
平成 21 年度第 3 回日本生物物理学会運営委員会議事録 

日時 平成 21 年 6 月 6 日（土）13 時〜 

場所 名古屋大学付属病院 病棟８階大会議室 

出席者：曽我部、片岡、神取、原田、相沢、有賀、伊藤（悦）、今田、葛西、金城、栗原、

佐甲、貞包、諏訪、辰巳、光岡、船津、山縣、桑島、七田、石渡、石島、永山、高橋（美） 

 

報告事項： 

1． 平成 21 年度年会準備状況(伊藤) 

資料（報 1）に基づいて、2009 年 10 月 30 日―11 月 1 日に徳島で開催予定の第 47

回 年 会 の 準 備 状 況 に つ い て 、 実 行 委 員 長 の 代 理 と し て 伊 藤 氏 に            

より報告が行われた。まず、5 月 15 日の参加登録受付開始が夕方にまで遅れたこと、

および、システムの設定ミスにより、2 件の登録を消してしまい再登録してもらう不備

あった点について報告がなされた。続いて、JTB によるエントリーシステムによりクレ

ジットカード決済が可能であること、外国からの事前参加登録が可能となっていること、

受け付け締め切りを 6 月 12 日金の正午までに延長されたことが報告された。ランチョ

ンセミナーについて、現時点で 6 件の予定があり、さらに年会負担の男女共同参画                     

若手シンポジウムが 1 件予定されていることが報告された。シンポジウムについては公

募シンポジウム 22 件とサレライトミーティングとして科研費シンポジウムが開催され、

合計 23 件が決定された。 

エー・イー企画からの連絡に基づいて、企業によるポスター展示を認めてほしいとい

う提案がなされ、運営委員会により承認がなされた。 

次回仙台年会への引き継ぎ事項として、託児所について県の条例により小学生の受け

入れができないにもかかわらず小学生の預かり依頼が 1 件あり、有料の託児所を紹介し

たことが報告された。 

 

2． 平成 22 年度年会準備状況（石島） 

資料（報 2）に基づいて、仙台で開催予定の第 48 回年会の準備状況について、実行

委員長の鈴木氏の代理として石島氏により報告が行われた。開催地、日時、役割分担が

決定され、2010 年 9 月 22-24 日に東北大学川内キャンパスで行われることが報告され

た。また、会場の都合でポスター発表ができないためすべて一般講演となる予定である

こと、その際の問題点として大きな分類が二つ同時に開催されてしまうことなどが報告

された。その他に懇親会会場は 3 か所仮予約していること、業務委託は名鉄観光とＪＴ

Ｂに打診中であることが報告された。 

 

3． 出版委員会報告（神取） 

午前 11 時より開催された出版委員会での審議内容について、出版委員長より概要の



報告がなされた後、各委員から詳細な説明が行われた。 

 まず委員長より、資料（報３）に基づいて予稿集の在庫状況と本年度の予定について

報告がなされた。生物物理のジャーナルアーカイブの公開が第一号から始まったことが

報告された。 

 邦文誌「生物物理」について、会誌編集委員長より 2 点の提案がなされた。まず、10

月に開催予定の編集委員会を徳島年会前日に行うという提案がなされ、運営委員会とし

て承認された。次に、来年度生物物理の 50 周年記念として特集記事を生物物理誌に特

集記事をつくること、企画委員として 5 名（片岡氏、木寺氏、太田氏、本田氏、七田氏）

を選出するという提案がなされ、どちらも運営委員会により承認された。 

 欧文誌「BIOPHYSICS」について、欧文誌編集委員長の石渡氏により、現状報告と、

出版委員会で議論された英文投稿規程の改訂についての報告がなされた。出版委員会で

の議論に基づいて、Editorial board の追加候補として 7 名（猪飼篤氏（東工大）、川戸

佳氏（東大）、加茂直樹氏（北大）、後藤祐児氏（阪大）、岡本祐幸氏（名大）、豊島陽子

氏（東大）、栗原和枝氏（東北大））が選出されたこと、およびこれまで記載されていた

分野別専門委員については、レフリー候補者として記載から外すことが出版委員会とし

て承認されたことが報告された。以上の改訂案について運営委員会により承認された。 

 

