
平成28年度 
日本薬学会北陸支部 

総	 	 会	 

平成28年11月27日　北陸大学薬学部	

アネックスファーム （101A	  講義室）	 

支部長　富山大学大学院　医学薬学研究部　今中　常雄	



平成28年度日本薬学会北陸支部幹事・役員	 

*	 H29継続委員	 

役職	 氏　名	 
所属	

（勤務先）	 

幹事（支部長）(HP)	 今中　常雄	 富山大院医薬	 

幹事*	  (連絡)	 森田　洋行	 富山大和漢研	 

幹事  (会計担当)	  	  	 櫻井　宏明	 富山大院医薬	 

幹事*	  (薬学への招待)	 藤　秀人	 富山大院医薬	 

幹事（連絡）	 宇佐見　則行	 北陸大薬	 

幹事*（薬学への招待）	 野村　政明	 北陸大薬	 

幹事（支部例会）	 手塚　康弘	 北陸大薬	 

幹事*	 荒川　靖	 北陸大薬	 

幹事*	 小谷　明	 金沢大院薬	 

幹事*	 玉井　郁巳	 金沢大院薬	 

幹事 (薬学への招待)	  	  	 荒井　國三	 金沢大院薬	 

幹事  (連絡)	 松永　司	 金沢大院薬	 

幹事* 	  	 河村　嘉信	 心臓血管ｾﾝﾀｰ金沢循環器病院薬剤部	 

幹事*	 矢野　良一	 福井大学医学部附属病院薬剤部	 

幹事*	 篠田　健一	 富山県済生会富山病院薬剤科	 

幹事	 鬼頭　徳典	 
富山化学工業株式会社 綜合研究所 研究
支援部	 

幹事*	 吉田　雅昭	 小太郎漢方製薬株式会社　研究所	 

監事*	 国嶋　崇隆	 金沢大院薬	 

監事*	 中野　実	 富山大院医薬	 

支部選出理事	 向　智里	 金沢大院薬	 



平成27年度支部決算書［収入の部］ 
	 

科　目	 金　額	 説　明	 

1.	 交付金	 　1,575,000 ←日本薬学会本部より	 
2.	 その他の収入	 103 預金利息	 
3.	 前年度繰越し金	 175,888	 
4.	 追加交付金	 360,000	 
　　　収入合計	 2,110,991 ←2,277,389 (H26) 

 
	 



 	 

	

平成27年度支部決算書　［支出の部］ 
	 

勘定科目	 金　額	 説　明（主な支出）	 

1.	 支部大会	 

　（総会，例会)	 

444,886 
 

会場設営、要旨印刷、通信費　等 
←H26  471,639 

2.	 薬学への招待	 

	 	 　一日体験入学	 

659,536  試薬代等消耗品費、アリバイト代　等 
←H26  656,700	

3.	 特別講演会	 447,347 特別講演謝礼等←H26	 	 476,210 

4.	 奨励表彰	 53,760 賞牌、副賞　等←H26  113,841 

5.	 支部役員会	 190,491 役員会交通費、　通信費　等 
←H26  145,194 

6.その他の管理費	 318,918 通信費、印刷費、事務委託費　等 
←H26  231,237 

	 	 	 	 	 	 支出合計	 2,114,938 ←H26  2,277,389 

	 	 	 	 	 	 次期繰越金	    -3,947 ←H26  182,568 

            合 計 2,110,991 収入合計に合致←H26   2,277,389 



 	 

	

科　目	 金　額	 説　明	 

1.	 交付金	 1,575,000	薬学会本部からの交付金	 

(H27 1,575,000)	

2.	 前年度繰越し金	 -3,947 (H27 175,888 ）	

3.	 利息	 0	 (H27	  	  	  	  103)	

　　　収入合計	 1,571,053	 (H27 2,110,991)	

平成28年度支部予算　［収入の部］ 
	 



 	 

	

平成28年度支部予算書［支出の部］ 
	 

勘定科目	 金　額	 説　明（主な支出）	 

1.	 支部大会	 

　（総会，例会)	 

553,000 会場設営、要旨印刷、通信費　等	

2.	 薬学への招待	 

	 	 　一日体験入学	 

162,000	

(543,760) 
会場費、機関・団体への謝礼、印刷費　等 
(支出額) 

3.	 特別講演会	 355,000 特別講演謝礼等	 

4.	 奨励表彰	 150,000 賞牌、副賞　等	

5.	 支部役員会	 275,000 役員会交通費、　通信費　等	 

6.その他の管理費	 76,053 通信費、印刷費、事務委託費　等	

　　　　支出合計	 1,571,053 

7.　赤字補正 
	

-381,760 (本部補填209,000円、寄附広告390,000円)	



平成28年度支部事業報告	 
（平成28年2月1日から平成29年1月31日まで）	 

１.	 支部総会等の開催	 
　　支部総会：11月27日(日)（北陸大）　27年度会計報告、28年度事業計画	 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29年度事業計画及び予算案	 

　　第128回支部例会：11月27日(日)（北陸大）　	 
　　　特別講演1題、学術奨励賞受賞講演	 2題、若手シンポジウム、	 
　　　一般講演　23題、学生優秀発表賞応募演題　37題　(受賞者	 10名予定)	 
　	 　	 

２.	 事業	 
　・第29回楽しい薬学部への一日体験入学；	 

	 7月17日(日)　 	 富山大　体験：180名（20研究室）	 （ツアー：347名）	 	 

	 7月17日(日)　 	 北陸大　体験：	 28名（13研究室）　(ツアー	 :	 25名)	 
	 8月9・10日(火・水)金沢大　体験：	 63名（10研究室）	 （ツアー：592名）	 　	 

