2021 年度日本獣医がん学会 第５回通常理事会（メール会議）議事録
日時：2022（令和４）年２月 10 日
場所：メール会議
出席者：
（メール送信先）理事：石田卓夫、藤田道郎、杉山大樹、呰上大吾、武信行紀、高橋 雅、 浅野
和之、金井詠一、児玉和仁、小林哲也、井上 明、高木 哲、辻本 元、中川貴之、細谷謙次
監事 三宅龍二・水上浩一
議事録署名人：代表理事 石田卓夫 ○
印 、監事：三宅龍二 ○
印 、水上浩一 ○
印
議事録作成人：事務局 福原佳子

出席理事 議決権のある総理事数 15 名
メール送信日：2022 年２月４日
返信期限

：2022 年２月 10 日正午

ご意見・ご質問返信：全員へのメール返信にて
投票返信先 ：投票フォーム。なお、期日までにご返信が頂けなかった場合は、ご承認いただいたものと
判断した。

決議を明確にするため、2022 年２月 10 日の決議事項について本議事録を作成し、議事録に押印する。

決議事項
第１号議案 2022 年度予算案（資料１）
理事 15 名中 10 名の投票で承認を経て、賛成多数により可決された。
第２号議案 2022 年度事業計画（資料２）
理事 15 名中 10 名の投票で承認を経て、賛成多数により可決された。
第３号議案 2021 年度認定試験結果に関して（資料３）
理事 15 名中 10 名の投票で承認を経て、賛成多数により可決された。
第４号議案 科学技術振興機構 文献データベース（J-GLOBAL、JDreamⅢ）に関して（資料４）
理事 15 名中 10 名の投票で承認を経て、賛成多数により可決された。

以上。

【資料１】
2022 年度予算案
＊2021 年度収支は確定していないため金額は全て見込みとなります。

【資料２】
2022 年度事業計画
2022 年７月２、３日
第 26 回学会、定時総会（＠ホテルニューオータニ東京）
会場と録画配信のハイブリッド開催
＊ただし、会場キャンセル料 50％（445 万円）の期限である５月３日までに会場開催の可否を判断
する。
2022 年 10 月 16 日
認定医試験（＠新宿ベルサールグランド）

2023 年１月 28、29 日
第 27 回学会、臨時総会（＠ホテルニューオータニ大阪）
会場と録画配信のハイブリッド開催

【資料３】
2021 年度獣医腫瘍科認定医認定試験の合否に関して

各試験、いずれも 2021 年 10 月 10 日（日）、新宿ベルサールグランドで実施
2 種試験
・受験者数：312 名
・欠席者数：32 名
・最高得点：734.5 点
・最低得点：255.5 点
・平均点 ：540.9 点
・標準偏差：112.6 点
・合格点（平均点+1SD）：653.6 点
合格基準：平均点+1SD かつ地雷問題該当なし（地雷問題は診断学および治療学で 1 問ずつ認定委員長
が設定）
・合格者：45 名（1 名は合格点を満たすが地雷にて不合格）
・合格率：14.4％（2018 年：11.3％、2019 年：9.7％）
1 種 1 次試験
出願者数 29 名 受験者数 26 名 3 名欠席
診断学・治療学 記述問題各 3 題合計６問題 各 100 点満点合計 600 点
合格基準：それぞれの問題がすべて平均点以上で地雷問題を踏まない
以上の基準を満たした受験者 5 名を合格とする

1 種 2 次試験
面接官（試験室順）：細谷、高木、石田、杉山、藤田、武田、呰上、小山田
出願者数：24 名（前回 22 名）、受験者数：24 名（前回 22 名）、欠席者数：0 名
・最高得点：277.0 点
・最低得点：138.0 点
・平均点：226.44 点
・標準偏差：33.60 点