4． 男女共同参画・若手問題検討委員会報告（原田） 

午前 11 時より開催された男女共同参画若手問題検討委員会での審議内容について、

男女共同参画・若手問題検討委員会委員長より報告が行われた。最初に、徳島年会にて

若手問題に注目したシンポジウムを行うこと、そこでの講演者として、大阪大学産学連

携推進本部イノベーション創出部イノベーション人材育成部門客員准教授の川端千賀

氏、および、ポスドクに就職紹介をする事業などを行う株式会社リバネスの代表取締役

である丸幸弘氏の 2 名の選出がなされたことが報告された。その際に、年会シンポジウ

ムの参考資料として、リバネス社の発行する冊子を予稿集に同封して会員に送りたいと

いう提案がなされた。原田氏よりリバネス社の活動について詳細な説明がなされ、議論

の結果、承認された。講演者を呼ぶ費用については学会から、弁当代については年会か

ら捻出する旨の確認がなされた。 

そのほかに、年会参加登録者の性別の情報を毎年集めてはどうかという提案がなされ

た。また、委員からの意見として、女性の数値目標に対して男性のコンペティションを

どうするかという問題提起がなされた。 

 

5． 男女共同参画学協会連絡会報告（原田） 

資料（報 5）に基づいて、男女共同参画・若手問題検討委員会委員長より 3 月 25 日

に行われた男女共同参画学協会連絡会・第七期第 2 回運営委員会の報告がなされた。大

規模アンケート報告書の翻訳事業と調査結果の著作権問題について、および規約改定に



より分担金制度を制定し学会の規模に応じて負担することついて報告がなされた。また、

大規模アンケートは分析結果をまとめて国への提言をしていくことが目的であり、それ

に対して生物物理学会として積極的に委員を出し、学協会連絡会としての提言をまとめ

ていくという提案がなされた。 

 

6． 国際生物学オリンピック組織委員会報告（原田） 

資料（報 6）に基づいて、原田氏により 4 月 23 日に行われた国際生物学オリンピッ

ク日本委員会第 5 回組織委員会の報告がなされた。昨年度の決算報告および事業計画に

ついての説明ののち、次年度の生物チャレンジ 2009 についての準備状況についての報

告がなされた。今後の検討課題として、組織委員会のなかに幹事会をつくり、当学会と

して積極的に関わるか否かという問題提起がなされた。曽我部会長より、要請がきたら

また議論する旨が確認された。 

 

7． 広告関係(伊藤) 

資料（報 7）に基づいて、広告担当の伊藤氏により「生物物理」会誌の広告について

の報告がなされた。本年度の 6 月分の広告費は一昨年度の約半分にまで落ち込み、広告

キャンペーンの成果がまだ出てきていないこと、企業が学会との距離を置きはじめてい

ることが報告された。ホームページ委員の石島より、ホームページのみの広告を希望す

る企業があるとの意見がだされた。 

 

8． 会計監査報告（曽我部） 

資料（報 8）に基づいて、昨年度の決算についての監査結果の報告がなされた。三宅

氏、阿久津氏に監査を依頼した結果、内容には問題なく妥当であると認められたと報告

された。ただし、財務報告をもっとわかりやすい形で記述せよとの指摘があったと報告

された。 

 

9． 日本学術会議関連報告（永山） 

資料（報 9）に基づいて、永山氏より日本学術会議についての報告がなされた。生物物

理分科会の委員長に曽我部氏、副委員長に難波氏、幹事に原田氏が選出され決定したこ

と、ＩＵＰＡＢ委員長に永山氏、副委員長に曽我部氏が選出され決定された旨が報告さ

れた。また、第 21 期の活動方針について、グローバル化、人材育成などの報告がなさ

れた。人材育成の活動方針の文面について、委員より指摘がなされた。 

 

