
2021年度第 5回（一社）日本生物物理学会理事会議事次第 

日時：2022年 3月 26日（土）12：45～16:00 

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 17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 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 村田 武士 理事 柳澤 実穂 

理事 山下 敦子   

 

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 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） 

東北支部長 田中 良和（兼任） 

関東支部長 高橋 浩 

中部支部長 鈴木 健一 

中国・四国支部長 松木 均 

 

陪席者: 

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： 

1．2021年度年会報告（田中）：報 1 

2．2022年度年会準備状況（相沢）：報 2 

3．2023年度年会準備状況（神取）：報 3 

4．出版委員会報告（佐甲）：報 4 

5．男女共同参画・若手支援委員会報告（今田）：報 5 

6．賞・助成金推薦委員会報告（佐甲）：報 6 

7．滞納 3年以上の会員への督促結果報告（田端）：報 7 

8．広告について （小島・村田）：報 8 

9．企業支援WG報告（小島）：報 9 

10．地区報告 

  東北（田中） 

  関東（高橋） 

  中部（鈴木） 

  中国・四国（松木） 

その他  

 

審議事項： 

1．2023・24年度会長候補の選出（野地） 

2．2022年度事業計画（案）（野地）：議 2 

3．2022年度予算（案）（山下）：議 3 

4．出版委員会関連議題（佐甲）：議 4 

5．男女共同参画・若手支援委員会関連議題（今田）：議 5 

6．BPPB論文賞選考委員の承認（野地）：議 6 

7．学生会費無料化の PRパンフレットの作成について（寺川）：議 7 

8．終身会員の承認について（野地）：議 8 

9．名誉会員推薦について（野地） 

 

その他  

 

連絡事項： 

1．次回理事会日程について（野地） 

2022年度定時社員総会・第 1回理事会 

日時：2022年 6月 18日（土） 

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 17名により過半数を超えた。 

 

報告事項： 

１．2021年度年会報告 (田中)：報１ 

田中(良)氏より 2021年度の年会実施における支出・収支について報告された。 

 

⚫ 収支差額 黒字 となった旨が報告された。 

 

２．２０２２年度年会準備状況 (相沢)：報２ 

相沢(智)氏より、２０２２年度の年会準備状況について報告された。 

 

⚫ 開催概要について、ハイブリッド形式で、2022 年度年会のキャッチフレーズ、「集え！北へ！函館へ！ 

Let's meet! In the North! In Hakodate!」を謳う旨が報告された。 

⚫ シンポジウム採択通知まで行った。 

⚫ 4月下旬から参加登録が開始される旨が報告された。 

⚫ 企業協賛は、展示 50件、ランチョンセミナー12件で予算案を作成する旨が報告された。 

⚫ 企業協賛について、２０２２年３月１０日に協賛企業向け説明会を実施し、約 20 社の参加申し込みが

あった旨が報告された。 

⚫ 企業協賛について、展示申込企業 3 社、検討中 7 社、ランチョンセミナーへの参加検討中 1 社となっ

ている旨が報告された。 

⚫ 懇親会について、ポスター・展示会場でのミキサー形式で 1日目と2日目に実施予定。懇親会参加費

を無料にし、アルコール 1本、おつまみ程度を無料提供する予定である旨が報告された。 

⚫ 一般演題 (ポスター) の学生発表賞審査について、1, 2日目に発表義務時間 16:30-19:00 (奇数

60分、偶数 60分 (それぞれ対面)、Zoom30分 (オンライン参加者に向けて) を予定) で実施する

旨が報告された。 

⚫ 受付・演題登録システムについて、中西印刷 ORSAMを採用して準備中である旨が報告された。 

⚫ ハイブリッド要旨集 (Web プログラム) について、従来通りの紙冊子でのプログラム (要旨無) は配

布予定である旨が報告された。 

⚫ Web プログラムは、アトラス社 Confit または中西印刷 ORSAM Portal のいずれかで検討中である

旨が報告された。 

⚫ 総会シンポジウムについて、2日目 12:35-13:35 (60分) で実施予定である旨が報告された。 

⚫ 高校生、高専生 (本科 1-3年) の一般演題発表の勧誘を積極的に行う旨が報告された。 

⚫ 菊川氏より採択シンポジウム数が全 39件 (一般 22件、共催 17件) となった旨が報告された。 

 

３．2023年度年会準備状況 (神取)：報３ 



神取氏より 202３年度の年会準備状況について報告された。 

 

⚫ 会期は 2023 年 11 月 14 日～16 日、場所は名古屋国際会議場にて、対面あるいはハイブリッド開

催を予定している旨が報告された。 

⚫ 中部支部総会が２０２２年 3月 17日に実施され、小嶋氏よりが準備状況について現状報告を行い、２

０２２年３月２４日に実行委員候補者 (４県 (愛知、岐阜、三重、静岡) 約５０名) にメールで依頼した

旨が報告された。 

 

