
※理事の任期：2019年6月22日～2021年6月19日

※各編集委員の任期：2020年1月～12月

代表理事（会長） 原田　慶恵 （大阪大学蛋白質研究所）

理事（副会長） 出版委員長／国際／研究体制 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

理事（副会長）
男女若手委員長／年会／渉外／賞・
助成金推薦委員長

須藤　雄気 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

理事 広告／経理 秋山　修志 （分子科学研究所協奏分子システム研究センター）

理事 欧文誌／邦文誌 秋山　良 （九州大学大学院理学研究院）

理事 ウェブサイト／渉外（生物） 飯野　亮太 （分子科学研究所）

理事 年会／庶務 大上　雅史 （東京工業大学情報理工学院）

理事 渉外（生物）／年会 岡田　眞里子 （大阪大学蛋白質研究所）

理事 庶務／欧文誌 上久保　裕生 （奈良先端科学技術大学院大学物資創成科学研究科）

理事 経理／渉外（物理） 北尾　彰朗 （東京工業大学生命理工学院）

理事 将来計画／広告 小島　清嗣 （オリンパス株式会社）

理事 企画啓発／書記 古寺　哲幸 （金沢大学新学術創成研究機構ナノ生命科学研究所）

理事 書記／国際 寺川　剛 （京都大学理学研究科）

理事 国際／将来計画 西坂　崇之 （学習院大学理学部物理）

理事 男女若手／企画啓発 細川　千絵 （大阪市立大学大学院理学研究科）

理事 邦文誌／男女若手 村田　武士 （千葉大学理学研究科）

理事 渉外（物理）／ウェブサイト 栁澤　実穂 （東京大学大学院総合文化研究科）

監事 笹井　理生 （名古屋大学工学研究科）

監事 豊島　陽子 （東京大学大学院総合文化研究科）

会誌編集委員長 高橋　聡 （東北大学多元物質科学研究所）

会誌副編集委員長 新井　宗仁 （東京大学大学院総合文化研究科）

会誌副編集委員長 松岡　里美 （理化学研究所生命機能科学研究センター）

会誌編集委員 井上　圭一 （東京大学物性研究所）

会誌編集委員 今田　勝巳 （大阪大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 岩橋（小林）千草 （理化学研究所計算科学研究センター）

会誌編集委員 豊田　正嗣 （埼玉大学理工学研究科）

会誌編集委員 小嶋　誠司 （名古屋大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 塚﨑　智也 （奈良先端科学技術大学院大学）

