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2022年 9月 4日 

日本バイオイメージング学会 

会長 岡 浩太郎 

 

会場：大阪大学銀杏会館 

 

議題：2021 年度事業報告、 2022 年度事業経過報告および 2023 年度事業計画 

 

総会議案 

 各委員会より 

１．庶務報告 

２．財務報告 

３．会計監査 

４．企画委員会 

５．バイオイメージング誌委員会 

６．bioimages誌編集委員会 

７．ホームページ編集委員会 

８．集会委員会 

９．賞選考委員会 

  １０．研究助成選考委員会 

  １１．講習会委員会 

  １２．国際交流委員会 

  １３．新技術情報委員会 

  １４．男女共同参画委員会 

  １５．人事 

  １６．その他 

 

各委員会資料 

１．庶務報告（加藤(晃)） 

21年度事業報告 

1） 会報などを各委員会と協力して発送 

2） 会員情報の管理・更新 

3） その他 

 



  22年度事業経過報告 

1） 会報などを各委員会と協力して発送 

2） 会員情報の管理・更新 

3） その他 

 

  23年度事業計画 

1） 会報などを各委員会と協力して発送 

2） 会員情報の管理・更新 

3） その他 

 

２．財務報告（太田）（添付資料 参照） 

21年度財務報告 

1） 収支のまとめ 

2） 会員への会費振込依頼、入金確認 

 

  22年度財務経過報告 

1） 収支のまとめ 

2） 会員への会費振込依頼、入金確認 

3） 学術集会会場での会費徴収 

 

  23年度財務計画 

1） 収支のまとめ 

2） 会員への会費振込依頼、入金確認 

3） 学術集会会場での会費徴収 

 

３．監査（木原、船津） 

1） 会計監査の報告 

 

４．企画委員会（鈴木(亮)） 

21年度事業報告 

1） 賛助会員への勧誘 

2） 第 30回学術集会 記念シンポジウムの企画 

 

  22年度事業経過報告 

1） 賛助会員への勧誘 

 

23年度事業計画 

1） 賛助会員への勧誘 



 

５．バイオイメージング誌委員会（朽津） 

21年度事業報告 

1） 和文誌「バイオイメージング」第 30巻 1号(通巻 88号)、30巻 2号(通巻 89号)を発

行 

2） 和文誌「バイオイメージング」を Web siteで公開、和文誌ホームページの充実 

3） 投稿（研究室紹介等）呼びかけ、特集記事の充実 

 

  22年度事業経過報告 

1） 和文誌「バイオイメージング」第 31 巻 1 号(通巻 90 号)を発行、31 巻 2 号(通巻 91

号)を 2022年 8月に刊行予定 

2） 和文誌「バイオイメージング」の Web-siteでの公開、和文誌ホームページの充実 

3） 投稿（研究室紹介等）呼びかけ、特集記事の充実 

 

  23年度事業計画 

1） 和文誌「バイオイメージング」第 32巻発行 

2） 和文誌「バイオイメージング」の Web-siteでの公開、和文誌ホームページの充実 

3） 投稿（研究室紹介等）呼びかけ、特集記事の充実 

 

６．bioimages誌編集委員会（小島） 

21年度事業報告 

1） Bioimages Vol.29の論文のアップロード 

2） Vol.4（1996）以降のバックナンバーのオンライン化 

   

  22年度事業経過報告 

1） Bioimages Vol.30の論文アップロード準備中 

2） 副委員長の設置 

3） Vol.3（1995）以前のバックナンバーのオンライン化 

 

  23年度事業計画 

1） Bioimages Vol.31の論文アップロード準備中 

2） バックナンバーのオンライン化の継続 

 

７．ホームページ編集委員会（曽我） 

21年度事業報告 

1） 特になし 

 

  22年度事業経過報告 



1） 特になし 

 

  23年度事業計画 

1） 特になし 

 

８．集会委員会（永井） 

21年度事業報告 

第 30回学術集会 

日程： 2021年 9月 9日（木）～ 10日（金） 

会場： オンライン開催 

大会長： 田中 直子 （大妻女子大学 家政学部 食物学科） 

参加費： 一般（正会員・協賛学会員：4,000円、非会員：6,000円） 

    大学院生および学部 5年生以上（学生会員：3,000、非会員：5,000円） 

    学部 4年生以下：無料 

 公開講座「味と匂いのバイオイメージング」 

 日程： 2021年 9月 11日（土）10:00-12:00 オンライン開催 

 

22年度事業経過報告 

 第 31回学術集会 

 日程： 2022年 9月 3日（土）～ 4日（日） 

 会場： 大阪大学銀杏会館 

 大会長： 永井 健治（大阪大学産業科学研究所） 

 参加費： 一般（正会員・協賛学会員：4,000円、非会員：6,000円） 

      大学院生および学部 5年生以上（学生会員：3,000、非会員：5,000円） 

      学部 4年生以下：無料 

 公開講座「オートメーションバイオイメージングの展望」 

 日程： 2022年 9月 5日（月）9:30-10:30 

先端機器見学会・実演会 

 日程： 2022年 9月 5日（月）10:30-12:00   

  