4．出版委員会報告（佐甲）：報 4 

佐甲氏より出版委員会について報告がなされた。 

 

⚫ 生物物理誌編集委員会からの報告について 

２０２１年６１巻のアクセス状況とアクセスランキングについて、PDF のダウンロード数が会員数よりもか

なり多く、非会員の利用が多いと考えられる旨が報告された。 

⚫ BPPBからの報告について 

➢ 日本物理学会誌 (2022年 3月号) へ BPPBの宣伝を行った旨が報告された。 

➢ Biophysical Reviews誌アナウンスの open access化について、中村氏が BPPB誌に関する記事

をオープンアクセスにした旨が報告された。 

⚫ ウェブサイト編集委員会からの報告について 

➢ 年会の広報・情報発信は学会 SNSアカウントを活用する旨が報告された。 

➢ 学会サイト全般の修正として、分野別専門委員の方々から頂いた原稿を基に「生物物理のテーマ」７

項目の更新を行った旨が報告された。 

 

5．男女共同参画・若手支援委員会報告（今田）：報 5 

今田氏より男女共同参画・若手支援委員会について報告がなされた。 

 

⚫ ２０２２年度函館年会における理事会担当について議論をし、若手奨励賞、学生発表賞、IUPAB 

award (後程審議事項) について話し合った。 

⚫ 生物物理若手の会夏の学校の開催報告について議論した。 

➢ 寺川氏より昨年度の若手の会夏の学校開催について詳細な報告がなされ、オンライン開催で参加者

が 311名 (前年度の 250名を大幅に上回る) であった。様々な分野の講師を呼んだ。決裁報告とし

ては、オンライン開催に伴い、収支差額 黒字であった。 

➢ 寺川氏より今年度の若手の会夏の学校開催について詳細な報告がなされ、2022 年 8 月 30 日～９

月２日、ぎふ長良川温泉ホテルパークにて開催予定。開催方法はハイブリッド、講師の先生の女性比率

を上げる見込みである旨が報告された。 

➢ 今年度若手の会夏の学校開催にあたって、親学会から 30 万円の支援 (例年通り) をいただきたい

との要望があり、男女共同参画・若手支援会では認められた。 



 

→理事会にて承認された。 

 

⚫ 生科連における日本学術会議の会員選考方法についての報告がなされた。 

⚫ サブグループ活動の募集を開始した旨が報告された。 

 

6．賞・助成金推薦委員会報告（佐甲）：報 6 

佐甲氏より賞・助成金推薦委員会について報告がなされた。 

⚫ 第５３回内藤記念科学振興賞 安藤敏夫氏 (金沢大) 受賞 

⚫ ２０２２年度山田科学振興財団研究援助 ３名推薦済 (太田氏、坂内氏、鈴木氏) 

⚫ 第１９回江崎玲於奈賞 1名推薦済 (谷口氏) 

⚫ 第１９回日本学術振興会 現在推薦者 (須藤氏) について理事会にてメール審議中  

⚫ 第１３回育志賞 推薦受付中 

 

7．滞納 3年以上の会員への督促結果報告（田端）：報 7 

田端氏より滞納３年以上の会員への督促結果が報告された。 

 

8．広告について （小島・村田）：報 8 

小島氏、村田氏より広告収入に関する過去１３年分の推移について報告がなされた。 

 

9．企業支援WG報告（小島）：報 9 ０４：１５：４２ 

小島氏より企業支援WG活動について報告がなされた。 

⚫ 函館年会企業支援のためのオンラインブレストを 2022年 2月 19日に開催した。 

⚫ リバネス・丸氏 (リバネス創業者) とのオンライン会談を 2022年 3月 23日に開催した。 

 

10．地区報告 

東北（田中）：田中(良)氏より、東北支部活動に関して報告がなされた。 

⚫ ２０２１年度 北海道支部―東北支部合同例会をオンラインにより開催した (2年連続)。 

⚫ ２０２２年度より以下のとおり役員交代した。 

支部長：中林孝和氏 (東北大) 

幹事：田中良和氏 (東北大) 

幹事：吉田一也氏 (山形大) 

会計：田原進也氏 (東北大) 

 

関東（高橋）：高橋浩氏より関東支部活動報告がなされた。 

⚫ ２０２２年３月２日に第１１回関東支部会をオンライン開催した。 

⚫ ２０２１年度関東支部会会計決算案について、２年連続でオンライン開催であったことに伴い、会計は



黒字との報告がなされた。 

⚫ ２０２２年度次回大会は、東京農工大で対面での開催予定である。 

 

