
2021年度

日本薬学会北陸支部
総 会

2021年11月14日

13時から13時30分

オンライン

北陸支部支部長 玉井郁巳 （金沢大学）



議題
報告事項

1. 2021年度役員(支部長、玉井）

2. 2020年度決算（会計担当、鈴木幹事）

3. 2021年度事業報告(支部長、玉井)

4. 2021年度北陸支部学術奨励賞（選考委員長、鍛治幹事(玉井））

5.  第133回例会（例会担当、吉田幹事）

協議事項
1. 2021年度予算（会計担当、鈴木幹事）

2. 2022年度事業計画（支部長、玉井）

3. 2022年度予算（会計担当、鈴木幹事）

4. 2022年度役員（支部長、玉井）

北陸支部学術奨励賞 表彰式(支部長、玉井）



役職 氏名 所属
幹事（支部長） 玉井 郁巳 金沢大院薬

幹事（支部例会） 吉田 栄人 金沢大院薬

幹事（連絡・特別講演会） 大宮 寛久 金沢大院薬

幹事（会計・薬用植物） 鈴木 亮 金沢大院薬

幹事（連絡） 久米 利明 富山大院薬

幹事（特別講演会） 早川 芳弘 富山大和漢研

幹事（会計） 新田 淳美 富山大院薬

幹事（薬用植物） 松谷 裕二 富山大院薬

幹事（会計） 大黒 徹 北陸大薬

幹事（薬用植物） 東 康彦 北陸大薬

幹事（連絡） 鍛治 聡 北陸大薬

幹事（特別講演会） 大本まさのり 北陸大薬

幹事 河村 嘉信 心臓血管ｾﾝﾀｰ金沢循環器病院

幹事 塚本 仁 福井大学医学部附属病院 薬剤部

幹事 篠田 健一 沢田記念高岡整志会病院

幹事 松澤 孝泰 リードケミカル(株)研究開発部

監事 松下 良 金沢大院薬

監事 細谷 健一 富山大学

支部選出理事 光本 泰秀 北陸大学

2021年度 日本薬学会北陸支部 役員1 



2020年度 決算 ［収入の部］

科 目 金 額 説 明

1.  入金額 1,125,936円

2.  その他の収入 8円 預金利息

3.  前年度残金 880,604円

4.  追加交付金 ―

5.  企業広告収入 ―

収入合計 2,006,548円 (2019度 2,108,674円)

2020年2月1日~2021年1月31日
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2020年度 決算 ［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)

0円 (2019年度 532,456円)

2.特別講演会 0円 (2019年度 322,645円)

3. 学術奨励賞 51,323円 賞品、副賞、会議費等

(2019年度 48,215円)

4. 支部役員会

5. 薬学への招待(2020
年以降事業対象外）

0円

0円

(2019年度 118,200円）

（2019年度 29,354円）

6. その他の管理費 13,030円 通信費、アルバイト代 等

(2019年度 20,319円)

支出合計 64,353円 (2019年度 1,071,189円)

次年度への繰越金 1,942,195円 (2019年度 1,037,485円)

合 計 2,006,548円 収入合計に合致 (2019年度 2,108,674円)

2020年2月1日~2021年1月31日
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2021年度事業報告
2021年2月1日〜2022年1月31日

（2021年11月14日時点）

１. 支部大会
・総会：11月14日 （WEB 開催）
・北陸支部133回例会：11月14日 (担当：金沢大、WEB開催）

２. 事業
・薬用植物勉強会 2021年8月～（WEB開催、実施中）
･支部学術奨励賞の選考 2021年9月～10月
・学生優秀発表賞の選考 2021年11月
・特別講演会 10件程度 随時

３. 役員会
・第１回幹事会 2021年 6月 4日
・第２回幹事会 2021年 9月 3日
・第３回幹事会 2021年10月14日
・第４回幹事会 2022年 1月（予定）

3-1 



2021年度 薬用植物勉強会

・富山大、北陸大、金沢大の薬用植物園を利用した一般向けの薬草紹介
今年度は、現地での開催ができないため、各大学でビデオを作成し、WEBで
の開催。

北陸支部HPより閲覧
YouTubeにて配信中

500件以上の閲覧数
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2021年度 日本薬学会北陸支部 学術奨励賞

・対象とする研究成果
候補者が北陸支部内の教育・研究機関、医療機関、企業などにおいて大半
を実施した薬学関連の研究における成果であり、その一部は本支部例会にお
いて発表されたものとする（候補者自身による発表でなくても著者の一人に含
まれていれば可）。ただし、候補者が大学院生として実施した研究を主とする成
果は選考の対象とはしない。2名以内を選考する。

・選考経過
3件の応募があり、三大学および企業・病院から8名の委員により構成される選
考委員会からの答申が幹事会で協議された。その結果、下記の1名が今年度の
受賞者として決定された。

・受賞者
荒川 大氏
金沢大学医薬保健研究域 薬学系 准教授
「腸肝臓器間相互作用による薬物動態変動の観測と分子メカニズムの解明」
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2021年度 第133回 例会

