2020 年度 日本バイオイメージング学会総会議事要旨
日時:2020 年 11 月 21 日（土） 11:55~12:20
場所:オンライン開催
出席者: 26 名、委任状: 65 名 （会員数 234 名 定足数 47 名）
◯報告事項について
バイオイメージング Vol. 29（1, 2）, P.66-72 の総会資料を利用して、担当理事
より報告があった。
1. 庶務報告
総会資料の通り。
2. 財務報告
2019 年度決算報告 総会資料の通り。
3. 監査報告
総会資料の通り、監査は終了した。
4. 企画委員会報告
総会資料の通り。
5. 和文誌編集委員会報告
総会資料の通り。
6. 欧文誌編集委員会報告
総会資料の通り。投稿規定を刷新し、差し替える。またバックナンバーの電子
化は残り数刊となり目処がたった（小島理事）。

7. ホームページ編集委員会
総会資料の通り。
8. 集会委員会
総会資料の通り。
第３０回学術集会は 2021 年 9 月 9 日（木）〜10 日（金）（公開講座は 11 日
（土））に田中大会長の下、大妻女子大学で開催されることが報告された。公開
講座のテーマは「味と匂いのバイオイメージング」（仮題）で、オンライン配信を
検討している。キャンパスはアクセスも良いので対面で行えることを期待してい
る（田中理事）。
9. 賞選考委員会
総会資料の通り。
2020 年度奨励賞に行方衣由紀氏（東邦大学薬学部）を選出した。
10. 研究助成選考員会
総会資料の通り。
11. 講習会委員会
総会資料の通り。
12. 国際交流委員会
総会資料の通り。
13. 新技術情報委員会
総会資料の通り。
14. 男女共同参画委員会
総会資料の通り。
本年度は新型コロナ感染症のため運営委員会がオンライン開催されたり、ま
た企画が中止になったりしている（洲崎理事）。

→→ 各委員会事業報告、財務報告案は承認された。
◯審議事項について
1. 2021 年度の予算案 （太田理事）
総会資料のように、承認された。2021 年度予算には次回学術集会が 30 周年
を迎えることから 100 万円の予算を別に組んでいる（太田理事）。
2. 人事

（船津会長）

添付資料のように 2021 年 1 月以降の人事案が提案され、承認された。
3. その他
特になし。
以上

２０２１年度役員
１．役員
１）評議員（２０２２．１２．３１まで）
（現員３８名）
荒井 祐仁、池水 信二、大塩 力、太田 善浩、岡 浩太郎、加藤 薫、加藤 晃一、加藤 有介、
川西 徹、菊地 和也、朽津 和幸、小島 正樹、齋野 朝幸、洲崎 悦子、鈴木 和男、鈴木 亮、
曽我 公平、竹本 邦子、立野 玲子、田中 直子、田之倉 優、鶴旨 篤司、寺川 進、冨田 光子、
永井 健治、中村 岳史、中山 俊憲、根本 知己、橋本 香保子、長谷川 明洋、浜口 幸久、檜
垣 匠、樋口 ゆり子、晝馬 亨、古野 忠秀、宮川 拓也、三井 直人、矢木 宏和
２）監 事（２名：２０２２．１２．３１まで）
木原 裕、船津 高志
３）理 事（１６名：４年任期、２年毎半数改選、評議員により互選）
（現員１５名）
２０２４．１２．３１まで
太田 善浩、岡 浩太郎、加藤 薫、加藤晃一、小島 正樹、曽我 公平、永井 健治、檜垣 匠
２０２２．１２．３１まで
菊地 和也、朽津 和幸、洲崎 悦子、鈴木 和男、鈴木 亮、田中 直子、根本 知己
４）特任理事（２年任期）
（６名まで）
２０２２．１２．３１まで
大塩 力、田之倉 優、浜口 幸久
５）会長、副会長、庶務担当、財務担当（理事により互選：２年任期）
会
副

長：２０２２．１２．３１まで： 岡 浩太郎
会

長：２０２２．１２．３１まで： 加藤 晃一、洲崎 悦子

庶務担当理事：２０２２．１２．３１まで： 加藤 晃一
財務担当理事：２０２２．１２．３１まで： 太田 善浩
２．名誉会員（非役員）
新井 孝夫、荒田 洋治、石村 巽、大木 和夫、柏木 浩、関塚 永一、脊山 洋右、高松 哲郎、
中西 守、南谷晴之、安岡 則武

２０２１年度の各委員会：名簿
○：委員長
１．会

長 ：岡 浩太郎

２．副 会 長 ：加藤 晃一、洲崎 悦子
３．庶

務 ：○加藤 晃一

４．財

務 ：○太田 善浩

５．企

画 ：○鈴木 亮、竹本 邦子、橋本 香保子、長谷川 明洋、
＊公開講座の企画を含む（学術集会付設の公開講座は大会長が企画）

６．バイオイメージング誌編集

：加藤 有介、菊地 和也、〇朽津 和幸、曽我 公平、檜垣 匠、樋

口 ゆり子、宮川 拓也
７．bioimages 誌編集

：朽津 和幸、小島 清嗣、○小島 正樹、斎野 朝幸、洲崎 悦子、寺川 進、

宮川 拓也
８．ホームページ編集 ：岡 浩太郎、小島 正樹、朽津 和幸、〇曽我 公平、檜垣 匠
９．集

会 ：太田 善浩、加藤 薫、立野 玲子、○永井 健治

10．賞 選 考 ：大塩 力、◯田中 直子、田之倉 優、寺川 進、浜口 幸久
11．研究助成選考：〇菊地 和也、鈴木 和男、中山 俊憲、根本 知己
12．講 習 会 ：岡部 弘基、〇加藤 薫、櫻井 孝司、佐々木 章、中村 岳史、企業から（オリ
ンパス、カールツァイス、ニコン、浜松ホトニクス）
13．国 際 交 流 ：木原 裕、○鈴木 和男、鈴木 亮、永井 健治
アドバイザー：A. Wheatley, J. Girkin, F. Maxfield, R. Hoffmann, N. Demaurex, Lowrel
Bolin, D. Ehrhardt, M. E. P. Murphy, W. Dawson, M. Jaconi
＊国際バイオイメージング学会の対応を含む
14．新技術情報 ：荒井 祐仁、加藤 薫、鶴旨 篤司、◯根本 知己、晝馬 亨、三井 直人
15. 男女共同参画：加藤 有介、朽津 和幸、○洲崎 悦子、田中 直子、橋本 香保子、樋口 ゆり
子