　・特別講演会　開催総数　9件　（11月27日現在)	 

３.	 会議等の開催	 
　　第１回支部幹事会；	 6月4日(土)　富山大　28年度事業計画、等	 
　　第２回支部幹事会；10月1日(土)　富山大　29年度事業計画案・予算案、等	 

　　第３回支部役員会；平成29年1月21日(土)予定　富山大　28年度支部役員選出、等	 



平成29年度支部活動計画	 

事業項目	 名　称	 説　明	

1. 総会・例会	 第１回総会・第129回例会	

若手シンポジウム	

平成29年秋季（金沢大）	

	

2. 事業	

（主催事業）　	

支部講演会	

　　　　　　　　　　	

薬学への招待	

一日体験入学	

3大学で年間計5回程度	

	

平成29年夏季	

（金沢大・富山大・北陸大）	

（共催事業）	 平成29年度有機合成化学北陸セミナー	

第36回家庭約開発研究シンポジウム　	

第22回夏期セミナー　	

（主催：有機合成化学協会）	

(主催: 富山県)	

(主催: 富山大学和漢医薬学	

　　　　 総合研究所)	

3. 会議	 第1回支部幹事会	

奨励賞選考委員会	

第2回支部幹事会	

第3回支部幹事会	

平成29年（北陸大）	

平成29年	

平成29年（北陸大）	

平成29年（北陸大）	



平成29年度支部予算　［収入の部］ 
	 

 	 

	

科　目	 金　額	 説　明	 

1.	 交付金	 1,482,000 薬学会本部からの交付金	 
（H28 1,575,000円） 

2.	 広告、寄附金	 150,000	 例会要旨への広告	 
3.	 例会参加登録料	 82,000 学生1,000円　一般3,000円	 
4.	 前年度繰越し金	 

	 

0	 

　　　収入合計	 　1,714,000 

 
	



平成29年度支部予算書［支出の部］ 
	 

 	 

	

勘定科目	 金　額	 説　明（主な支出）	 

1.	 支部大会	 

　（総会，例会)	 

507,000 会場設営、要旨印刷、通信費　等 
←553,000(H28) 

2.	 薬学への招待	 

　　一日体験入学	 

717,000 会場費、機関への謝礼、印刷費、	

アルバイト料　等←505,000(H28) 

3.	 支部講演会	 177,000 特別講演、公開講演謝礼、会場費、	 
要旨印刷　等←345,000(H28) 

4.	 奨励表彰	 63,000 賞状、副賞　等←98,000(H28) 

5.	 支部役員会	 223,000 役員会交通費、　通信費　等 
←251,000(H28) 

6.	 その他の管理費等	 27,000 通信費、印刷費、事務委託費、予備費　等 
←70,000(H28) 

7．予備費	 	 0 
　　　　支出合計	 1,714,000 



北陸支部のホームページが
新しくなりました	

http://shibu.pharm.or.jp/hokuriku/index.html	 

アドレスは今までと変わりません。	 

	 

お知らせの他、例会、特別講演会、学術奨励賞、	 	 楽しい薬学
への１日体験入学、支部役員についても載せてあります。	 

いろいろなニュースを寄せてご活用ください。	 

投稿は北陸支部事務局まで	 



Home

支部役員

一日体験入学

特別講演会

総　　会

北陸支部例会

プログラム

学術奨励賞

昨年までの事業

リンク集
 

日本薬学会は、「くすり」に関係する研究者や技術者が情報交換
を行うことで、学術文化の発展を目指す学術団体です。

★平成28年度の事務局担当は富山大学です。
 

お知らせ
2016.11.2 平成28年度総会のお知らせをアップしました。New
2016.11.2 第128回例会のプログラムを掲載しました。New
2016.11.1 11月21日(月)明治薬科大学　深水 啓朗先生の特別講演を富山大

学で開催します。New
2016.10.3 2017年9月4日(月)～9月5日(火)若手フィジカル・ファーマ

フォーラム(PPF)が金沢で開催されます。New
2016.10.3 10月1日(土)日本薬学会北陸支部平成28年度第2回幹事会が富山

大学で開催されました。
2016.10.3 日本薬学会北陸支部第128回例会演題締切ました。　
2016.9.23 日本薬学会北陸支部第128回例会演題締切延長のお知らせ。　

(9/30締切)　　
2016.9.21 平成29年度教員公募(北陸大学)のお知らせ　(10/31締切)　
2016.9.20 10月1日(土)日本薬学会北陸支部平成28年度第2回幹事会を富山

大学で開催します。　
2016.9.5 11月12日(土)徳島大学　川添　和義先生の特別講演を金沢大学

で開催します。　
2016.9.5 11日11日(金)京都大学　久米　利明先生の特別講演を金沢大学

で開催します。　

 

　お問い合わせ
 
日本薬学会北陸支部
平成28年度事務局

〒930-0016
富山県富山市杉谷2630
富山大学大学院　医学薬学教育部
TEL：076-434-7545
FAX：076-434-7545

支部長　：今中　常雄

支部役員名簿(PDF)
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平成28年度 

北　陸　支　部　総　会	

御出席ありがとうございました。	 



平成28年度 

日本薬学会北陸支部学術奨励賞　受賞式	

富山大学大学院医学薬学研究部 

南部　寿則 

	
研究題目 
「スピロシクロプロパンの高反応性を活用する複素環化合物の新規	
　合成法の開発」 
	
 
富山大学大学院医学薬学研究部 

福地　守 
	
研究題目 
「神経可塑性の分子基盤を担う遺伝子発現制御系の解明」 
	


