特定非営利活動法人日本放射線腫瘍学研究機構（NPO-JROSG）
2011 年度 第 3 回理事会議事録
１．開催日時：2012 年 4 月 15 日（日） 14：00～16：00
２．開催場所：パシフィコ横浜 会議センター3 階 316 号室
３．出席者（委任状） 理事 13 名 監事 0 名
理事：三橋

紀夫理事長、秋元

和、古平

毅、鹿間

哲夫副理事長、小口

直人、高橋

健夫、戸板

正彦副理事長、加賀美

芳

靖、西村

恭

孝文、永田

昌、播磨 洋子、早川 和重、前林 勝也
監事：
４．欠席者 理事 3 名 小口 正彦、戸板 孝文、播磨 洋子
監事 2 名 池田 恢、山下 孝

※敬称略 五十音順

５．審議事項
（１）第一号議案 議長ならびに議事録署名人の選任
（２）第二号議案 庶務報告
（３）第三号議案 会費の納入状況
（４）第四号議案 現在進行中の臨床試験
（５）第五号議案 2011 年度中間会計報告
（６）第六号議案 JASTRO･JROSG 共同監修 放射線腫瘍学教科書進捗報告
（７）第七号議案 海外出張支援事業報告
（８）第八号議案 各種委員会報告
（９）その他
６．議事の経過の概要及び議決の結果
（１）第一号議案 議長ならびに議事録署名人の選任
議長に三橋理事長、議事録署名人に鹿間理事、加賀美理事を選任した。
（２）第二号議案 庶務報告【理事会資料 pp2-3】
・2012 年 3 月 31 日時点の会員数(正会員 254 名、賛助会員 14 社)が報告された。
・賛助会員は、1 社 2011 年度退会と報告され承認された。
・参加施設数は 83 施設で 2011 年 11 月から 1 施設増と報告され承認された。
・バナー広告は 6 社で前年度と比べて増減なしと報告され承認された。
（３）第三号議案 会費の納入状況【理事会資料 pp4-5】
三橋理事長より 2012 年 3 月 31 日時点の正会員、
賛助会員の会費納入状況と寄付金、

バナー広告の納入状況が報告された。
・賛助会員はまだ 3 社が 2011 年度会費を納入していないため、再度、督促を送るこ
とが承認された。
・バナー広告に関しては 6 社全て納入されていることが報告された。
（４）第四号議案 現在進行中の臨床試験【理事会資料 pp6-7】
現在進行中の臨床試験について下記のように報告された。
・JROSG10-2 ドラフトの段階で止まっている。
・JROSG10-3 審議中で 2012 年 4 月末日に審査結果が出る予定。
・JROSG07-1 中止となった。
・JROSG05-5 症例登録が終わり、経過観察中となっている。
・JROSG04-2 経過観察が終了し、最終報告待ち。
（５）第五号議案 2011 年度中間会計報告【理事会資料 pp8-10】
2011 年度中間会計について報告され承認された。
（６）第六号議案 JASTRO･JROSG 共同監修 放射線腫瘍学教科書進捗報告(資料なし)
秋元理事より編集委員による初稿原稿の査読が終わり、7 月に編集委員会を開催し最
終原稿として編集者による用語統一などの最終チェック後に印刷、出版予定になる。
そのため、当初の予定よりおおよそ 3 か月程度遅れる見込みとの報告がされた。
（７）第七号議案 海外出張支援事業報告(資料なし)
秋元理事より平成 23 年度第 2 回公募(2012 年 4 月末締切)の状況について報告があり、
現在 1 名の応募があることが報告された。
今回応募のあった 1 名の先生は、演題の採択がまだであり申請学会が秋に開催され
る ASTRO のため、支援対象者となった場合でも 7 月の総会での出張報告が出来な
い旨の報告があった。そのため、申請受理に問題がないかとの審議があり、支援対
象となった場合には来年の総会で報告することで了承された。
（８）第八号議案 各種委員会報告
【運営委員会】(理事会資料 PP12)
運営委員長の秋元理事より、下記活動の報告がされた。
・定期的な新着情報を HP に掲載。
・各種委員会の活動状況、議事録の掲載。
・JROSG 会員を対象とした海外出張支援事業の実施と選考。