23年度事業計画 

 第 32回学術集会・公開講座 

 日程： 2023年 8月末 ～ 9月 

 会場： 千葉工業大学 津田沼校舎 2号館 

      千葉県習志野市津田沼 JR津田沼駅前 

  形式： 対面式（第 7波の拡大〜収束状況でオンラインの可能性も考慮） 

 大会長： 橋本 香保子（千葉工業大学 先進工学部 生命科学科） 

 副会長： 長谷川 明洋（山口大学大学院 医学部 学術担当） 



      黒崎 直子（千葉工業大学 先進工学部 生命科学科 現地実施企画担当） 

 参加費： 例年に倣う （案） 

      一般（正会員・協賛学会員：4,000 円、非会員：6,000 円） 

      大学院生および学部 5年生以上（学生会員：3,000、非会員：5,000 円） 

      学部 4年生以下：無料 

 公開講座 「未定；（検討中のテーマ）免疫関連〜COVIDー19関連」 

 

９．賞選考委員会（田中） 

21年度事業報告 

1） 奨励賞：小俣 大樹（帝京大学薬学部） 

山本 条太郎（産業技術総合研究所） 

  22年度事業経過報告 

1） 奨励賞：花俣 繁（新潟大学自然科学系・農学部） 

 

  23年度事業計画 

1） 奨励賞について、学会ホームページに推薦のお願いを掲載予定。 

 

１０．研究助成選考委員会（菊池） 

  21年度事業報告 

1） 特になし 

 

  22年度事業経過報告 

1） 特になし 

 

  23年度事業計画 

1） 特になし 

 

１１．講習会委員会（加藤(薫)） 

  21年度事業報告 

1） 特になし 

 

  22年度事業経過報告 

1） 計画中（COVID-19の収束状況などを考慮して開催を検討） 

 

  23年度事業計画 

1） 計画中 

 

１２．国際交流委員会（鈴木(和)） 



  21年度事業報告 

1） 次回国際シンポジウム開催に向けての準備 

 

  22年度事業経過報告 

1） 次回国際シンポジウムの開催に向けての準備 

 

  23年度事業計画 

1） 次回国際シンポジウム開催に向けての準備 

 

１３．新技術情報委員会（根本） 

  21年度事業報告 

1） 特になし 

 

  22年度事業経過報告 

1） 特になし 

 

  23年度事業計画 

1） 特になし 

 

１４．男女共同参画委員会（洲崎） 

  21年度事業報告 

1） 男女共同参画学協会連絡会第 19期運営委員会（オンライン開催）に参加 

2） 第 19回シンポジウム（10月 9日：オンライン開催）に参加 

3） 内閣府理工チャレンジ～女子学生・生徒の理工系分野への選択～リコチャレ応援団 

体として参加、理工系女子応援ネットワークに参加 

4） 女子中高生夏の学校（8月 8日～9日：オンライン開催）において「ポスターキャリ

ア相談」に参加 

 

  22年度事業経過報告 

1） 男女共同参画学協会連絡会第 20期運営委員会（オンライン開催）に参加 

2） 第 20回シンポジウム（10月 8日）開催予定 

3） 内閣府理工チャレンジ～女子学生・生徒の理工系分野への選択～リコチャレ応援団 

体として参加、理工系女子応援ネットワークに参加 

4） 女子中高生夏の学校（8月 7日～8日；オンライン開催）において「ポスターキャリ

ア相談」に参加 

 

  23年度事業計画 

    同様の活動を継続予定 



 

１５．その他 

 