・形式 Zoom ミーティングによるオンライン形式

・演題数 ６１演題

・参加登録者 ２４２名 （内訳：学生１６９人、一般７３人内非会員６人）

・学生優秀発表賞対象演題数 ４９演題
領域１（生物、薬理、動態、医療系など： 学士：１２，大学院：２３）
領域２（化学、物理、分析、衛生系など： 学士： ６，大学院： ８）

・特別講演 １件「ラジカル制御型有機触媒」 大宮 寛久 （金沢大学）

・シンポジウム １件 テーマ「薬学研究の現状とこれから」
荒川 大（金沢大学 ）
石川 和宏（北陸大学）
千葉 順哉（富山大学）



科 目 金 額 説 明

1. 入金額 -45,195円 薬学会本部からの入金

2021年度交付金1,355,000円

(2020年度 1,450,000円)

2. 前年度残金 1,942,195円 2021年度への繰越可能額

交付金の40％（542,000円まで）

3. 利息 0

収入合計 1,897,000円 (2020年度2,006,548円)

2021年度 予算 ［収入の部］

2021年2月1日～2022年1月31日
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2021年度予算 ［支出の部］

勘定科目 金 額 説 明（主な支出）

1. 大会（総会，例会) 583,000円 会場費、要旨印刷、アルバイト料 等

2. 薬用植物勉強会 30,000円 印刷費 等

3. 特別講演会 228,000円 特別講演謝礼 等

4. 学術奨励賞表彰 97,000円 賞品、副賞 等

5. 幹事会・委員会 282,000円 役員会交通費、通信費 等

6. その他の管理費 195,000円 通信費、印刷費、アルバイト料 等

7. 予備費 482,000円

支出合計 1,897,000円 2022年度への繰越限度額 397,500円

（2022年度交付金額1,325,000円の30％）

2021年2月1日～2022年1月31日
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2022年度 事業計画
2022年2月1日〜2023年1月31日

１. 支部大会
・総会：秋期（予定） （富山大）
・北陸支部第134回例会：秋期（予定） （富山大）

３. 役員会
・幹事会 計4回 （富山大）

２. 事業
・学術奨励賞の選考
・学生優秀発表賞の選考
・特別講演会 10件程度
・薬用植物勉強会 春期（予定） （富山大、北陸大、金沢大）
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2022年度 予算 ［収入の部］

科 目 金 額 説 明

1. 交付金 1,325,000円 薬学会本部からの交付金

（2020年度交付金 1,450,000円）

（2021年度入金額 1,355,000円）

2. 例会参加登録費 60,000円 会員40名(40,000円)、非会員10名
(20,000円）

3.  2021年度からの繰越金 397,500円 （2022年度交付金の30％上限）

2022年度の交付金額：1,325,000円

収入合計 1,782,500円 （2021年度 1,897,000円 ）

2022年2月1日~2023年1月31日
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2022年度 予算 ［支出の部］

勘定科目 金 額 説 明（主な支出）

1. 大会

（総会，例会)

592,000円 会場費、要旨作成、アルバイト料 等

2. 薬用植物勉強会 30,000円 印刷費 等

3. 特別講演会 228,000円 特別講演謝礼 等

4. 学術奨励賞表彰 97,000円 賞状、副賞 等

5. 役員会 219,000円 役員会交通費 等

7.その他の管理費等 211,000円 通信費、印刷費、アルバイト料 等

8.予備費 405,500円

支出合計 1,782,500円 2022年度への繰越限度額 397,500円

交付金額を1,325,000円でその30％

2022年2月1日~2023年1月31日
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2022年度 日本薬学会北陸支部 役員

役職 氏名 所属
幹事（薬用植物勉強会） 佐々木 陽平 金沢大薬
幹事（会計） 松永 司 金沢大薬
幹事（連絡） 石﨑純子 金沢大薬
幹事（特別講演会） 小川数馬 金沢大薬
幹事（例会担当） 中野 実 富山大薬
幹事（会計、薬用植物勉強会） 小泉桂一 富山大和漢薬
幹事（連絡、特別講演会） 新田 淳美 富山大薬
幹事（支部長） 松谷 裕二 富山大薬
幹事（会計） 大畠京子 北陸大薬
幹事（薬用植物） 山崎眞津美 北陸大薬
幹事（連絡） 鍛治 聡 北陸大薬
幹事（特別講演会） 大本まさのり 北陸大薬

幹事 河村 嘉信
石川県病院薬剤師会 心臓血管ｾﾝﾀｰ

金沢循環器病院
幹事 塚本 仁 福井大学医学部附属病院 薬剤部
幹事 篠田 健一 沢田記念高岡整志会病院
幹事 松澤 孝泰 リードケミカル（株）研究開発部
監事 玉井 郁巳 金沢大薬
監事 細谷 健一 富山大薬
支部選出理事 光本 泰秀 北陸大薬
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日本薬学会北陸支部
令和3年度
学術奨励賞

表彰

荒川 大

金沢大学
医薬保健研究域

薬学系
准教授

副賞
表彰盾と賞金



2021年度

日本薬学会北陸支部
総 会

ご出席ありがとうございました。