中部（鈴木）：鈴木氏より、２０２２年３月１７日に中部支部会研究発表会を開催した旨が報告された。 

 

中国・四国（松木）：松木氏より次回支部会開催に関する報告があり、2022年5月２８日にオンライン開催

予定。実行委員長は須藤氏 (岡山大)。詳細なアナウンスは学会のメーリングリストを通して行う予定であ

る旨が報告された。 

 

その他  

休憩：１５分 

 

 

審議事項： 

1．2023・24年度会長候補の選出（野地） 

野地氏より、次期会長候補の選挙結果について以下のとおり伝えられた。 

 

次期会長候補 3名として、以下の方々が理事会により選出された。 

永井 健治氏 

高橋 聡氏 

佐甲 靖志氏 

 

2．2022年度事業計画（案）（野地）：議 2 

野地氏より２０２２年度事業計画 (案) 最終確認が行われた。 

 

3．2022年度予算（案）（山下）：議 3 

山下氏より２０２２年度予算 (案) の最終確認がなされた。 

 

4．出版委員会関連議題（佐甲）：議 4 

佐甲氏より生物物理誌編集委員会および BPPBからの審議事項の提案について説明がなされた。 

⚫ 記事の引用・転載に関する取り決めを明らかにするため、投稿規定等の改訂を行う。 

 

→理事会にて承認された。 

 

⚫ 「生物物理」執筆者が原稿を投稿する際のチェックリストシステムを設ける 

  

→理事会にて承認された。 



 

⚫ iThenticate Similarity Checkによる類似度 (重複度) チェックに関する承認事項 2点 

➢ Similarity check を利用するための「生物物理」のアカウントを取得する。 (BPPB においては、

石渡編集長時に取得済みであり、すでに similarity checkが運用されている) 

➢ 発生する費用については学会が負担する。(年間 1万円以下の負担額) 

 

→理事会にて承認された。 

 

⚫ JSTのプレプリントサーバーJxivについて 

➢ arXiv, bioRxiv, ChemRxiv, medRxivに続いて、Jxivを追加することを認めてもらいたい。 

➢ 投稿規定の一部改訂を認めてもらいたい。 

 

→理事会にて承認された。 

 

⚫ 中西印刷との契約について、業務内容を整理して明示することを承認してもらいたい。 

 

→理事会にて承認された。 

 

5．男女共同参画・若手支援委員会関連議題（今田）：議 5 

今田氏より年会における各賞の審査方法について議題提案がなされた。 

 

⚫ 若手奨励賞について 

➢ 審査方法に関して現行のままでいく 

     

    →理事会にて承認された。 

 

➢ IUPAB awardに関して、年会で IUPAB award (1名 賞金$200, 若手奨励賞相当) を出す

ことを認めてもらいたい。 

 

    →理事会にて承認された。 

 

⚫ 学生発表賞について 

➢ 審査に関して、連続複数回受賞を規制する。 

 

    →理事会にて承認された。 

 

➢ 函館年会での方法について 



・コロナで現地に来られない学生のオンライン発表を認める。 

・ポスター時間の直後にオンライン時間を設け、審査する。 

    

   →理事会にて承認された。 

 

➢ IUPAB student awardに関して年会で IUPAB student award (3名 賞金$100) を出す

ことを認めてもらいたい 

 

   →理事会にて承認された。 

 

6．BPPB論文賞選考委員の承認（野地）：議 6 

野地氏より、第１１回BPPB論文賞選考委員について、以下４名に就任依頼をし、快諾いただいた件につい

て承認確認がなされた。 

 

⚫ 飯野 亮太 氏(分子研) 

⚫ 田中 良和 氏(東北大) 

⚫ Florence Tama 氏(理研) 

⚫ 山下 敦子 氏(岡山大) 

 

→理事会にて承認された。 

 

7．学生会費無料化の PRパンフレットの作成について（寺川）：議 7 

寺川氏より学生会費無料化 PRのパンフレット作成についての承認確認がなされた。 

 

  →作成方針について理事会にて承認され、寺川氏に対し修正依頼があった。 

 

8．終身会員の承認について（野地）：議 8 

野地氏より終身会員について承認依頼がなされた。 

終身会員適用申請 1件について、適用が承認された。 

 

9．名誉会員推薦について（野地） 

野地氏より名誉会員の推薦について、現在推薦者はいないが、随時受け付けている旨が報告された。 

 

 

連絡事項： 

1．次回理事会日程について（野地） 

2022年度定時社員総会・第 1回理事会 



日時：2022年 6月 18日（土） 

場所：オンライン開催 

 

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 16:00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 3月 26日 

 

一般社団法人 日本生物物理学会 2021年度第 5理事会 

 

代表理事      野 地  博 行  （印） 

監事          神 取  秀 樹  （印） 

 


