
平成 25 年度	 日本薬学会北海道支部	 総会資料	 

日本薬学会北海道支部平成２５年度総会	 

	 

	 	 日時：平成 25 年 5 月 18 日（土）	 13：10	 ~	 13：35	 

	 	 場所：札幌コンベンションセンター2階	 小ホール	 

	 

1.	 開会の辞	 

2.	 支部長挨拶	 	 	 	 	 	 	 	 支部長	 	 	 渡辺	 泰裕	 

3.	 平成 24 年度報告	 

	 (1)	 事業報告	 	 	 	 	 	 	 前支部長	 	 周東	 智	 

	 (2)	 	 会計報告	 	 	 	 	 	 	 前庶務幹事	 有澤	 光弘	 

	 (3)	 	 監査報告	 	 	 	 	 	 	 監事	 松田	 彰	 

4.	 議事	 

	 (1)	 平成 25 年度事業計画	 支部長	 	 	 渡辺	 泰裕	 

	 (2)	 平成 25 年度予算	 庶務幹事	 	 江川	 祥子	 

	 (3)	 	 次期支部長の選出	 	 	 	 支部長	 	 	 	 渡辺	 泰裕	 

	 (4)	 	 その他	 

5.	 平成 26 年度支部長挨拶	 

6.	 閉会の辞	 

	 



平成 25 年度	 日本薬学会北海道支部	 総会資料 

	 

