ントや賛助会員企業を通じて配布する。また、内容についてホームページ上でも公開する。各専門
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機関等のホームページに掲載されている核医学診療の情報を調査・整理し、一般目線でわかりやす

い形にまとめて FAQ を作成する。 

 

(4)核医学診療推進コミュニティの形成活動 

①会員登録の促進 

学会やイベント等において広報活動を行い、当会議の活動に参画する会員の数を増やす。特に患

者会イベントや一般向けセミナーなどの機会における広報活動を積極的に行い、患者側からの参画

を促し、意見を募ることができるようにする。 

 

(5)その他 

①ホームページ・会員の運営管理 

ホームページの運営（最新情報のアップ、保守作業等）及び会員管理（会員情報の管理、会費の

徴収等）を行う。 

②会員総会の開催 

2018 年 9 月 14 日に 2018 年度 第 1 回会員総会を開催する。そのほか、必要に応じて会員総会を

開催する。 

③理事会・会合の開催 

   それぞれ年に 2 回程度開催する。 

 

以上 
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科　　目 備　    考

Ⅰ　経常収入

１　受取会費

正会員受取会費 210,000 3,000×70人

賛助会員受取会費 400,000 50,000×8口

特別賛助会員受取会費 1,500,000 500,000×3口

受取会費計 2,110,000

２　受取寄付金

寄付金 500,000

３　事業収益

パンフレット頒布収益 200,000 100×2,000部

４　雑収入

受取利子 5

経常収入計 2,810,005

Ⅱ　経常費用

１　事業費

普及啓発事業費 2,000,000

政策提言活動費 1,000,000

事業費計 3,000,000

２　管理費

通信運搬費 50,000

旅費・交通費 240,000

会議費 50,000

消耗品費 40,000

雑費 15,000

管理費計 395,000

経常費用計 3,395,000

当期正味財産増減額 △ 584,995

前期繰越正味財産額 585,891

次期繰越正味財産額 896

核医学診療推進国民会議

2018年度 活動予算書（2018年9月1日から2019年8月31日まで）

（単位：円）

金　　額
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核医学診療推進国民会議 会則 

 

（会の目的） 

第１条 本会は、核医学診療環境の改善と適正かつ安全な核医学診療の推進を図り、日本

における国際標準治療法の早期導入を促進し、もって患者、および社会全体の福祉へ寄与

することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 本会の名称を以下のとおりとする。 

 核医学診療推進国民会議 

（設立日） 

第３条 本会の設立日を以下のとおりとする。 

 2016年12月1日 

 

（活動内容） 

第４条 本会は第１条の目的を達成するために、次に挙げる活動を行う。 

（１）患者のアンメットニーズの調査・把握 

（２）核医学診療の推進に向けた政策提言活動の実施 

（３）国民に向けた核医学診療に関する啓発・広報活動の実施 

（４）核医学診療コミュニティの形成とその推進 

（５）その他、本会の目的達成のために必要な事項 

 

（公告方法） 

第５条 本会の公告は、本会電子公告（ホームページ）に掲載する方法により行う。 

 

（会員） 

第６条 本会の会員は、次に定める正会員および賛助会員および一般会員とする。 

（１）正 会 員 本会の目的に賛同し、入会した個人または団体 

（２）賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助するために入会した個人または団体 

（３）一般会員 本会の目的に賛同し、入会した個人または団体 

２ 会員の入会は、所定の手続きを行った後に会長がその可否を決定し、理事会に報告する

ものとする。 

３ 会員は、別途定める会費を毎年納めなければならない。 

４ 会員は、退会届を会長に提出して、退会することができる。 

５ 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 
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（１）所定の手続きをして退会したとき（退会） 

（２）特別の理由なしに２年度にわたり会費を滞納したとき（会費の滞納） 

（３）理事会の議決により除名されたとき（除名） 

（４）死亡（法人の場合は解散）したとき（死亡等） 

 

（役員） 

第７条 本会に次の役員をおく。 

（１）理事 ５名以上１０名以内 

（２）監事 ２名以内 

２ 理事のうち、１名を会長、２名以内を副会長とする。 

３ 役員の選出は次による。 

（１）理事は、会員総会において正会員の中から選任する。 

（２）理事のうち１名以上は本会代表者から選任する。 

（３）会長および副会長は、理事会において理事の互選により選定する。 

（４）監事は、会員総会において選任する。 

４ 役員の任期は次の通りとする。 

（１）役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

（２）役員の任期は、選任された会員総会の終了したときから、任期に対応する年次の定

時会員総会の終了のときまでとする。 

（３）本項第１号及び第２号の定めにかかわらず、任期の途中で辞任を認め、または新た

な役員を選任することができる。任期途中で選任された役員の任期は、当期の残期間と

する。 

（４）役員は、辞任または任期満了により退任した後においても、本条第１項に定める員

数が欠けた場合には、新たに選任された役員が就任するまで、その職務を行わなければ

ならない。 

５ 役員は無給とする。ただし、会務のために要した費用は支弁することができる。 

 