会誌編集委員 中林　孝和 （東北大学大学院薬学研究科）

会誌編集委員 平島　剛志 （京都大学大学院医学研究科）

会誌編集委員 前多　裕介 （九州大学理学研究院物理学部門）

会誌編集委員 政池　知子 （東京理科大学理工学部）

会誌編集委員 松木　均 （徳島大学大学院社会産業理工学研究部）

欧文誌編集委員長 中村　春木 （大阪大学蛋白質研究所）

欧文誌副編集委員長 石島　秋彦 （大阪大学）

欧文誌副編集委員長 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

欧文誌副編集委員長 安永　卓生 （九州工業大学情報工学部生命情報工学研究系）

欧文誌編集委員 渉外 新井　宗仁 （東京大学大学院総合文化研究科）

欧文誌編集委員 広報 太田　元規 （名古屋大学大学院情報学研究科）

欧文誌編集委員 渉外 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学）

欧文誌編集委員 科研費 神取　秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科）

欧文誌編集委員 広報 北尾　彰朗 （東京工業大学生命理工学院）

欧文誌編集委員 科研費 佐甲　靖志 （理化学研究所細胞情報研究室）

欧文誌編集委員 国際 広瀬　恵子 （産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門）

欧文誌編集委員 国際 水谷　泰久 （大阪大学大学院理学研究科）

欧文誌編集委員 ABA／渉外 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

ウェブサイト編集委員長 宮田　真人 （大阪市立大学大学院理学研究科）

ウェブサイト編集委員 白井　伸宙 （三重大学総合情報処理センター）

ウェブサイト編集委員 溝端　栄一 （鳥取大学大学院工学研究科）

ウェブサイト編集委員 小嶋　誠司 （名古屋大学大学院理学研究科）

ウェブサイト編集委員（2020．6～） 島袋　勝弥 （宇部工業高等専門学校）

ウェブサイト編集委員（2020．6～） 坂内　博子 （早稲田大学理工学術院先進理工学部）

一般社団法人日本生物物理学会

2020（令和2）年度　役員・委員一覧



※理事の任期：2019年6月22日～2021年6月19日

※各編集委員の任期：2019年1月～12月

代表理事（会長） 原田　慶恵 （大阪大学蛋白質研究所）

理事（副会長） 出版委員長／国際／研究体制 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

理事（副会長）
男女若手委員長／年会／渉外／賞・
助成金推薦委員長

須藤　雄気 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

理事 広告／経理 秋山　修志 （分子科学研究所協奏分子システム研究センター）

理事 欧文誌／邦文誌 秋山　良 （九州大学大学院理学研究院）

理事 ウェブサイト／渉外（生物） 飯野　亮太 （分子科学研究所）

理事 年会／庶務 大上　雅史 （東京工業大学情報理工学院）

理事 渉外（生物）／年会 岡田　眞里子 （大阪大学蛋白質研究所）

理事 庶務／欧文誌 上久保　裕生 （奈良先端科学技術大学院大学物資創成科学研究科）

理事 経理／渉外（物理） 北尾　彰朗 （東京工業大学生命理工学院）

理事 将来計画／広告 小島　清嗣 （オリンパス株式会社）

理事 企画啓発／書記 古寺　哲幸 （金沢大学新学術創成研究機構ナノ生命科学研究所）

理事 書記／国際 寺川　剛 （京都大学理学研究科）

理事 国際／将来計画 西坂　崇之 （学習院大学理学部物理）

理事 男女若手／企画啓発 細川　千絵 （大阪市立大学大学院理学研究科）

理事 邦文誌／男女若手 村田　武士 （千葉大学理学研究科）

理事 渉外（物理）／ウェブサイト 栁澤　実穂 （東京大学大学院総合文化研究科）

監事 笹井　理生 （名古屋大学工学研究科）

監事 豊島　陽子 （東京大学大学院総合文化研究科）

会誌編集委員長 佐甲　靖志 （理化学研究所佐甲細胞情報研究室）

会誌次期編集委員長 高橋　聡 （東北大学多元物質科学研究所）

会誌副編集委員長 冨樫　祐一 （広島大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 新井　宗仁 （東京大学大学院総合文化研究科）

会誌編集委員 城口　克之 （理化学研究所生命機能科学研究センター）

会誌編集委員（～2019．3） 杉村　薫 （京都大学物質―細胞統合システム拠点）

会誌編集委員 鈴木　団 （大阪大学蛋白質研究所）

会誌編集委員 千見寺　浄慈 （名古屋大学大学院工学研究科）

会誌編集委員 水野　操 （大阪大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 渡邉　力也 （理化学研究所渡邉分子生理学研究室）

会誌編集委員 平島　剛志 （京都大学大学院医学研究科）

会誌編集委員 井上　圭一 （東京大学物性研究所）

会誌編集委員 今田　勝巳 （大阪大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 岩橋（小林）千草 （理化学研究所計算科学研究センター）