平成 25年度日本薬学会北海道支部役員名簿 
 
支部長 渡辺 泰裕 北海道薬科大学 
   〒047-0264	 小樽市桂岡町 7-1	 

	 	 	 Tel:	 0134-62-5111	 	 yasuw-jessolo@hokuyakudai.ac.jp  
 
幹 事 鈴木利治 北海道大学大学院薬学研究院 
      
 山本 融 北海道大学大学院薬学研究院 
   
 南 雅文 北海道大学大学院薬学研究院 
    
 齊藤浩司 北海道医療大学薬学部 
 
 有澤光弘 北海道大学大学院薬学研究院 
 
 豊田栄子 北海道医療大学薬学部 
      
 小島弘幸 北海道立衛生研究所  
  
 井関 健 北海道大学病院薬剤部 
                          
 田崎嘉一 旭川医科大学病院薬剤部 
    
 宮本 篤 札幌医科大学附属病院薬剤部 
       
 東洋彰宏 東洋薬局 
     
 野田敏宏 十仁薬局 
    
 島森美光 北海道薬科大学 
    
 小田雅子 北海道医療大学薬学部 
    
監 事 松田 彰 北海道大学大学院薬学研究院 

    
庶務幹事 江川祥子 北海道薬科大学 

	 	 	 〒047-0264	 小樽市桂岡町 7-1	 

   Tel:	 0134-62-1876	 sachiko@hokuyakudai.ac.jp 



平成25年度日本薬学会北海道支部　総会資料

名称 日時 場所 参加者数

平成24年度支部総会 H24.6.16 札幌コンベンションセンター 30名

第138回支部例会 H24.6.16-17 札幌コンベンションセンター 300名

第139回支部例会 H24.12.8 北海道大学術交流会館 300名

２	 事業

名称 日時 場所 参加者数

学術講演会・講習会 H24.6.1 67名

平成24年度第1回「薬学とし
ごと」 H24.7.1 北海道薬科大学 89名

平成24年度第2回「薬学とし
ごと」 H24.8.5-6 北海道大学薬学部 272名　118名

北海道TDM研究会第36回ワー
クショップ H24.8.25

北海道薬科大学サテラ
イトキャンパス

50名

平成24年度第3回「薬学とし
ごと」 H24.9.23

北海道医療大学 100名

北海道大学生涯教育特別講
座 H24.9.29

北海道大学薬学部 64名

第25回北海道TDM研究会発表
会 H24.12.8

北海道大学学術
交流会館 200名

特別講演会

３	 会議等の開催

名称 日時 場所

平成23年度定例支部幹事会 H24.2.12
北海道医療大学サテラ
イトキャンパス

平成24年度

支部役員会（第１回） H24.6.16 札幌コンベンションセンター

支部役員会（第２回） H24.12.8 北海道大学学術交流会館

奨励賞選考委員選出 H24.9.12 メール会議

日本薬学会北海道
支部医療薬学貢献賞
設立準備委員会

H24.9.27 北海道大学薬学部

日本薬学会北海道
支部医療薬学貢献賞
設立準備委員会答申結果に
ついて

H24.10.1 メール会議

奨励賞選考委員会 H24.10.2 北海道大学薬学部

学生優秀発表章選考委員会 H24.12.8 北海道大学学術交流会館

４	 奨励表彰(名称) 受賞者名

佐藤　浩輔

四辻　慶介

樋口　裕紀

第139回支部例会と併催

二酸化炭素ガスを用いた新規多成分連結α-アミノ酸合成の開発

第138回支部例会と併催

平成24年度北海道支部奨励賞

第138回例会学生優秀発表賞

修飾ヌクレオシドの新規機能性分子への展開

芳香環結合型光学活性三置換シクロプロパン合成法の開発

第139回支部例会と併催

共同主催（第139回例会と併催）

共同主催

共同主催

共同主催

第59回北海道薬学大会の一環として参加

演題・対象研究

委員構成：日本薬学会北海道支部（３名）
北海道病院薬剤師会（２名）
北海道薬剤師会（２名）

共同主催

共同主催

平成24年度支部事業報告書

平成24年2月1日から平成25年1月31日まで

１	 支部総会等の開催

特記事項

特記事項

平成24年2月1日から平成25年1月31日までの開催件数27件
（外国人	 3件、日本人24件）

特記事項

第138回支部例会と併催



平成25年度日本薬学会北海道支部　総会資料

大國　礼

中村　宏平

岩山　訓典

浪江　亮介

片山　勝史

佐藤　恵亮

北村　拓也

五十嵐　将樹

末光　永理奈
Mogat1	 siRNA搭載型	 in	 vivoデリバリーシステムを用いた
２型糖尿病予防効果の検証

ボンクレキン酸搭載MITO-Porterの構築および薬物送達における有用性の検証

正常細気管支上皮細胞に及ぼすクラリスロマイシンの濃度及び処理時間に関する研究

サンドラマイシン類の合成研究

グリコールアルデヒドによる細胞傷害とその防御機構に関する研究

脱脂族アルデヒド脱水素酵素ALDH3B1の機能分析

ジャワ島産紅茶の糖質吸収抑制作用に関する研究

分子内C-H挿入反応を機軸とするブレクニン酸の不斉合成研究

スフィンゴシン1-リン酸代謝経路とその経路に関わるアシルCoA合成酵素の同定

第139回例会学生優秀発表賞



平成25年度日本薬学会北海道支部　総会資料

費	 目 24年度予算 24年度決算

収入の部

　 繰越金 810,893 810,893

　 本部交付金 1,200,000 1,200,000

支部例会参加費 0 0

懇親会参加登録料 200,000 0

貯金利息 0 205

収入合計 2,210,893 2,011,098

支出の部

支部例会費 924,000 429,827

特別講演会等事業費 879,000 842,094

奨励表彰費 160,000 61,860

