
2022年度第 2回（一社）日本生物物理学会理事会議事次第 

日時：2022年 9月 28日（水）11：50～12:40 

場所：函館市民会館 大会議場 H会場      

          

出席者: 理事総数 19 名 出席理事 16名 （代表理事を含む） 

代表理事（会長） 野地 博行 理事（副会長） 今田 勝巳 

理事（副会長） 佐甲 靖志 理事 相沢 智康 

理事 飯野 亮太 理事 小島 清嗣 

理事 古寺 哲幸 理事 杉田 有治 

理事 田中 良和 理事 田端 和仁 

理事 寺川 剛 理事 永井 健治 

理事 南後 恵理子 理事 西坂 崇之 

理事 村田 武士 理事 渡邉 力也 

    

 

監事: 監事総数 2 名 出席監事 2 名 

監事 石森 浩一郎 監事 神取 秀樹 

 

オブザーバー:  

邦文誌編集委員長 上田 昌宏 

欧文誌編集委員長 中村 春木 

ウェブサイト編集委員長 飯野 亮太（兼任） 

2022年度年会委員長 金城 政孝 

2023年度年会委員長 神取 秀樹（兼任） 

2023年度年会副委員長 小嶋 誠司 

2024年度年会委員 林 久美子 

東北支部長 中林 孝和 

関東支部長 高橋 浩 

中部支部長 鈴木 健一 

 

陪席者: 

学会事務局 向井 牧子 学会事務局 末吉 建太  

 

議長：代表理事（会長） 野地 博行   

議事録作成者: 片山 耕大 

 



報告事項 

1． 2022年度年会報告（金城・相沢）：報 1 

2． 2023年度年会準備状況（神取・小嶋）：報 2 

3． 2024年度年会準備状況（田端）：報 3 

4． IUPAB2024 教育プログラムに関する報告（西坂）：報 4 

5． 出版委員会報告(佐甲)：報 5 

6． 男女共同参画若手支援関連報告（今田）：報 6 

7． ピッチコンテストについての報告（小島）：報 7 

8． 賞推薦（佐甲）：報 8 

9.      地区報告 

東北支部支部（中林） 

関東支部（高橋） 

中部支部（鈴木） 

その他 

 

審議事項 

1． 出版委員会関連議題（佐甲）：議 1  

  その他 

連絡事項： 

1． 次回理事会日程について（野地） 

 2022年度第 3回理事会 

 日時：2022年 11月・12月頃 

 場所：オンライン開催 

 

 

定足数の確認： 

理事会の審議に先立ち、議長・野地博行氏より定足数の報告があった。 

理事総数 19名のうち、出席者 16名により過半数を超えた。 

 

報告事項： 

1. 2022年度年会報告（金城・相沢）:報 1 

相沢氏より 2022年度年会ハイブリッド開催に関する報告が以下の通りなされた。 

⚫ 開催準備初期段階でハイブリッド開催での方針を固め、スムーズに準備を進めた。 

⚫ ハイブリッド開催により、オンサイト発表を断念した参加者がオンライン発表に切替えることができた。 

⚫ 企業展示は合計 41件となった。 

⚫ 参加者数は事前登録の段階で 1690名、当日登録は 38名となった。 

 



2. 2023年度年会準備状況（神取・小嶋）：報 2 

小嶋氏より 2023年度名古屋年会の準備状況について以下の通り報告がなされた。 

⚫ 事前配布資料に実行委員を追記した。 

⚫ 会場は名古屋国際会議場。開催方式はオンサイト開催を予定。 

⚫ ポスター会場と展示会場を同会場にする予定。 

⚫ 立食形式の懇親会会場は別会場 (ホテルなど) を使用予定。 

⚫ 予算案について、3000万円程度で準備を進めている。 

⚫ 趣意書を作成予定。 

 