10．IUPAB/ABA 関連報告 

永山氏により IUPAB および ABA の活動についての報告がなされた。2011 年 10 月に開催

される国際会議のプログラムスピーカーが未定であること、専門委員により推薦を受けるこ



とが報告された。ABA については、日本から二人の運営委員会の代表を出す必要があるが、

現在は永山氏が President であるため片岡氏と曽我部氏の 2 名が委員となっていることが報

告され、任期についての規定はないが、2, 3 年という短い期間での交代は難しいこと、次回

の ABA インド大会は 2 年後であることなどを踏まえて、今後も現状の体制を続けるとの議

案が出され、運営委員会により正式に承認された。 

 

11．支部報告（相沢） 

資料（報 11）に基づいて、相沢氏により北海道支部の年次報告がなされた。支部会とし

て 24 の演題が開かれ、支部講演が年に 5 回、さらに合同シンポジウムを行うなどの活

動報告と、昨年度の会計報告がなされた。 

 

12．会員関連報告（諏訪） 

資料（報 12）に基づいて、庶務担当の諏訪氏により会員関連の報告がなされた。男女

の性別情報およびメールアドレス情報についての集計結果と、不明会員が多いという問

題点が報告された。続いて会費滞納の現状と催促作業についての説明がなされた。 

 2010 年の学会名簿作成についての検討項目として、調査票の確認について断り書きを

明記・公示することにより返事のない会員情報を開示できるようにすること、及び、年

会登録時の会員情報を学会の会員データに反映させるとの提案がなされた。その際の開

示情報としては会員番号、氏名、所属に加えて E-mail アドレスを含めるべきとの意見が

出された。来年の 1 月までにアクションプランを提出する旨が確認された。名簿作成担

当委員として庶務と副会長に加えて出版委員長の神取氏の 3 人で行うことが提案され、

運営委員会として承認された。 

 

13．その他 

学会の法人化について会長より報告がなされ、当分様子をみることが確認された。ま

た、昨年度の確定申告についての報告と、それに関連して他団体での税務状況について

の意見交換がなされた。 

本年度 6 月に京都で行われる国際生理科学会議についての報告が曽我部氏よりなされ

た。当学会主催のシンポジウムを１件開催する協力を行うことが 3 年前に承認済みであ

ること、そこでかかる費用として外国人講演者の滞在費旅費などが当学会負担であるこ

とが確認された。 

 

議題： 

1．平成 22 年度予算案（船津） 

資料（議 1）に基づいて、日本生物物理学会平成 22 年度収支予算案が会計の船津氏に

より報告された。まず、経理からのお願いとして、年会の黒字収入の入るタイミングが



会期よってばらつきがあり、12 月にずれこむと年度中の会計が難しいこと、そのため、

年会の会計を次の年度に送るという提案がなされた。それについて、税法上の問題は生

じないのかといった疑問が委員より出された。収入については、広告収入が落ち込むこ

と、名簿作成用の積立金を取り崩すことなどが報告された。支出については出版委員会

報告での議決により編集費用が減ること、名簿作成費用の見積もりが会員情報の集計次

第によって上下すること、会誌 50 周年企画用の特別費用ついてなどが報告された。 

昨年度会計の中間報告は資料が間に合わず次回の委員会で報告されること、および平

成 22 年度予算案の承認についても次回の委員会で再度議論されることが確認された。 

 