（役員の職務） 

第８条 役員である理事は、理事会を組織し、本会則および会員総会の議決に基づき、本会

の業務を執行する。 

２ 会長は、本会を代表し、本会の会務を総轄する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじ

め指名した順序によってその職務を代行する。 

 

（監事の職務） 

第９条 監事は、次にあげる職務を行う。 
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（１）財産および会計の状況を監査すること 

（２）理事の業務執行の状況を監査すること 

（３）財産および会計の状況もしくは業務の執行について不整の事実を発見したとき、こ

れを会員総会または理事会に報告すること 

 

（会員総会） 

第１０条 本会に正会員をもって構成する会員総会を設置する。 

２ 会員総会は、本会則に定める事項を議決する。 

３ 会員総会は、会長が招集し、議長を務める。 

４ 定時の会員総会は、原則として年１回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、ま

たは正会員の過半数もしくは監事からの請求があったときは、臨時に開催する。 

５ 正会員がやむを得ぬ事情により会員総会に出席できない場合は、他の正会員に表決権を

委任することができる。この場合の次項及び第１４条の適用については、その正会員は

出席したものとみなす。 

６ 会員総会は、正会員の５分の1 以上の出席をもって成立し、議事は出席会員の過半数の

賛成をもって決定する。 

７ 会長は、特別の事情がある場合には、理事会の承認を得て電子媒体による会員総会を開

催することができる。 

８ 会長が必要と認めたときは、正会員以外の者をオブザーバーとして会員総会に出席させ

ることができる。 

 

（理事会） 

第１１条 理事会は、事業計画書および予算書ならびに事業報告書および収支決算書を承認

し、会員総会に報告するほか、次の事項を議決する。 

（１）会員総会に付議すべき事項 

（２）会員総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）細則の制定 

（４）その他、会員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

２ 理事会は、会長が召集し、議長を務める。 

３ 理事会は、定例として年に１回以上開催するほか、会長が必要と認めたとき、または理

事の過半数もしくは監事からの請求があったときに開催する。 

４ 理事がやむを得ぬ事情により理事会に出席できない場合は、他の理事に表決権を委任す

ることができる。この場合の次項の適用については、その理事は出席したものとみなす。 

５ 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席理事の過半数の賛成をもっ

て議決する。 

６ 会長が適当と認めたときは電子媒体を用いた理事会を開催することができる。 
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７ 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

８ 会長が必要と認めたときは理事以外の者を理事会に出席させることができる。 

 

（会計および事業年度） 

第１２条 本会は、会員の納める会費等によって運営し、事業年度と会計年度は毎年９月1 

日より翌年８月３１日までとする。 

２ 本会は、賛同する個人または団体から協賛金または寄付を受けることができる。 

 

（事務局） 

第１３条 本会の事務局を以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする。 

  〒113-8941 東京都文京区本駒込 2-28-45 公益社団法人 日本アイソトープ協会内 

２ 事務局に事務局長および事務担当者を置く。 

３ 事務局長は会長が正会員の中から任免する。 

４ 会長は、理事会の承認を経て事務局における事務担当者を委嘱することができる。 

 

（会則の変更） 

第１４条 本会則を変更するときは、第１０条第６項の定めにかかわらず、３分の１以上の

正会員が出席する会員総会において、出席正会員の過半数の賛成を必要とする。 

 

（細則の制定） 

第１５条 理事会は、この会則を実施するに当たって必要がある場合には、細則を定めるこ

とができる。理事会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければな

らない。 

 

（解散） 

第１６条 本会は、会員総会において、構成員総数の過半数の議決を経て解散することがで

きる。 

２ 本会の解散に伴う残余財産は、会員総会において構成員総数の過半数の議決を経て、日

本核医学会または本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

附則： 

この会則は2018年9月14日より施行し、2018年8月21日から適用する。 

 

制定 2017年7月6日 

改定 2018年9月14日  
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日本核医学会の関連活動 

 

１． 今後臨床応用される Lu-177 やα線核種の国内施設における利用見込み

に関するアンケート 

２． 放射線治療病室（核医学治療病室）の実態調査 

３． 核医学治療を求めた患者の海外渡航と海外施設の実態調査 

４． 放射性核種の国内安定供給に関わる当局への要望 