3. 2024年度年会準備状況（田端）：報 3 

田端氏より 2024年度京都年会の準備状況について以下の通り報告がなされた。 

⚫ 業者選定について、次回の理事会で報告・審議事案にかける予定。 

⚫ 配布資料に業務委託契約の案を追記した。 

⚫ IUPAB予算案の概算は 1億円。 

 

4. IUPAB2024 教育プログラムに関する報告（西坂）：報 4 

西坂氏より IUPAB2024教育プログラムに関する報告が以下の通りなされた。 

⚫ 6/24 (月)～28 (金) IUPAB開催予定 (2023年度名古屋年会から半年後)。 

⚫ 3種類の教育プログラムを設け、それぞれの教育プログラムにセッションが付随する。 

⚫ ABAの副会長に西坂氏が任命。次回 ABA日本開催は 2026年の予定。 

 

5. 出版委員会報告(佐甲)：報 5 

佐甲氏より出版委員会に関する報告が以下の通りなされた。 

⚫ 生物物理和文誌・欧文誌 (BPPB) いずれも出版は順調。 

⚫ 出版担当理事の役割見直しを検討。 

⚫ BPPBについて、以下の変更点を次回理事会にて審議予定。 

① TeXでも入稿できるようにする。 

② 引用文献用のファイルを作成した。 

③ 科研費から支出する。 

④ エディトリアルボードメンバーと編集委員会の役割を分ける。 

⚫ 科研費が今年度で終了となるが、申請条件の変更に鑑み、今年度の新規申請は見送って来年の申

請を目指す。 

 

佐甲氏よりウェブサイト委員会について報告が以下の通りなされた。 

⚫ ウェブサイト委員会の委員の改選を次回理事会で承認する。 

 

6. 男女共同参画若手支援関連報告（今田）：報 6 



今田氏より男女共同参画若手支援委員会の関連事項について報告が以下の通りなされた。 

⚫ 年会中の男女共同参画若手支援委員会会議は未開催。 

⚫ 年会中の男女若手委員担当関連は順調に進行中。 

⚫ 中高生夏の学校へ参加。 

⚫ 学協会連絡会関連のシンポジウム開催予定。 

⚫ 大規模アンケート結果の URL送信。 

⚫ 学術会議がマスタープランの方針変更を検討しており、生科連に対しアンケート依頼が来た。 

 

7. ピッチコンテストについての報告（小島）：報 7 

小島氏よりピッチコンテストについての報告が以下の通りなされた。 

⚫ 本日 19時～20時 30分までアリーナ会場にて開催予定。 

⚫ 応募件数 10件のうち、6件を実施予定。 

 

8. 賞推薦（佐甲）：報 8 

佐甲氏より賞推薦関連について報告 (アナウンス) がなされ、積極的に自薦・他薦を依頼したい。詳細は

配布資料に記載あり。 

 

9. 地区報告 

東北支部支部（中林）：報告事項なし 

関東支部（高橋）：来年 3月第２週にオンサイトで支部会を開催予定。 

中部支部（鈴木）：報告事項なし 

 

審議事項： 

1. 出版委員会関連議題（佐甲）：議 1 

佐甲氏より報告事項案ですでに審議案について説明がなされ、詳細は次回理事会で審議する旨、説明が

なされた。 

 

連絡事項： 

1． 次回理事会日程について（野地） 

 2022年度第 3回理事会 

 日時：2022年 11月・12月頃 

 場所：オンライン開催 

2.      12 時 50 分から論文賞受賞講演が開催されるので、参加を依頼。同時に企業展示ブースへの

参加も依頼 

 

 

その他の発議を求めたところ、格別なしと認められたので、議長は 12:40に閉会を宣言して散会した。 



上記の議決を明確にするため、定款第六章第三十三条の規定によりこの議事録を作成し、代表理事及び

監事が次に記名押印する。 

 

2022年 9月 28日 

 

一般社団法人 日本生物物理学会 2022年度第 2回理事会 

 

代表理事      野 地  博 行  （印） 

監事          神 取  秀 樹  （印） 

監事          石森  浩一郎  （印） 

 