会誌編集委員 豊田　正嗣 （埼玉大学理工学研究科）

会誌編集委員 松岡　里実 （理化学研究所生命機能科学研究センター）

会誌編集委員（2019．4～） 平島　剛志 （京都大学大学院医学研究科）

欧文誌編集委員長 石渡　信一 （早稲田大学理工学術院物理学科）

欧文誌副編集委員長 伊藤　悦朗 （徳島文理大学香川薬学部）

欧文誌副編集委員長 老木　成稔 （福井大学医学部医学科）

欧文誌副編集委員長 ABA 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

欧文誌編集委員 財務 石森　浩一郎 （北海道大学大学院理学研究院）

欧文誌編集委員 国際関係 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

欧文誌編集委員 庶務（科研費） 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

欧文誌編集委員 庶務（科研費） 水上　卓 （北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科）

欧文誌編集委員 広報 安永　卓生 （九州工業大学情報工学部生命情報工学研究系）

ウェブサイト編集委員長 宮田　真人 （大阪市立大学大学院理学研究科）

ウェブサイト編集委員 西　羽美 （東北大学大学院情報科学研究科）

ウェブサイト編集委員 白井　伸宙 （三重大学総合情報処理センター）

ウェブサイト編集委員 溝端　栄一 （鳥取大学大学院工学研究科）

ウェブサイト編集委員会オブザーバー 北尾　彰朗 （東京大学分子細胞生物学研究所）

一般社団法人日本生物物理学会

2019（令和1）年度　役員・委員一覧



※理事の任期：2017年6月24日～2019年6月22日

※各編集委員の任期：2018年1月～12月

代表理事（会長） 神取　秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科）

理事（副会長） 男女若手委員長／年会／渉外 高田　彰二 （京都大学理学研究科生物物理学教室）

理事（副会長）
出版委員長／国際／研究体制（学
術会議）／賞・助成金推薦委員長

野地　博行 （東京大学大学院工学系研究科）

理事 出版（欧）／ホームページ 石島　秋彦 （大阪大学大学院生命機能研究科）

理事 経理／広告 内橋　貴之 （名古屋大学大学院理学研究科）

理事 庶務／年会 大上　雅史 （東京工業大学情報理工学院）

理事 年会／渉外（生物） 須藤　雄気 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

理事 広告／経理 諏訪　牧子 （青山学院大学理工学部）

理事 男女若手／将来計画 豊島　陽子 （東京大学大学院総合文化研究科）

理事 将来計画／企画啓蒙 中井　孝尚 （株式会社カネカ）

理事 国際／渉外（物理） 西坂　崇之 （学習院大学理学部物理）

理事 出版（邦）／出版（欧） 林　重彦 （京都大学大学院理学研究科）

理事 企画啓蒙／男女若手 原田　慶恵 （大阪大学蛋白質研究所）

理事 書記／庶務 坂内　博子 （理化学研究所BSI）

理事 庶務／ホームページ 光武　亜代理 （慶應義塾大学理工学部物理学科）

理事 ホームページ／出版（邦） 宮田　真人 （大阪市立大学大学院理学研究科）

理事 書記／ホームページ 渡邉　宙志 （東京大学先端科学技術研究センター）

監事 木寺　詔紀 （横浜市立大学大学院生命医科学研究科）

監事 七田　芳則 （京都大学大学院理学研究科）

会誌編集委員長 佐甲　靖志 （理化学研究所佐甲細胞情報研究室）

会誌副編集委員長 冨樫　祐一 （広島大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 青木　一洋 （岡崎統合バイオサイエンスセンター基礎生物学研究所）

会誌編集委員 栗栖　源嗣 （大阪大学蛋白質研究所）

会誌編集委員 角野　歩 （金沢大学新学術創成研究機構）

会誌編集委員 塚本　寿夫 （分子科学研究所生命・錯体分子科学研究領域）

会誌編集委員 細川　千絵 （産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門）

会誌編集委員 南野　徹 （大阪大学大学院生命機能研究科）

会誌編集委員 新井　宗仁 （東京大学大学院総合文化研究科）

会誌編集委員 城口　克之 （理化学研究所生命機能科学研究センター）

会誌編集委員 杉村　薫 （京都大学物質―細胞統合システム拠点）

会誌編集委員 鈴木　団 （大阪大学蛋白質研究所）

会誌編集委員 千見寺　浄慈 （名古屋大学大学院工学研究科）

会誌編集委員 水野　操 （大阪大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 渡邉　力也 （理化学研究所渡邉分子生理学研究室）