【合格者】
・３名
・合格率：12.5%（3/24）

日本獣医がん学会
『日本獣医がん学会講演要旨集』ご担当者様
@000213081
（資料（サンプル誌）ご寄贈のお願いについて）

文書の送付について

拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、科学技術振興機構（JST）の業務につきましてご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
貴機関ご発行の資料（サンプル誌）ご寄贈の依頼についての文書をお送りしますので、ご高配賜
りますようよろしくお願い申し上げます。
敬具

＜JST が作成する文献データベースについて＞
科学技術振興機構（JST）が作成する文献データベースは、点在している日本の科学技術情報を収集
し、その情報を一元的に検索できるシステムを提供することで、日本の科学技術情報の流通を促進し、
ひいては科学技術の発展に貢献することを目的としております。
上記のために、研究雑誌、技報、研究紀要、研究報告書、会議資料などの資料情報、および掲載され
る記事の標題、著者名、所属機関、抄録・ポイント（要旨）などを登録しております。ｌ

「JDreamⅢ」は、ＪＳＴがデータ作成し、（株）ジー・サーチが
有償で提供しています。利用者は企業の研究企画、知財、
医薬品情報収集などの部署の他、官公庁、大学、病院など
でも利用されています。ご利用には契約が必要です。
https://jdream3.com/

「J-GLOBAL」は、ＪＳＴがデータ作成と無償提供を行っています。
誰でも利用でき、Google 検索からもヒットします。
https://jglobal.jst.go.jp/

≪お問合せ先≫
〒102-8666
東京都千代田区四番町 5 番地 3
国立研究開発法人 科学技術振興機構
情報企画部 資料収集業務担当者
TEL：03-5214-7627 E-mail:shushu12@ca.jst.jp

令和 4 年 1 月 5 日
日本獣医がん学会 御中

国立研究開発法人 科学技術振興機構
情報企画部 資料収集業務担当

資料（サンプル誌）ご寄贈のお願い
拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、科学技術振興機構（JST）の業務につきましてご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊機構では現在、収集した資料をデータベースに収録し､オンライン情報システム「J-GLOBAL」「JDreamⅢ」
を通じてご利用者に広く提供するとともに、資料の閲覧に供しています。また、「科学技術文献速報」として発行
しています。
このほど、貴機関 HP にて第 25 回日本獣医がん学会開催の案内を拝見し、データベース収録対象の候補誌
として検討させていただきたく、ご連絡いたしました。
誠に恐れ入りますが、サンプル誌として 1 部ご寄贈賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
収録対象誌としてお願いする場合は、後日改めて「資料継続寄贈のお願い」を送付させていただきます。
Web サイトからの収録が可能な場合、また冊子ご寄贈が不可の場合は、お手数ですが同封の用紙にその旨
をご記入の上、FAX またはメールでご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
敬具
記

【日本獣医がん学会講演要旨集】 第 25 回 : 1 部
以上
◇文献データベース収録資料につきましては以下の点をご確認下さい。
１．文献データベース（JDreamIII、J-GLOBAL 等）に登録する事項は、標題・著者・著者所属機関・
掲載誌等の書誌事項、抄録・ポイント（対象誌のみＪＳＴでポイント作成、または著者抄録利用の
場合は必ず許諾申請）、索引（ＪＳＴで入力）等で、全文を文献データベースに表示させることは
ありません。
２．上記事項を文献データベース等に収録した後、冊子、電子媒体資料は JST 情報資料館に保管し閲覧
および著作権法第 31 条に基づき複写サービスに供します。また、書庫スペースが限られてくるこ
とから、一定期間が経過した資料の取り扱いにつきましては、甚だ勝手ながら、JST にご一任くだ
さい。
３．文献データベース等への収録により、公知の技術情報となります。
・弊機構の採択基準により収録に至らない場合がございますので、あらかじめご了承下さいますようお
願いいたします。またご寄贈いただきました資料は原則として返却いたしませんが、返却のご希望が
ありましたらお知らせください。

≪お問合せ・資料送付先≫
〒102-8666
東京都千代田区四番町 5 番地 3
国立研究開発法人 科学技術振興機構
情報企画部 資料収集業務担当者
TEL:03-5214-7627

