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日本生体医工学会大会あり方委員会 論点整理

１．理事会成立の件 (総務)
理事 10 名の参加，監事 1 名の参加が報告され，理事会成立が宣言された．
２．前回議事録承認の件 (総務，審議事項)
杉町理事長より，資料 29-3-2-1（第 2 回議事録）
，資料 29-3-2-2（みなし理事会議事録）に基づ
き，議事録が確認され，承認された．
３．入退会状況の件，名誉会員推薦の件 (会員，審議事項)
杉町理事長より，資料 29-3-3 および回覧資料に基づき，入退会状況報告があった．名誉会員の
鳥脇純一郎氏（中京大学名誉教授）が逝去され，学会より弔電を送信したこと，学会誌に追悼文
を掲載する予定であることが報告された．
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４．各種委員会の構成 (全委員会・WG 審議事項)
杉町理事長および事務局より，資料 29-3-4 に基づき説明があり，承認された．広報委員会の黒
田委員長より，学会 HP 担当に黒田嘉宏先生（大阪大学）を追加すること，甲信越支部から応答
がなく委員名が空欄になっていることが報告された．甲信越支部には別途確認することとなった．
5．生体医工学シンポジウム 2017 報告（シンポジウム WG，報告事項）
木村理事より資料 29-3-5 に基づき報告があった．ベストレビューワアワードの賞状の発出元が
「一般社団法人」のままになっているという指摘があり，確認することとなった．
6．生体医工学サマースクール 2017 報告，生体医工学辞典（Web 版）の編集開始に関して（教育，
報告・審議事項）
野村理事より，資料 29-3-6-1 に基づきサマースクールについて説明があった．若手研究者活動
WG の活動状況報告について次回の理事会で実施予定であることが報告された．野村理事より，
資料 29-3-6-2 に基づき，生体医工学辞典（Web 版）の出版・刊行について提案があり承認された．
木村理事より，論文誌の編集者とは別立てにする方が良いのではという意見が出された．活性化
委員会との連携を行なってはという意見が出された．この方向性で進めていく方針が承認された．
7．医用画像専門別研究会の再申請（学術，審議事項）
橋爪理事より，資料 29-3-7 に基づき説明があり承認された．
8．第 39 回第 2 種 ME 技術実力検定試験（ME 技術教育，報告事項）
守本理事より資料 29-3-8-1〜3 に基づき報告があった．基礎工学分野の平均点が低調であるこ
とについて議論した．
9．選奨について（選奨，審議事項）
松本理事より，資料 29-3-9-1〜6 に基づき（その他の賞申請４件、報告１件）説明があり承認
された．生体医工学シンポジウム 2017 ベストレビューワアワードの受賞者が 23 名であったこと
について，アウトスタンディングレビューワアワードを追加し，最優秀をベストレビューワアワ
ードとする方向で，選奨過程を見直すなどの検討を今後行うこととなった．
荻野賞について，日本光電からの出資が今後なくなることから，賞の継続・財源・名称につい
て議論した．
「荻野」の名称を引き継ぎつつ賞の趣旨について明確に表現できるような名称をする
こと，財源については当面一般会計からだが基金の取り崩しの手続きを進めることの方針を確認
した．研究助成金の額や使途について今後議論していくことになった．
10．YIA セッションの審査に関わる抄録原稿の取り扱いについて（第 57 回大会，審議事項）
岡本大会長より資料 29-3-10 に基づき説明があった．自己アピール原稿については抄録原稿と
は別に選奨委員会で収集すること，応募にあたっては共著者全員の同意または指導教員所見を徴
取することとなった．YIA と阿部賞との重複は行わないことも確認した．
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11．
「臨床研究法」について（審議事項）
木村理事より，資料 29-3-11-1，資料 29-3-11-2.1，資料 29-3-11-2.2，資料 29-3-11-3 に基づき
説明があった．黒田理事より補足説明として，第 21 条の努力規程は特定臨床研究だけでなく臨床
研究全体を対象としていること，認定倫理審査委員会は臨床研究中核病院のみに設置される可能
性が高いこと，認定倫理審査委員会は独立採算制を目指しており審査に対して課金がされること
が情報提供された．生体医工学研究全般の停滞が懸念されることから，少人数 WG を設立するこ
と，厚生労働省に対して照会をかけるために 1 週間程度で具体的な研究事例を挙げて理事メーリ
ングリストに投稿することが理事全員およびオブザーバーに対して依頼された．
12．IFMBE の活動について（国際，審議事項）
佐久間理事より，資料 29-3-12-1〜3 に基づき説明があった．2018 年 6 月のチェコでの World
Congress についての周知，IFMBE Asia Pacific Research Networking Fellowship Program 参
加者募集について提案のあった方針で進めることが承認された．IFMBE Awards について情報提
供がされ，会員メーリングリストで情報提供を行うこととなった．2020 年の Asia Pacific
Conference on Medical and Biological Engineering (APCMBE)（岡山大会と連続開催）に立候
補することも承認された．
13．生体医工学科活性化委員会活動報告（活性化委員会，報告事項）
花房理事より資料 29-3-13 に基づき報告があった．
14．2021 年学会大会の開催について（第 60 回大会，報告事項）
杉町理事長より資料 29-3-14 に基づき説明があった．もし 2021 年 6 月 24-26 日で日程が重な
る学会開催予定があれば情報提供いただくように依頼があった．
15．その他


佐久間理事より 2019 年学会大会の開催要領について説明があった．



山家理事より資料「日本生体医工学会大会あり方委員会 論点整理」に基づき，これまでの
検討の経緯について説明があった．



事務局より資料 29-3-15-1「セキュリティ強化に伴うメールアドレス変更のお願い」に基づ
き説明があった．どのようにセキュリティが強化されるのかについて追加で説明を求めるこ
ととなった．



資料 29-3-15-2「お取引契約書の新契約書への切替えのお願い」に基づき説明があった．本
件は 2005 年に日本生体医工学会とデータ・キーピング・サービスとの間で契約が締結され
自動更新されているものである．サービスの利用状況・契約内容・料金体系など詳細情報に
ついて追加で情報提供を求めることとなった．



資料 29-3-15-2「認定 ME 専門認定士合同認定委員会についての覚書」案が示された．
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