
2021年度第 1回（一社）日本生物物理学会理事会議事次第 

日時：2021年 6月 19日（土）14：20～18：10 

場所：東京大学（オンライン開催） 

 

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 片山 耕大 

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 西坂 崇之 理事 村田 武士 

理事 柳澤 実穂 理事 渡邉 力也 

 

監事: 監事総数 2 名 出席監事 1 名 

監事 神取 秀樹   

 

オブザーバー:  

邦文誌編集委員長 

2021年度年会委員長 
高橋 聡 

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（理事と兼任） 

2019・2020年度理事 原田 慶恵 

2019・2020年度理事 須藤 雄気 

2019・2020年度理事 小松崎 民樹 

2019・2020年度理事 秋山 良 

2019・2020年度理事 秋山 修志 

2019・2020年度理事 大上 雅史 

2019・2020年度理事 岡田 眞里子 

2019・2020年度理事 上久保 裕生 

2019・2020年度理事 北尾 彰朗 

2019・2020年度理事 細川 千絵 

2019・2020年度監事 笹井 理生 

東北支部長 田中 良和（理事と兼任） 

関東支部長 高橋 浩 

中国四国支部長 松木 均 



陪席者: 

BPPBサポートスタッフ 佐藤 正子 

学会事務局 向井 牧子 

 

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．定時社員総会の報告（野地） 

2．2021年度年会準備状況（高橋聡） 

3．2022年度年会準備状況（相沢） 

4．2023年度年会準備状況（神取） 

5．出版委員会報告（佐甲） 

6．男女共同参画若手支援関連報告（今田） 

7．会員除籍と会員数の報告（田端） 

8．地区報告 

 東北支部（田中） 

 関東支部（高橋浩） 

 中国・四国支部（松木） 

その他 

 

審議事項： 

1．会長・副会長の選任（全理事） 

2．出版委員会関連議題（佐甲） 

3．第 10回 BPPB論文賞 授賞論文の承認について（野地） 

4．準会員に関する細則・運用と学生会員の入会金・会費について（野地） 

5．会員総会シンポジウムについて（野地） 

その他 

 

連絡事項： 

1．次回理事会日程について（野地） 

2021年度第 2回理事会 

日時：2021年 9月 

場所：オンライン 

 

  



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．定時社員総会の報告 

野地博行氏より 2021年度定時社員総会について以下の報告があった。 

⚫ 第 1号から第 7号のすべての議案が承認された。 

⚫ 2021年度の事業計画、収支予算の報告があった。 

 

２．2021年度年会準備状況（高橋聡） 

高橋聡氏より 2021年度の年会準備状況の報告があり、大会の開催方法はオンラインに変更

された旨が報告された。 

⚫ スケジュールについて 

➢ 演題登録期間：6月 28日～7月 30日 

➢ 参加登録期間 

前期：6月 28日～9月 30日 

後期：10月 1日～11月 9日 

➢ 予稿集オンライン公開：10月 26日 

➢ 開催期間：11月 25日～27日 

 

⚫ シンポジウムについて 

➢ 大会の開催方法がオンラインに変更されたが、これに伴う辞退はなかった。 

➢ シンポジウムの共催費は半額とした。 

➢ サテライトシンポジウムを前日に開催する。共催シンポジウムと同額。 

 

⚫ オンライン開催プラットフォームについて 

➢ 前年に引き続き、Confitを採用する方向。 

➢ 2021 年度、高校生向け市民講演会の開催日時は 11 月 23 日に決定。開催方法

はオンライン。 

 

３．2022年度年会準備状況（相沢） 

相沢智康氏より 2022年度の年会準備状況の報告があった。 

➢ 開催地：函館アリーナと市民会館 

➢ 会期：9月 28日～9月 30日 



４．2023年度年会準備状況（神取） 

神取秀樹氏より 2023年度の年会準備状況の報告があった。 

➢ 開催候補地：名古屋国際会議場 

➢ 開催候補時期：10月中旬～11月上旬 

 

５．出版委員会報告（佐甲） 

⚫ 佐甲靖志氏より生物物理誌の出版状況について報告があり、昨年度 25編 176頁から、

今年度は現段階において 13編 126頁、増加傾向にある旨が報告された。 

⚫ 佐甲靖志氏より科研費の 2020 年度実績報告書 (実支出額：390 万円全額使用) お

よび 2021年度交付申請書 (交付予定額：410万円) を提出した旨が報告された。 

 

６．男女共同参画若手支援関連報告（今田） 

⚫ 今田勝巳氏より引き継ぎ事案として、新メンバーの理事会役割分担について決定した旨が

報告された。 

⚫ 今田勝巳氏より年会シンポジウム、「男女共同参画・若手支援シンポジウム」「キャリア支

援シンポジウム」の準備状況について順調に進んでいる旨が報告された。 

 

７．会員除籍と会員数の報告（田端） 

田端和仁氏より一般会員数が減少傾向である旨が報告された。 

 

８．地区報告 

東北支部（田中） 

⚫ 田中良和氏より東北支部サーバー契約更新に 17,974円の使用があった旨が報告され

た。 

⚫ 田中良和氏より北海道支部と東北支部の合同例会をオンラインで 2021年 3月 8日に

開催し、優秀発表賞 6名の副賞費用として 11,743円の使用があった旨が報告された。 

 

関東支部（高橋浩） 

⚫ 高橋浩氏より 2022年 3月に支部講演会を対面式で開催を検討している旨が報告され

た。 

 

中国・四国支部（松木） 

⚫ 松木均氏より、2021 年 5月 22日に中国四国支部大会をオンラインで開催した旨が報

告された。 

⚫ 松木均氏より中国・四国支部の収支に関して、次期繰越金は 341,900 円との報告があ

った。 



審議事項: 

1．会長・副会長の選任（全理事） 

2021-2022 年度生物物理学会会長に野地博行氏、副会長に今田勝巳氏と佐甲靖志氏を

それぞれ選任することが承認された。 

 

2．出版委員会関連議題（佐甲） 

⚫ 中村春木氏より BPPB 誌における文献引用スタイルの簡素化を図ることが提案され、変

更が承認された。 

⚫ 北尾彰朗氏より BPPBの学会web pageの改修計画について提案があり、承認された。 

 

3．第 10回 BPPB論文賞 授賞論文の承認について（野地） 

野地博行氏より第 10回 BPPB論文賞 授賞論文が報告され、承認された。 

 

4．準会員に関する細則・運用と学生会員の入会金・会費について（野地） 

⚫ 野地博行氏より準会員に関する催促・運用変更案が提示され、承認された。 

⚫ 学生会員の入会金・会費の見直しおよび学生支援政策の実施可能性について継続審議

となった。 

 

5．会員総会シンポジウムについて（野地） 

野地博行氏より、会員総会シンポジウムについて発議され、継続審議となった。 

 

連絡事項 

野地博行氏より、次回理事会は 9月に開催予定の旨の連絡があった。 

 

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18:10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。 

 

2021年 6月 19日 

 

一般社団法人 日本生物物理学会 2021年度第 1理事会 

 

代表理事      野 地  博 行 （印） 

監事          神 取  秀 樹 （印） 