欧文誌編集委員長 石渡　信一 （早稲田大学理工学術院物理学科）

欧文誌副編集委員長 伊藤　悦朗 （徳島文理大学香川薬学部）

欧文誌副編集委員長 老木　成稔 （福井大学医学部医学科）

欧文誌副編集委員長 ABA 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

欧文誌編集委員 財務 石森　浩一郎 （北海道大学大学院理学研究院）

欧文誌編集委員 国際関係 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

欧文誌編集委員 庶務（科研費） 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

欧文誌編集委員 庶務（科研費） 水上　卓 （北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科）

欧文誌編集委員 広報 安永　卓生 （九州工業大学情報工学部生命情報工学研究系）

HP編集委員長（～2018.6） 金城　玲 （大阪大学蛋白質研究所）

HP編集委員長（2018.6～） 宮田　真人 （大阪市立大学大学院理学研究科）

HP編集委員 西　羽美 （東北大学大学院情報科学研究科）

HP編集委員 白井　伸宙 （三重大学総合情報処理センター）

HP編集委員会オブザーバー 北尾　彰朗 （東京大学分子細胞生物学研究所）

一般社団法人日本生物物理学会

2018（平成30）年度　役員・委員一覧



※理事の任期：2017年6月24日～2019年6月22日

※各編集委員の任期：2017年1月～12月

代表理事（会長） 神取　秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科）

理事（副会長） 男女若手委員長／年会／渉外 高田　彰二 （京都大学理学研究科）

理事（副会長）
出版委員長／国際／研究体制（学
術会議）／賞・助成金推薦委員長

野地　博行 （東京大学大学院工学系研究科）

理事 出版（欧）／ホームページ 石島　秋彦 （大阪大学大学院生命機能研究科）

理事 経理／広告 内橋　貴之 （名古屋大学大学院理学研究科）

理事 庶務／年会 大上　雅史 （東京工業大学情報理工学院）

理事 年会／渉外（生物） 須藤　雄気 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

理事 広告／経理 諏訪　牧子 （青山学院大学理工学部）

理事 男女若手／将来計画 豊島　陽子 （東京大学大学院総合文化研究科）

理事 将来計画／企画啓蒙 中井　孝尚 （株式会社カネカ）

理事 国際／渉外（物理） 西坂　崇之 （学習院大学理学部物理）

理事 出版（邦）／出版（欧） 林　重彦 （京都大学大学院理学研究科）

理事 企画啓蒙／男女若手 原田　慶恵 （大阪大学蛋白質研究所）

理事 書記／庶務 坂内　博子 （理化学研究所BSI）

理事 庶務／ホームページ 光武　亜代理 （慶應義塾大学理工学部物理学科）

理事 ホームページ／出版（邦） 宮田　真人 （大阪市立大学大学院理学研究科）

理事 書記／ホームページ 渡邉　宙志 （東京大学先端科学技術研究センター）

監事 木寺　詔紀 （横浜市立大学大学院生命医科学研究科）

監事 七田　芳則 （京都大学大学院理学研究科）

会誌編集委員長（～2017．6） 神取　秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科）

会誌編集委員長（2017．6～） 佐甲　靖志 （理化学研究所佐甲細胞情報研究室）

会誌副編集委員長 秋山　修志 （分子科学研究所協奏分子システム研究センター）

会誌編集委員 上村　想太郎 （東京大学大学院理学系研究科）

会誌編集委員 岡嶋　孝治 （北海道大学情報科学研究科）

会誌編集委員 岡田　眞里子 （国立研究開発法人理化学研究所）

会誌編集委員 川村　出 （横浜国立大学大学院工学研究院）

会誌編集委員 木下　賢吾 （東北大学大学院情報科学研究科）

会誌編集委員 青木　一洋 （岡崎統合バイオサイエンスセンター基礎生物学研究所）

会誌編集委員 栗栖　源嗣 （大阪大学蛋白質研究所）

会誌編集委員 角野　歩 （金沢大学新学術創成研究機構）

会誌編集委員 塚本　寿夫 （分子科学研究所生命・錯体分子科学研究領域）

会誌編集委員 細川　千絵 （産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門）

会誌編集委員 南野　徹 （大阪大学大学院生命機能研究科）

欧文誌編集委員長 石渡　信一 （早稲田大学理工学術院物理学科）

欧文誌副編集委員長 伊藤　悦朗 （徳島文理大学香川薬学部）

欧文誌副編集委員長 老木　成稔 （福井大学医学部医学科）

欧文誌副編集委員長 ABA 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

欧文誌編集委員 財務 石森　浩一郎 （北海道大学大学院理学研究院）

欧文誌編集委員 国際関係 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

欧文誌編集委員 庶務（科研費） 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 野地　博行 （東京大学大学院工学系研究科）