【効果･安全性評価委員会】(資料なし)
JROSG11-1 のマイナーチェンジに関する審査を行ったことが報告された。
【臨床試験審査委員会】(理事会資料 pp13-14)
委員長の鹿間理事より、ドラフト作成段階で研究グループ側からの要請があった場
合に、臨床試験審査委員会、もしくは運営委員会より推薦された生物統計専門家に 1
件あたりある程度の報酬をお支払し、生物統計専門家のアドバイスが可能なシステ
ムを構築していきたいと報告され承認された。
また、人選が決まり報酬額が決定次第、次年度(2012 年度)の予算に入れることで承
認された。
【施設選定委員会】(資料なし)
前回の総会より、参加施設数は増えており、その中で埼玉医大川越総合医療センタ
ーが漏れていたことが発覚したため、追加したことが報告された。
また、
参加施設の中に JROSG 正会員がいない(JROSG 会員が非常勤)施設が発覚し、
参加施設は、正会員がいることが条件になっているため、他科の医師であっても正
会員になってもらい、今後は徹底してもらうようお願いしたとの報告がされた。
【脳･神経系腫瘍委員会】(資料なし)
予後不良因子を有する GBM の短期照射に関する臨床試験を、phaseⅡ試験ではなく
パイロットスタディにするかを現在検討中であると報告された。
また、脳転移に対する全脳照射と定位照射の最適な組み合わせに関する試験につい
てどのような形で試験とするか検討中であると報告された。
【肺･縦隔腫瘍委員会】(理事会資料 pp15)
JROSG07-1 について新規登録がなかったため、試験中止と報告された。
JROSG10-1 は、症例がゆっくりであるが、進行中であると報告された。
小細胞癌に関するプロトコールは現在 JMTO と調整中であると報告された。
【泌尿器腫瘍委員会】(資料なし)
2 つの調査研究を行っており、1 件は今年の ASTRO へ演題提出をしたことが報告さ
れ、また前向き臨床試験のコンセプトも検討中であると報告があった。
【頭頸部腫瘍委員会】(理事会資料 pp16)
原発不明癌のアンケート調査の進捗状況について 18 施設 130 例の調査協力があり、
研究事務局の長崎大山崎先生より ASTRO meeting に演題登録を行ったとの報告が

された。
また、現在プロトコール審査中である JROSG10-3 について研究事務局の南東北病院
中村先生が多忙になったため、サポートとして京都大学井口先生と共同で行うこと
になったと報告された。
【乳腺腫瘍委員会】(資料なし)
報告事項なし
【悪性リンパ腫･血液腫瘍委員会】(資料なし)
報告事項なし
【消化器腫瘍委員会】(資料なし)
現在厚労省がん臨床研究西村班で、頸部食道癌に対する IMRT の化学放射線療法プ
ロトコールを作成中、JCOG ではなく、JROSG の研究として審査依頼を検討してい
ると報告された。
【婦人科腫瘍委員会】(理事会資料 pp17-19)
バイオメーカーの再現性評価に関する研究を 3 月から開始すると報告された。
また、広島大学の兼安先生の子宮頸癌治療後の QOL に関する全国調査で患者さんに
アンケートをとるということで各施設で IRB を取って進めていると報告された。
【小児腫瘍委員会】(資料なし)
報告事項なし
【緩和医療委員会】(理事会資料 pp20)
JROSG11-1 は研究代表者の方でマイナーチェンジをして現在承認待ちと報告され
た。
（９）第九号議案 総会の日程について
総会の日程が下記通り報告された。
2012 年 7 月 28 日(土) ※理事会 10 時～、総会 13 時～
会場：東京女子医科大学 A 会議室
（１０）第十号議案 その他
三橋理事長より、理事の先生方へ JROSG の入った業績を提出して欲しいとのお願い
があった。