審議事項 

１）第 32回学術集会の準備について 

２）2023年度人事 



日本バイオイメージング学会

一般会計

収入 支出

2020年より繰越 6,661,461 バイオイメージング誌印刷・送付 139,348

利息 10 学術論文英文校正 63,746

会費 1,024,000 通信費 25,173

謝金・人件費 257,500

収入計 7,685,471 男女共同参画 10,000

奨励賞 200,000

HP作成維持費 236,500

雑費 33,159

振込手数料 5,390

第30回学術集会補助金 1,000,000

小計 1,970,816

2022年度への繰越 5,714,655

 支出計 7,685,471

特別会計(国際学会準備金等）

収入 支出

　2020年度より繰越 4,290,669 　2022年度への繰越 4,290,669

収入計 4,290,669 支出計 4,290,669

　会長　　      　岡　浩太郎　印

　理事(財務担当） 太田　善浩　印

2021年度決算書 (2021年1月1日～2021年12月31日）







一般会計

収入 支出

　 繰り越し 5,714,655   バイオイメージング印刷・送付 140,000 広報

   会費 1,000,000 　Bioimages アップロード費 250,000 広報

　ホームページ管理費 236,500 広報

　謝金・人件費 50,000 庶務、会計

　英文校閲費 65,000 編集

収入計 6,714,655 　会議費 10,000 庶務

　奨励賞･研究助成 100,000 賞選考

　男女共同参画（分担金 他） 95,000 男女共同

　学術集会準備金 300,000 集会

　雑費 60,000 庶務・会計

　予備費 5,408,155

支出計 6,714,655

特別会計（国際学会準備金等）

収入 支出

　繰り越し 4,290,669 　2023年度への繰越 4,290,669

収入計 4,290,669 支出計 4,290,669

2023年度予算案(2023年1月1日～2023年12月31日）
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2022 年 9 月 3 日 評議員会資料 

男女共同参画委員会より  

(担当委員：洲崎悦子・朽津和幸・田中直子・橋本香保子・樋口ゆり子・加藤有介) 

Ⅰ 活動報告と今後の活動予定 

男女共同参画学協会連絡会の活動に参加 

●例年通りの活動を継続

(1) 運営委員会 年 4-6 回

＊予定が合う範囲で出席

  下記、いずれも Zoom によるオンライン会議  

 第 20 期第 3 回委員会(2022 年 8 月 22 日) ：橋本先生出席 

＊出席委員交通費・・・経費① 不要 

＊分担金 1 口 10000 円必要 ←太田先生支払い済み(5/16)・・・経費② 

(2) 第 20 回シンポジウム(連絡会の年総会)

日時： 2022 年 10 月 8 日(土) 10:00～17:00

東京大学浅野キャンパス武田先端知ビル武田ホール& Zoom 開催 

＊橋本先生オンライン参加予定(参加費 1 名 1000 円)  ・・・経費②

テーマ「男女間の積極的格差改善措置(女性限定公募・クオータ制など)について考える～より公平

な社会の実現を目指して～」 

＊活動報告をシンポジウム資料集に掲載予定 掲載料 2000 円・・・経費② 

(3) 内閣府「理工チャレンジ(リコチャレ)」に継続して「応援」団体として参加

＊「理工系女子応援ネットワーク」に参加

(4) 女子中高生夏の学校「ポスター・キャリア相談」オンライン開催に参加予定

＊2022 年 8 月 7 日(日)～8 日(月)

その中で、8 月 7 日午後のセッションとして「ポスター・キャリア相談」に参加 

＊ポスター等の作成：朽津研究室の朽津和幸先生、橋本研志先生、4 年生 2 名(瀬野衣梨奈さん、神谷

佳世さん)の 4 名が担当して、発表資料や動画を作成 

  当日担当：4 年生 2 名(瀬野さん、神谷さん) 

＊経費④ 謝金 3 名分 

その他の活動 

現状では、特になし。 
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本年度(2022)：活動予算 95000 円 

1. 連絡会運営委員会交通費(経費①)    0 円 

2. 連絡会への分担金：1 口 (経費②) 10000 円 

10 月連絡会シンポジウム 資料集への掲載料 2000 円 予定 

連絡会シンポジウム オンライン参加費(1 名)  1000 円 予定

3. 理工系女子応援ネットワーク 応援会議 出席交通費(経費③)   0 円 

4. 女子中高生夏の学校参加経費(経費④)

交通費･謝金(3 名分)   9000 円  謝金 3 名分 

  ポスター作製費  0 円 

合計 22000 円 

73000 円は不要となる予定 

＊来年度、コロナ禍はどうなる？オンライン開催が継続するのか、今後の動向を見ながら対応

＊これまでを踏襲しつつ、活動を継続 

＊このところ、活動が低迷状態。そろそろ、社会活動の活発化と同調して、小さくても何か新たなチャレンジを念頭に 



２０２３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 

〇加藤 晃一 

４．財務 

〇太田 善浩 

５．企画 

〇鈴木 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、○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、○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、寺川 進、浜口 幸久 

１１． 研究助成選考 

○菊地 和也、鈴木 和男、中山 俊憲、根本 知己 

１２． 講習会 

岡部 弘基、○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 

  



２０２３年度役員 

１．役 員 

１）評議員（2024.12.31まで）（現員 37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、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：2024.12.31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 

2026.12.31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 

 

３）特任理事（ 2年任期）（6名まで） 

2022.12.31まで 

大塩 力、浜口 幸久 

 

４）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    長：2024.12.31まで：岡 浩太郎 

副  会  長：2024.12.31まで：加藤 晃一、洲崎 悦子 

庶務担当理事：2024.12.31まで：加藤 晃一 

財務担当理事：2024.12.31まで：太田 善浩 

 

２．名誉会員（非役員） 

新井 孝夫、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 
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