欧文誌編集委員 庶務（科研費） 水上　卓 （北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科）

欧文誌編集委員 広報 安永　卓生 （九州工業大学情報工学部生命情報工学研究系）

HP編集委員長 金城　玲 （大阪大学蛋白質研究所）

HP編集委員 小池　亮太郎 （名古屋大学大学院情報科学研究科）

HP編集委員 宮田　真人 （大阪市立大学大学院理学研究科）

HP編集委員 西　羽美 （東北大学大学院情報科学研究科）

HP編集委員会オブザーバー 北尾　彰朗 （東京大学分子細胞生物学研究所）

2017（平成29）年度　役員・委員一覧

一般社団法人日本生物物理学会



※理事の任期：2015年6月27日～2017年6月24日

※各編集委員の任期：2016年1月～12月

代表理事（会長） 中村　春木 （大阪大学蛋白質研究所）

理事（副会長） 男女若手委員長／生科連 高橋　聡 （東北大学多元物質科学研究所）

理事（副会長） 出版委員長／賞委員長／研究体制 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

理事 年会担当／出版（欧） 新井　宗仁 （東京大学大学院総合文化研究科）

理事 広告／将来計画 石島　秋彦 （大阪大学大学院生命機能研究科）

理事 年会担当 内橋　貴之 （金沢大学理学部物理学科）

理事 書記／ホームページ 大上　雅史 （東京工業大学大学院情報理工学研究科）

理事 ホームページ 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

理事 経理 佐甲　靖志 （理化学研究所細胞情報研究室）

理事 書記 佐藤　竜馬 （筑波大学計算科学研究センター）

理事 外交・国際交流／物理学会 高田　彰二 （京都大学理学研究科生物物理学教室）

理事 経理／広告／出版（邦） 寺沢　宏明 （熊本大学大学院生命科学研究部）

理事 将来計画 中井　孝尚 （(株)カネカ　バイオテクノロジー開発研究所）

理事 企画啓蒙 根岸　瑠美 （東京大学分子細胞生物学研究所）

理事 外交・国際交流／出版（欧） 野地　博行 （東京大学大学院工学系研究科）

理事 企画啓蒙／ホームページ 広瀬　恵子 （産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門）

理事 庶務／出版（邦）／物理学会 古谷　祐詞 （分子科学研究所生命・錯体分子科学研究領域）

理事 庶務／ホームページ 光武　亜代理 （慶應義塾大学理工学部物理学科）

監事 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

監事 有坂　文雄 （日本大学生物資源科学部生命科学研究センター）

会誌編集委員長 神取　秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科）

会誌副編集委員長 秋山　修志 （分子科学研究所協奏分子システム研究センター）

会誌編集委員 大浪　修一 （理化学研究所生命システム研究センター）

会誌編集委員 岡　浩太郎 （慶應義塾大学理工学部）

会誌編集委員 織田　昌幸 （京都府立大学大学院生命環境科学研究科）

会誌編集委員 立野　勝巳 （九州工業大学大学院生命体工学研究科）

会誌編集委員 渕上　壮太郎 （横浜市立大学大学院 生命医科学研究科）

会誌編集委員 前島　一博 （国立遺伝学研究所･構造遺伝学研究センター）

会誌編集委員 上村　想太郎 （東京大学大学院理学系研究科）

会誌編集委員 岡嶋　孝治 （北海道大学情報科学研究科）

会誌編集委員 岡田　眞里子 （国立研究開発法人理化学研究所）

会誌編集委員 川村　出 （横浜国立大学大学院工学研究院）

会誌編集委員 木下　賢吾 （東北大学大学院情報科学研究科）

会誌編集委員 冨樫　祐一 （広島大学大学院理学研究科）

欧文誌編集委員長 石渡　信一 （早稲田大学理工学術院物理学科）

欧文誌副編集委員長 伊藤　悦朗 （徳島文理大学香川薬学部）

欧文誌副編集委員長 老木　成稔 （福井大学医学部医学科）

欧文誌副編集委員長 ABA 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

欧文誌編集委員 財務 石森　浩一郎 （北海道大学大学院理学研究院）

欧文誌編集委員 国際関係 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

欧文誌編集委員 庶務（科研費） 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 野地　博行 （東京大学大学院工学系研究科）