諸会議費 40,000 46,080

事務費 0 316,348

合	 計 2,003,000 1,696,209

繰越金 207,893 314,889

支出合計 2,210,893 2,011,098

単位：円

平成24年度　収支報告書





平成25年度日本薬学会北海道支部	 	 総会資料

名称 日時 場所 参加者数

平成25年度支部総会 2013.5.18 札幌コンベンションセンター 100名

第140回支部例会 2013.5.18 札幌コンベンションセンター 300名

２	 事業

名称 日時 場所 参加者数

北海道薬科大学
薬剤師教育研修会

2013.5.17
北海道薬科大学サテラ
イトキャンパス 未定

　 2013.7.12
北海道薬科大学サテラ
イトキャンパス 未定

　 2013.9.7 函館市 未定

　 2013.11.22
北海道薬科大学サテラ
イトキャンパス 未定

北海道大学大学院
薬学研究院
PharmaSience
フォーラム

2013.6.
北海道大学
薬学部

未定

北海道医療大学
医療薬学公開講座

未定 未定 未定

北海道TDM研究会
ワークショップ

2013.6.1
2013.12

北海道薬科大学サテラ
イトキャンパス 未定

北海道大学薬学部
生涯教育特別講座

2013.6.14
2013.9.28

北海道大学
薬学部

未定

高校生のための
「薬学としごと」
体験学習

2013.8. 未定 未定

第１回　薬学の有機
化学を考える　in

北海道
2013.7.20

北海道大学
薬学部

未定

特別講演会

その他の事業

３	 会議等の開催

名称 日時 場所

平成24年度
定例支部幹事会

2013.2.9 北海道大学

平成25年度

定例支部幹事会(第１回) 2013.5.18 札幌コンベンションセンター

定例支部幹事会(第２回) 2013.10.
北海道薬科大学サテラ
イトキャンパス

定例支部幹事会(第３回) 2014
北海道薬科大学サテラ
イトキャンパス

臨時支部幹事会 都度 メール会議

「薬学としごと」準備委員会 都度 メール会議

４	 奨励表彰(名称) 受賞件数

3名程度

数名程度

3名

支部学生優秀発表賞

支部医療薬学貢献賞

支部奨励賞

北海道支部内での医療薬学分野において教育あるいは病
院・薬局での実務に貢献したもの

特記事項

１	 支部総会等の開催

特記事項

第140回支部例会と併催

第60回北海道薬学大会の一環として参加
例会長：北海道大学　南　雅文先生

開催件数40件（外国人講演10件，日本人講演30件）等

共同主催

共催

協賛

協賛

平成25年度支部事業計画書

平成25年2月1日から平成26年1月31日まで

対象研究

北海道内での研究を対象

支部例会での学生発表

共同主催

主催

主催

特記事項

第140回支部例会と併催



平成25年度	 日本薬学会北海道支部	 総会資料

費	 目 24年度決算 25年度予算

収入の部

　 繰越金 810,893 314,889

　 本部交付金 1,200,000 2,279,000

支部例会参加費 0 0

懇親会参加登録料 0 0

貯金利息 205 0

収入合計 2,011,098 2,593,889

支出の部

支部例会費 429,827 383,000

特別講演会等事業費 842,094 1,762,000

奨励表彰費 61,860 247,000

諸会議費 46,080 91,000

事務費 316,348 60,000
合	 計 1,696,209 2,543,000

繰越金 314,889 50,889

支出合計 2,011,098 2,593,889

単位：円

平成25年度　収支予算
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平成 25年度日本薬学会北海道支部役員名簿 
 
支部長 渡辺 泰裕 北海道薬科大学 
   〒047-0264	 小樽市桂岡町 7-1	 

	 	 	 Tel:	 0134-62-5111	 	 yasuw-jessolo@hokuyakudai.ac.jp  
 
幹 事 鈴木利治 北海道大学大学院薬学研究院     <平成 26年度支部長> 
      
 山本 融 北海道大学大学院薬学研究院     <平成 26年度庶務幹事> 
   
 南 雅文 北海道大学大学院薬学研究院     <第 140 回例会長> 
    
 齊藤浩司 北海道医療大学薬学部 <第 141回例会長> 
 
 有澤光弘 北海道大学大学院薬学研究院 <平成 24年度庶務幹事> 
 
 豊田栄子 北海道医療大学薬学部     <第 138 回例会長> 
      
 小島弘幸 北海道立衛生研究所  
  
 井関 健 北海道大学病院薬剤部 <北海道病院薬剤師会> 
                          
 田崎嘉一 旭川医科大学病院薬剤部 <北海道病院薬剤師会> 
    
 宮本 篤 札幌医科大学附属病院薬剤部 <北海道病院薬剤師会> 
       
 東洋彰宏 東洋薬局 <北海道薬剤師会> 
     
 野田敏宏 十仁薬局 <北海道薬剤師会> 
    
 島森美光 北海道薬科大学 
    
 小田雅子 北海道医療大学薬学部 
    
監 事 松田 彰 北海道大学大学院薬学研究院 

    
庶務幹事 江川祥子 北海道薬科大学 

	 	 	 〒047-0264	 小樽市桂岡町 7-1	 

   Tel:	 0134-62-1876	 sachiko@hokuyakudai.ac.jp 
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