2．ホームページ委員会について（石島） 

 ホームページ（以下 HP）担当の石島、相沢の両氏により、資料（議 2）に基づいて報

告が行われた。まず石島氏より、HP の研究紹介について日本語版 3 件、英語版 1 件の

提出がなされたとの報告が行われた。次に相沢氏により、HP ニュースのメール配信シ

ステムの詳細案についての報告が行われた。前回の委員会で承認されたとおり、会誌の

ニュース記事を HP とメーリングリスト(ML)に移行すること、１か月に一度お知らせメ

ールを配送すること、その配信の文面例などの説明が行われた。また問題点としてメー

ル配信時に終了しているイベントが含まれる点が挙げられたが、出版委員会での議論に

より残すこと、また終了している可能性があるため最新情報については HP を参照する

旨の文章をメール文面に挿入することが確認された。 

 続いて、午前中の出版委員会での議論に基づいて、出版委員長より、会員管理の電子

化についての提案が行われた。具体的には、会員情報の管理、投票率の向上、セキュリ

ティの問題、ＨＰ委員の負担、その他複雑な秘書業務の問題を回避するために、それら

を現状会員情報を管理している中西印刷に一元管理を依頼するという提案が行われた。

現状では、多元管理による会員情報のたらいまわしによるセキュリティの低下や、ML

のアドレス情報更新の不具合により名誉会員へメールの不達問題があったことなどの問

題点が挙げられ、それらは一元管理により解決が見込まれると報告された。意見として、

他学会では個人のポータルサイトを作成し名簿情報や投票を管理していること、また、

管理権限の集中による危険性についても危惧された。まずは中西印刷に業務が可能であ

るかどうか、また予算について問い合わせることが確認された。 

その他に、若手奨励賞についてのページを HP の１ページ目に乗せて目立たせたほう

がよいとの意見がだされた。 

 

3．若手共同参画・若手問題検討委員会の活動内容について 

 会員からの意見に基づいて、原田氏により若手奨励賞以外に、女性のための賞を設立

してはどうかとの提案が行われた。議論の結果、年会主催としての賞には反対だが、ス

ポンサー（個人の助成や私立の基金）が出資して設立するなら問題がないとの意見がま



とめられた。 

 また、若手奨励賞の第一審査の人数を 5 名から 10 名に変更することと審査日程が報

告された。 

 

4．若手夏の学校援助金について 

 2009 年 7 月 31 日～8 月 3 日に北海道で開かれる生物物理若手の会夏の学校の開催の

ため、10 万円の援助金の要請があることが原田氏より報告された。北海道での開催なの

で参加者に旅費の援助を行う予定であること、これ以外にも北海道支部から 50 万円の旅

費支援を行うなどの説明があったが、資料に不足があったため曽我部会長による補足説

明が口頭で行われた。その説明に基づいて、学会より 10 万円の援助を行うことが承認さ

れた。若手の会の会計資料については、後日メールにて運営委員全員に送られた。 

5．平成 22・23 年度学会委員選挙要項（辰巳） 

 選挙担当より、学会誌 3 号に選挙書類を同封したこと、締切が 6 月 30 日であること

が報告された。 

 

6．平成 23 年度年会開催地について（曽我部） 

 資料（議 6）に基づいて、会長の曽我部氏より次回年会開催地についての提案がおこ

なわれた。会員からのアンケート結果に基づいて、名古屋と大阪に票が集まったこと、

ただし大阪は第 44 回の沖縄年会を開催したので除外することが報告された。それ以外に

地方の活性化案として、広島、金沢富山福井、奈良、兵庫などの提案が行われた。実行

委員長に加えて実動部隊としての人員がいるかどうかが重要との意見がだされ、金沢に

は実動部隊が少ない、奈良は人員が多いが観光シーズンなため宿泊施設が不足すること、

兵庫には神戸大、姫工大など人員が多いことが挙げられた。 

注意点として、2011 年 10 月 29 日から 11 月 2 日に北京で行われる IUPAB 会議と日

程がかぶらないようにすること、逆にその前後で行えば外国人講演者を呼びやすいこと、

外国人にアピールするには奈良開催が魅力的であることなどの意見が出された。 

次回の運営委員会までの間に候補地の会員と交渉して決めることが確認された。 

 

連絡事項： 

1. 次回運営委員会日程について（曽我部） 

2009 年10 月10 日（土）13 時～名古屋大学付属病院 病棟7階会議室 

（11 時より出版委員会、男女共同参画・若手問題検討委員会開催連絡事項） 

 