欧文誌編集委員 庶務（科研費） 水上　卓 （北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科）

欧文誌編集委員 広報 安永　卓生 （九州工業大学情報工学部生命情報工学研究系）

HP編集委員長 北尾　彰朗 （東京大学分子細胞生物学研究所）

HP編集委員 金城　玲 （大阪大学蛋白質研究所）

HP編集委員 小池　亮太郎 （名古屋大学大学院情報科学研究科）

HP編集委員 宮田　真人 （大阪市立大学大学院理学研究科）

HP編集委員会オブザーバー 相沢　智康 （北海道大学大学院先端生命科学研究院）

HP編集委員会オブザーバー 石島　秋彦 （東北大学多元物質科学研究所）

HP編集委員会オブザーバー 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

一般社団法人日本生物物理学会

2016（平成28）年度　役員・委員一覧



※理事の任期：2015年6月27日～2017年6月24日

※各編集委員の任期：2015年1月～12月

代表理事（会長） 中村　春木 （大阪大学蛋白質研究所）

理事（副会長） 男女若手委員長／生科連 高橋　聡 （東北大学多元物質科学研究所）

理事（副会長） 出版委員長／賞委員長／研究体制 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

理事 年会担当／出版（欧） 新井　宗仁 （東京大学大学院総合文化研究科）

理事 広告／将来計画 石島　秋彦 （大阪大学大学院生命機能研究科）

理事 年会担当 内橋　貴之 （金沢大学理学部物理学科）

理事 書記／ホームページ 大上　雅史 （東京工業大学大学院情報理工学研究科）

理事 ホームページ 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

理事 経理 佐甲　靖志 （理化学研究所細胞情報研究室）

理事 書記 佐藤　竜馬 （筑波大学　計算科学研究センター）

理事 外交・国際交流／物理学会 高田　彰二 （京都大学理学研究科生物物理学教室）

理事 経理／広告／出版（邦） 寺沢　宏明 （熊本大学大学院生命科学研究部）

理事 将来計画 中井　孝尚 （(株)カネカ　バイオテクノロジー開発研究所）

理事 企画啓蒙 根岸　瑠美 （東京大学分子細胞生物学研究所）

理事 外交・国際交流／出版（欧） 野地　博行 （東京大学大学院工学系研究科）

理事 企画啓蒙／ホームページ 広瀬　恵子 （産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門）

理事 庶務／出版（邦）／物理学会 古谷　祐詞 （分子科学研究所生命・錯体分子科学研究領域）

理事 庶務／ホームページ 光武　亜代理 （慶應義塾大学理工学部物理学科）

監事 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

監事 有坂　文雄 （日本大学生物資源科学部生命科学研究センター）

会誌編集委員長 原田　慶恵 （京都大学物質−細胞統合システム拠点）

会誌次期編集委員長 神取　秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科）

会誌副編集委員長 上田　昌宏 （大阪大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 飯野　亮太 （岡崎統合バイオサイエンスセンター）

会誌編集委員 内橋　貴之 （金沢大学理学部物理学科）

会誌編集委員 諏訪　牧子 （青山学院大学理工学部）

会誌編集委員 瀧ノ上　正浩 （東京工業大学大学院総合理工学研究科）

会誌編集委員 山下　敦子 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

会誌編集委員 山下　高廣 （京都大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 大浪　修一 （理化学研究所生命システム研究センター）

会誌編集委員 岡　浩太郎 （慶應義塾大学理工学部生命情報学科）

会誌編集委員 織田　昌幸 （京都府立大学大学院生命環境科学研究科）

会誌編集委員 立野　勝巳 （九州工業大学大学院生命体工学研究科）

会誌編集委員 渕上　壮太郎 （横浜市立大学大学院 生命医科学研究科）

会誌編集委員 前島　一博 （国立遺伝学研究所構造遺伝学研究センター）

欧文誌編集委員長 石渡　信一 （早稲田大学理工学術院物理学科）

欧文誌副編集委員長 伊藤　悦朗 （徳島文理大学香川薬学部）

欧文誌副編集委員長 老木　成稔 （福井大学医学部医学科）

欧文誌副編集委員長 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

欧文誌編集委員 財務 石森　浩一郎 （北海道大学大学院理学研究院）

欧文誌編集委員 ABA委員 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

欧文誌編集委員 河村　悟 （大阪大学大学院生命機能研究科）

欧文誌編集委員 科研費 神取　秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科）

欧文誌編集委員 桑島　邦博 （岡崎統合バイオサイエンスセンター）

欧文誌編集委員 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 野地　博行 （東京大学大学院工学系研究科）

