
一般社団法人日本解剖学会 2020 (令和2) 年度第4回常務理事会議事録 
 

日時： 2020(令和2)年6月20日(土) 13:00～15:00 

場所：一般財団法人口腔保健協会（3階302会議室） 

出席者：八木沼 洋行（理事長）、渡辺 雅彦、西 真弓、野田 泰子、牛木 辰男（以上、常務理事） 

       松崎 利行、竹林浩秀、阪上 洋行 (以上、常任幹事)、宍戸 基行、中村 聡 (以上、口腔保

健協会) 

  

Ⅰ．会議記録の確認 

以下の会議記録について確認をおこなった。 

（1） 2020(令和2)年度第1回常務理事会（令和2年2月16日開催）議事録（案） 

（2） 2020(令和2)年度第1回理事会（令和2年2月17-28日開催）議事録（案） 

（3） 2020(令和2)年度第2回理事会（令和2年3月3-4日開催）議事録（案） 

（4） 2020(令和2)年度第3回理事会（令和2年3月6-9日開催）議事録（案） 

（5） 2020(令和2)年度定時社員総会（令和2年3月25日開催）議事録（案） 

（6） 2020(令和2)年度第4回理事会（令和2年5月22-25日開催）議事録（案） 

 

Ⅱ．報告事項 

1．庶務報告 

(1) 会員異動報告 

資料に基づき、以下の通り報告があった。 

令和 2年 2月分 

入会者  正会員  1名、学生  3名 

退会者  正会員 11名、学生  2名、名誉会員 2名 

令和 2年 3月分 

入会者  正会員  3名、学生  2名 

退会者  正会員 16名、永年会員 1名、名誉会員 1名 

令和 2年 4月分 

入会者  正会員  2名 

退会者  正会員  3名 

令和 2年 5月分 

入会者  正会員  1名 

退会者  正会員  1名 

逝去会員 

古橋 九平 氏（朝日大学・名誉教授／名誉会員）平成26年6月26日逝去（満93歳） 

横井 泰 氏（鵠沼クリニック・院長／正会員）平成30年11月17日逝去（満62歳） 

溝口 史郎 氏（神戸大学・名誉教授／名誉会員）令和2年1月1日逝去（満94歳） 

安田 健次郎 氏（慶應義塾大学・名誉教授／名誉会員）令和2年2月27日逝去（満93歳） 

伊藤 博信 氏（日本医科大学・名誉教授／元・学術評議員）令和2年3月2日逝去（満81歳） 

曽爾 彊 氏（名古屋市立大学・名誉教授／永年会員）令和2年3月14日逝去（満77歳） 

渡邊 康一 氏（東北大学大学院農学研究科機能形態学分野・助教／正会員）令和2年3月19日逝去

（満54歳） 

瀬口 春道 氏（高知大学・名誉教授／名誉会員）令和2年6月8日逝去（満80歳） 

長島 聖司 氏（長崎大学・名誉教授／永年会員）令和2年6月16日逝去（満79歳） 

新規就任教授 

春原 正隆 先生（日本歯科大・生命歯・解剖１・教授 令和元年10月1日就任） 

藤山 文乃 先生（北海道大・医・組織細胞学・教授 令和2年4月1日就任） 

吉村 建 先生（日本歯科大・新潟生命歯・解剖１・教授 令和2年4月1日就任） 

渡部 功一 先生（久留米大・医・解剖学・肉眼・臨床解剖・教授 令和2年4月1日就任） 

林 省吾 先生（東海大・医・生体構造機能学・教授 令和2年4月1日就任） 

岡田 康志 先生（東京大・医・細胞生物学解剖学・細胞生物学 教授 令和2年4月1日就任） 

市村 浩一郎 先生（順天堂大・医・解剖学・生体構造科学 教授 令和2年4月1日就任） 

(2) 学会宛文書類について 



資料に基づき、2020年2月17日から2020年6月11日までに学会宛に届けられた文書類の一覧とともに、

会員へ周知すべき内容はOHASYSとホームページを介して通知し、残りの文書は学会事務局での保

管で対応したことが報告された。 ① 通知・依頼：日本医学会より「臨床研究法のあり⽅検討委員

会からの報告について」他97件 

② 書籍・定期通信 他：厚生労働省より「医薬品・医療機器等安全情報 No.370」他25件 

(3) 男女共同参画学協会連絡会報告 

資料に基づき、男女共同参画学協会連絡会 第18期 第2回運営委員会（2020年5月9日開催）につい

て報告があった。主な点として、男女共同参画学協会連絡会の法人設立を2020年8月に予定してい

ることが報告された。 

また、第4回 男女共同参画学協会連絡会 大規模アンケートについて、解剖学会男女共同参画推進

委員会でおこなった解剖学会員回答の分析について報告があり、解剖学会ホームページに掲載する

こととした。 

(4) 日本外科学会CST推進委員会報告 

資料に基づき、解剖学会からのCST推進委員会次期委員について、渡辺 雅彦 先生、弦本 敏行 先

生、八木沼 洋行 先生、藤本 豊士 先生を継続して推薦したこと、日本外科学会産学連携における

献体使用に関するWG委員については、藤本 豊士 先生が2021年9月までの任期であることが報告さ

れた。 

(5) その他 

特になし 

2．編集報告 

(1)  解剖学雑誌およびASI刊行報告及び刊行予定 

資料に基づき、ASI 95巻2号、3号が2020年2月、 5月に刊行されたこと、解剖学雑誌１号とASI 95

巻4号は2020年９月に刊行予定であることが報告された。また、最新のインパクトファクターは、

まもなく発表されることが報告された。 

(2)  その他 

特になし 

3．企画・渉外報告 

(1) 2020(令和２)年度奨励賞・認定解剖組織技術者功労賞候補者の募集について 

資料に基づき、奨励賞は９月３０日必着で募集を、解剖組織技術者功労賞は１０月３０日必着で募

集を行っていることが報告された。 

