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2018 年度代議員選挙結果と新役員名簿のお知らせ 

 
平成 30 年 3 ⽉ 23 ⽇ 

⼀般社団法⼈⽇本蛋⽩質科学会役員各位 
 
⽇本蛋⽩質科学会の運営では、⼤変お世話になります。平成 30 年 2 ⽉ 5 ⽇（⽉）に平成 30 年度

代議員選挙の開票が⾏われました。既に昨年度の選挙で三⽊邦夫先⽣（京都⼤学）が平成 30〜31
年度会⻑に選出されました。新副会⻑ 2 名は、規程（第 10 条）で新会⻑指名とされており、以下 2
名が指名されました。 

 
l 城 宜嗣 先⽣（兵庫県⽴⼤学） 
l 養王⽥ 正⽂ 先⽣（東京農⼯⼤学） 

 
学会規程（第 7 条 3）代議員の改選は、「毎年 12 ⽉末時点の概ね正会員 120 名につき 1 名の割合

で得票者中の上位の者から順に定数に届くまで選出する」（第 7 条 5）「被選任者の就任承諾をもっ
て代議員は確定する」により選挙結果の上位 12 名が選ばれました（五⼗⾳順）。 

 
l 加藤 晃⼀ 先⽣（岡崎統合バイオサイエンスセンター） 
l 栗栖 源嗣 先⽣（⼤阪⼤学） 
l 神⽥ ⼤輔 先⽣（九州⼤学） 
l 後藤 祐児 先⽣（⼤阪⼤学） 
l ⾼⽊ 淳⼀ 先⽣（⼤阪⼤学） 
l ⾼橋 聡 先⽣（東北⼤学） 
l ⽥⼝ 英樹 先⽣（東京⼯業⼤学） 
l ⽥中 良和 先⽣（東北⼤学） 
l 津本 浩平 先⽣（東京⼤学） 
l 中川 敦史 先⽣（⼤阪⼤学） 
l 野地 博⾏ 先⽣（東京⼤学） 
l 前仲 勝実 先⽣（北海道⼤学） 

 
また、規程（第 14 条 2）により会⻑指名役員として、以下の 4 名が指名されました。 
 

l 池⼝ 満徳 先⽣（横浜市⽴⼤学） 
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l ⽩井 宏樹 先⽣（アステラス製薬株式会社） 
l ⽟⽥ 太郎 先⽣（量⼦研科学技術研究開発機構） 
l ⼭縣 ゆり⼦ 先⽣（熊本⼤学） 
 

新監事は、規程（第 11 条）で新会⻑指名とされており、以下 2 名が指名されました。 
 
l 内⼭ 進 先⽣（⼤阪⼤学） 
l 河⽥ 康志 先⽣（⿃取⼤学） 
 

尚、今回選出されました新役員は、来る総会で承認を経て役員に選任され、その後開催される役
員会で選定されます。役員任期は、平成 30 年 6 ⽉定時総会終了後〜平成 32 年 6 ⽉開催予定の定時
総会終了までとなります。 
 

⼀般社団法⼈⽇本蛋⽩質科学会 
 会⻑ 後藤 祐児 
 庶務担当役員 井上 豪、中川 敦史 
 選挙管理担当役員 児嶋 ⻑次郎、海野 昌喜 
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２０１８年度日本蛋白質科学会役員名簿 

2018 年職掌 氏 名 所属機関名 

会長 三木 邦夫 京都大学大学院理学研究科 

副会長 城 宜嗣 兵庫県立大学大学院生命理学研究科 

副会長 養王田 正文 東京農工大学工学部生命工学科 

庶務役員 中川 敦史 大阪大学蛋白質研究所 

庶務役員 田口 英樹 東京工業大学大学院科学技術創成研究院 

会計役員 玉田 太郎 量子科学技術研究開発機構  

会計役員 高木 淳一 大阪大学蛋白質研究所 

広報役員 廣明 秀一 名古屋大学大学院創薬科学研究科 

広報役員 白井 宏樹 アステラス製薬株式会社 

渉外役員 児嶋 長次郎 横浜国立大学工学研究科 

渉外役員 高橋 聡 東北大学多元物質科学研究所 

男女参画役員 茶谷 絵理 神戸大学大学院理学研究科化学専攻 

男女参画役員 栗栖 源嗣 大阪大学蛋白質研究所 

若手育成役員 稲葉 謙次 東北大学多元物質科学研究所 

若手育成役員 田中 良和 東北大学大学院生命科学研究科  

選挙管理担当役員 海野 昌喜 茨城大学大学院理工学研究科 

選挙管理担当役員 池口 満徳 横浜市立大学大学院生命医科学研究科 

役員 岩田 想 京都大学大学院医学研究科 

役員 遠藤 斗志也 京都産業大学総合生命科学部 

役員 嶋田 一夫 東京大学大学院薬学系研究科 

役員 濡木 理 東京大学大学院理学系研究科 

役員 津本 浩平 東京大学大学院工学系研究科 

役員 後藤 祐児 大阪大学蛋白質研究所 

役員 加藤 晃一 岡崎統合バイオサイエンスセンター 

役員 神田 大輔 九州大学生体防御医学研究所 

役員 前仲 勝実 北海道大学大学院薬学研究院 

役員 野地 博行 東京大学大学院工学系研究科 

役員 山縣 ゆり子 熊本大学大学院生命科学研究部 

監事 内山 進 大阪大学大学院工学研究科 

監事 河田 康志 鳥取大学工学部生物応用工学科 

第１８回年会長 城所 俊一 長岡技術科学大学大学院生物機能工学専攻 

第１９回年会長 城 宜嗣  兵庫県立大学大学院生命理学研究科 

アーカイブ編集委員長 松田 知己 大阪大学産業科学研究所 