欧文誌編集委員 水上　卓 （北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科）

欧文誌編集委員 安永　卓生 （九州工業大学情報工学部生命情報工学研究系）

HP編集委員長 北尾　彰朗 （東京大学分子細胞生物学研究所）

HP編集委員 和沢　鉄一 （東北大学大学院工学研究科）

HP編集委員 金城　玲 （大阪大学蛋白質研究所）

HP編集委員 小池　亮太郎 （名古屋大学大学院情報科学研究科）

一般社団法人日本生物物理学会

2015（平成27）年度　役員・委員一覧



※理事の任期：2014年1月6日～2015年6月27日

※各編集委員の任期：2014年1月～12月

代表理事（会長） 七田　芳則 （京都大学大学院理学研究科）

理事（副会長） 男女若手委員長／生科連 有坂　文雄 （東京工業大学大学院生命理工学研究科）

理事（副会長） 出版委員長／賞・助成金推薦委員長 船津　高志 （東京大学大学院薬学系研究科）

理事 広告／年会担当 石森　浩一郎 （北海道大学大学院理学研究院）

理事 書記／ホームページ 伊東　大輔 （北海道大学大学院先端生命科学研究院）

理事 庶務／出版（邦） 今元　泰 （京都大学大学院理学研究科）

理事
北海道支部長／将来計画（法人化）
／外交・国際交流／出版（欧）

金城　政孝 （北海道大学大学院先端生命科学研究院）

理事 経理 佐甲　靖志 （理化学研究所基幹研究所）

理事 広告／庶務 須藤　雄気 （名古屋大学理学研究科）

理事 経理／年会担当 高橋　聡 （東北大学多元物質科学研究所）

理事 出版（生物物理）／将来計画（法人化） 寺北　明久 （大阪市立大学大学院理学研究科）

理事 広告／物理学会／外交・国際交流 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

理事 書記／ホームページ 根岸　瑠美 （東京大学分子細胞生物学研究所）

理事 企画啓蒙 林　久美子 （東北大学工学研究科）

理事 企画啓蒙 政池　知子 （東京理科大学理工学部応用生物科学科）

理事 出版（欧）／ホームページ 村上　緑 （名古屋大学大学院理学研究科）

理事 物理学会／ホームページ 山口　真理子 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

監事 難波　啓一 （大阪大学大学院生命機能研究科）

監事 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

国際交流 永山　國昭 （生理学研究所）

会誌編集委員長 原田　慶恵 （京都大学物質−細胞統合システム拠点）

会誌副編集委員長 上田　昌宏 （大阪大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 秋山　修志 （分子科学研究所協奏分子システム研究センター）

会誌編集委員 岡田　康志 （理化学研究所生命システム研究センター）

会誌編集委員 城所　俊一 （長岡技術科学大学生物系）

会誌編集委員 夏目　季代久 （九州工業大学大学院生命体工学研究科）

会誌編集委員 林　重彦 （京都大学大学院理学研究科）

会誌編集委員 村田　武士 （千葉大学理学研究科）

会誌編集委員 飯野　亮太 （東京大学大学院工学系研究科）

会誌編集委員 内橋　貴之 （金沢大学理学部物理学科）

会誌編集委員 諏訪　牧子 （青山学院大学理工学部）

会誌編集委員 瀧ノ上　正浩 （東京工業大学大学院総合理工学研究科）

会誌編集委員 山下　敦子 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

会誌編集委員 山下　高廣 （京都大学大学院理学研究科）

欧文誌編集委員長 石渡　信一 （早稲田大学理工学術院物理学科）

欧文誌副編集委員長 伊藤　悦朗 （徳島文理大学香川薬学部）

欧文誌副編集委員長 老木　成稔 （福井大学医学部医学科）

欧文誌副編集委員長 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

欧文誌編集委員 財務 石森　浩一郎 （北海道大学大学院理学研究院）

欧文誌編集委員 ABA委員 片岡　幹雄 （奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

欧文誌編集委員 河村　悟 （大阪大学大学院生命機能研究科）

欧文誌編集委員 科研費 神取　秀樹 （名古屋工業大学大学院工学研究科）

欧文誌編集委員 桑島　邦博 （岡崎統合バイオサイエンスセンター）

欧文誌編集委員 小松崎　民樹 （北海道大学電子科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 永井　健治 （大阪大学産業科学研究所）

欧文誌編集委員 国際関係 野地　博行 （東京大学大学院工学系研究科）

欧文誌編集委員 水上　卓 （北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科）

欧文誌編集委員 安永　卓生 （九州工業大学情報工学部生命情報工学研究系）

HP編集委員長 由良　敬 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）

HP編集委員 北尾　彰朗 （東京大学分子細胞生物学研究所）

HP編集委員 和沢　鉄一 （東北大学大学院工学研究科）

HP編集委員 金城　玲 （大阪大学蛋白質研究所）
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