(2) 2020(令和２)年度認定一級技術者資格試験について 

資料に基づき、６月３０日必着で募集を行っており現在までに２件の応募があったが、今後も増え

る可能性があることが報告された。 

(3) 認定二級技術者資格試験審査結果について 

資料に基づき、認定二級細胞組織技術者と認定二級解剖技術者に各１名が合格したことが報告され

た。 

(4) 2021(令和３)年度第126回総会・全国学術集会の準備状況について 

資料に基づき、第126回総会・全国学術集会は、木山博資先生を大会頭として、第９８回日本生理

学会大会と合同で開催されること、シンポジウムの企画が進んでいることが報告された。ポスター

については、誤植が見つかったので、修正が可能かどうか確認することとなった。解剖学会と生理

学会の記載の順について意見が出され、確認することとなった。 

(5) 2023・2024(令和５・６)年度総会・全国学術集会開催校について 

資料に基づき、現在調整中であることが報告された。開催校は今後、理事会の議を経て、2021（令

和３）年度定時社員総会に諮って決定することが確認された。 

(6) 日本医学会報告・日本医学会連合報告 

資料に基づき、日本医学会新規加盟学会、第６回研究倫理教育研修会の中止、緊急提言「進行する

医療崩壊をくい止めるために」について報告された。また、６月２４日に開催予定の2020年度定時

社員総会には、西 真弓先生、渡辺雅彦先生が出席予定であることが説明された。 

(7) 生物科学学会連合報告 

資料に基づき、生物科学会連合の緊急提言、および、ブレインビー日本大会（脳科学オリンピック）

への寄附依頼について報告があった。ブレインビー日本大会は中止になったので、寄附については

先方からの連絡を待つこととなった。 

(8) 日本脳科学関連学会連合報告 

資料に基づき、日本脳科学関連学会連合の代表候補者、副代表、運営委員の選出、決算等について

報告があった。 



(9) その他 

特になし 

4. 会計報告 

(1) 2020(令和２)年度中間決算書について 

資料に基づき、令和２年度５月次決済報告書の説明がなされ、会費収入はほぼ例年通りであること、

新型コロナウイルスの影響で誌上開催になった山口大会の詳細ついてはこれから確定する予定で

あること報告された。名簿作成事業については積立を行っており、2021年の発行を目指して、西 真

弓 先生を中心として準備を開始することが確認された。 

(2) その他 

特になし 

5. 理事長報告 

(1) IFAAについて 

資料に基づき、IFAAのBeverley Kramer理事長からの本学会のIFAAへの復帰を促すメール内容が説

明された。今後の対応を審議した結果、2023年IFAA会議の開催国の韓国解剖学会側からの協力の要

望や国際学会との関係構築の重要性も鑑み、IFAAに対して今後検討していくとの返事をすることで

了承された 

(2) 9thAPICAについて 

資料に基づき、本年8月8-10日に北京で開催予定であった第9回APICAが11月21-22日に延期されたこ

とが報告された。COVID-19の影響とともに開催時期が大学での実習や講義などの教育時期に重な

ることより、当初予定したような協力が難しい可能性があるとの意見が出された。また、学会ホー

ムページでの情報が更新されておらず現状や今後の対応が不明であることより、中国解剖学会側に

詳細を問い合わせることとした。 

 

Ⅲ．審議事項 

1. 新入会員の承認について 

資料に基づき、令和2年2月1日から5月31日までに入会申請があった一般会員7名、学生会員5名につ

いて審議の結果、全員の新規入会が承認された。 

2. 教授就任による代議員について 

資料に基づき、教授就任に伴う以下の5名の代議員申請者について審議の結果、了承された。 

 渡部 功一 先生（久留米大/医/解剖学講座/肉眼・臨床解剖学部門/教授 2020年4月1日就任） 

 林  省吾 先生（東海大/医/生体構造機能学/教授 2020年4月1日就任） 

 吉村 建  先生（日本歯科大/新潟生命歯/解剖学第一講座/教授 2020年4月1日就任） 

 岡田 康志 先生（東京大/医/細胞生物学・解剖学教室/教授 2020年4月1日就任） 

 市村 浩一郎 先生（順天堂大/医/解剖学・生体構造科学講座/教授 2020年4月1日就任） 

3. 休会申請について 

資料に基づき、２名の休会申請について審議の結果、了承された。 

4. 第126回総会・全国学術集会における委員会企画への助成審査について 

資料に基づき、第126回総会・全国学術集会における学術委員会主催の日本顕微鏡学会連携シンポ

ジウムに関する助成申請(10万円)に対して、審議の結果、承認された。 

5. COVID-19に対する各大学の対応と解剖学教育への影響に関する緊急調査について 

資料に基づき、4月に行ったCOVID-19に対する各大学の対応と解剖学教育への影響に関する緊急調

査に関するアンケート結果の速報版の内容が説明された。ホームページに会員限定で公開すること

とし、今後もアンケート調査を随時実施し、会員との情報共有に努めることで了承された。 

6. 令和2年度支部学術集会開催予定について 

資料に基づき、令和2年度支部学術集会の開催予定と開催形式について説明された。オンライン形

式での学会開催には様々な技術的な課題や予算の制約もあることより、今後、大会長間での情報共

有に努めることで了承された。 

7. その他 

次回常務理事会 9月12日（土）13:00-16:00＠口腔保健協会302会議室 

 


