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2010 年度 日本生体医工学会・関東支部 総会 議事録 

日時 2010年 11月 27日 (土) 16:40～17:00 

場所 芝浦工業大学・芝浦キャンパス 3階 301室 

1. 2010年度事業報告 

2010年度に行った事業として 2件が報告された。 

1.1. 日本生体医工学会関東支部 若手発表会 

2010年 11月 27日 (土)に、関東支部主催の行事として、芝浦工業大学 花房 昭彦 先生の下で芝浦工

業大学・芝浦キャンパスにて「日本生体医工学会関東支部 若手発表会 2010」を開催し、37 件の発表が

あった。本発表会はポスドクなどの若手研究者のプレゼンテーション能力の向上や交流を目的としたもので

あるが、所期の目的を達成し、成功裏に終了した。 

1.2. 生体医工学シンポジウム 2010 

支部主催の行事として、北海道・甲信越・関西の各支部と合同で、2010年 9月 10日(金)から 11日にかけ

て、北海道大学大学院・情報科学研究科 情報科学研究棟において生体医工学シンポジウム 2010 を開催

した。188演題、311名の参加者があり、また生体医工学誌に対して 111件の論文投稿があったことから、生

体医工学分野の研究の促進・若手研究者の活動の促進という目標は達成された。 

2. 2010年度会計中間報告 

2010年度の会計の中間状況が報告され、承認された。なお、会計年度は 3月末でまでであることから、積

立金 507,822円は 3月末までの活動に充てられ、支部事務局にて決算を完了することとなった。 

収入の部 ¥901,012

学会本部からの補助金 ¥901,000
利息 ¥12

支出の部 ¥193,190
生体医工学シンポジウム2010共催金 ¥150,000
振込手数料 ¥420
印鑑 ¥2,940
トランスレーショナルリサーチ研究会での講演への補助 ¥39,830

支出予定 ¥707,822
若手発表会2010 ¥200,000
積立金 ¥507,822

収支 ¥0  
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3. 2011年度事業計画案ならびに予算案 

3.1. 事業計画案 

2011年度の事業案として 3件が提案され、承認された。 

1) IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Japan Chapter との、IEEE Engineering in Medicine 

and Biology World Congress 2013 (EMBC2013)に向けての、広報活動ならびに講演会 (時期未定)。 

2) 生体医工学シンポジウム 2011の主催 (2011年 9月 16日(金)～17日, 長野市)。 

3) 関東支部若手発表会 2011 (2011年 11月の予定)  

3.2. 予算案 

以下の予算案が承認された。 

 

 

 

 

 

 

4. 支部 会長・理事・評議員・役員 

2011年度に向けた支部組織として、以下が承認された。 

2010 年度支部長の田村俊世先生は生体医工学会会長としての職務が多忙なため、2010 年 11 月 28 日

より、福井 康裕先生が支部長に就かれることとなった。これに合せて、東京電機大学・本間 章彦先生が新

たに幹事及び評議員に就かれた。また、芝浦工業大学・副学長の米田 隆志先生に、新たに評議員及び理

事をお願いすることとなった。 

支部長 福井 康裕 (東京電機大学) 

理事 安藤 譲二 (獨協医科大学), 阿部 裕輔 (東京大学) 

 石原 美弥 (防衛医科大学校), 伊関 洋 (東京女子医科大学) 

 菊地 眞 (防衛医科大学校), 佐久間 一郎 (東京大学) 

 篠原 一彦 (東京工科大学), 土肥 健純 (東京大学) 

 花房 昭彦 (芝浦工業大学), 増澤 徹 (茨城大学) 

 村垣 善浩 (東京女子医科大学), 田村 俊世 (千葉大学) 

 米田 隆志 (芝浦工業大学) 

幹事 木村 裕一 (放射線医学総合研究所) (連絡担当) 

 本間 章彦 (東京電機大学) 

収入の部 ¥1,427,822
本部からの補助金 ¥920,000
2010年度積立金 ¥507,822

支出の部 ¥1,427,822
生体医工学シンポジウム2011共催金 ¥150,000
若手発表会2011 ¥200,000
講演会 ¥450,000
事務経費 ¥50,000
積立金 ¥577,822
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ホームページ担当 関根 正樹 (千葉大学) 

評議員 合原 一幸 (東京大学) 青木 和夫 (日本大学) 

 赤居 正美 (国立身体障害者リハビリセンター) 

 安藤 譲二 (獨協医科大学) 伊関 洋 (東京女子医科大学) 

 阿部 裕輔 (東京大学) 米田 隆志 (芝浦工業大学) 

 安藤 裕 (放射線医学総合研究所) 

 池田 研二 (埼玉医科大学) 石原 美弥 (防衛医科大学校) 

 石山 陽事 (杏林大学) 磯山 隆 (東京大学) 

 市岡 滋 (埼玉医科大学) 植野 彰規 (東京電機大学) 

 臼井 支朗 (理化学研究所) 内川 義則 (東京電機大学) 

 梅津 光生 (早稲田大学) 太田 裕治 (お茶の水女子大学) 

 荻野 和郎 (日本光電) 

 小野 哲章 (神奈川県立保健福祉大学) 

 片岡 幸代 (（株）HALCA ラボ) 加納 隆 (埼玉医科大学) 

 木村 裕一 (放射線医学総合研究所) 

 菊地 眞 (防衛医科大学校) 小林 英津子 (東京大学) 

 齊藤 浩一 (東京工業高等専門学校) 

 佐久間 一郎 (東京大学) 

 佐藤 正人 (東海大学) 篠原 一彦 (東京工科大学) 

 柴田 仁太郎 (都立大久保病院) 柴田 政廣 (芝浦工業大学) 

 島津 秀昭 (杏林大学) 神保 泰彦 (東京大学) 

 菅 幹生 (千葉大学) 杉浦 清了 (東京大学) 

 鈴木 真 (東京電機大学) 武田 朴 (東京工科大学) 

 谷下 一夫 (慶應義塾大学) 田村 俊世 (千葉大学) 

 土肥 健純 (東京大学) 中島 章夫 (杏林大学) 

 根本 幾 (東京電機大学) 野城 真理 (北里大学) 

 橋本 大定 (埼玉大学) 花房 昭彦 (芝浦工業大学) 

 原澤 栄志 (日本光電) 福井 康裕 (東京電機大学) 

 廣田 昭久 (科学警察研究所) 藤田 欣也 (東京農工大学) 

 舟久保 昭夫 (東京電機大学) 古幡 博 (東京慈恵会医科大学) 

 正宗 賢 (東京大学) 増澤 徹 (茨城大学) 

 満渕 邦彦 (東京大学) 峰島 三千男 (東京女子医科大学) 

 宮下 洋 (自治医科大学) 村垣 善浩 (東京女子医科大学) 

 八木 透 (東京工業大学) 山本 悦治 (千葉大学) 

 山本 希美子 (東京大学) 山森 伸二 (日本光電) 

 渡辺 敏 (北里大学) 本間 章彦 (東京電機大学) 

以上 


