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日　時　2020 年 3 月 25 日（水）13:00 ～ 14:40
場　所　国立京都国際会館　2 階　Room A

1．第 140 年会組織委員長挨拶

 中山組織委員長

2．公益社団法人日本薬学会 2020 年度代議員総会

 黙祷

1．開会の辞 堅田副会頭

2．会頭挨拶 髙倉会頭

3．議事 議長　髙倉会頭

 報告事項

 　1　2019 年度事業報告 奥田総務担当理事

 決議事項

 　第 1 号議案

 　　2019 年度決算案の件 石井財務担当理事

 報告事項

 　2　監査報告 春田監事

 決議事項

 　第 2 号議案

 　　名誉会員承認の件

 　第 3 号議案

 　　役員選出の件 奥田役員候補者選考委員長

 報告事項

 　3　2020 年度事業計画 武田総務担当理事

 　4　2020 年度予算 横島財務担当理事

4．閉会の辞 髙山副会頭

3．名誉会員推薦状贈呈式

4　日本薬学会学会賞授賞式

1．薬学会賞、学術貢献賞、学術振興賞ならびに 
 奨励賞　選考経過報告

  船津学会賞選考委員長

◆2020 年度薬学会賞受賞者

 大戸　茂弘（九大院薬　教授）

「分子・細胞・臓器リズムを基軸にした時間創

薬育薬研究」

 西田　篤司（千葉大院薬　教授）

「新規反応開発を基盤とする多環性天然物合成」

 橋本　祐一（東大定量研　教授）

「独自の創薬手法・戦略に基づく生物応答調節

剤の創製研究」

 二木　史朗（京大化研　教授）

「生体膜を標的とする機能性ペプチド：分子設

計と作用機序」

◆2020 年度学術貢献賞受賞者

 第 1B 部門

 松田　久司（京都薬大　教授）

「伝承薬物に含まれる生体機能性分子の薬理

学的解明研究」

 第 4A 部門

 出口　芳春（帝京大薬　教授）

「In vitro 血液脳関門モデルおよびマイクロダ

イアリシス法を用いた薬物の血液脳関門輸送

機構解析」

◆2020 度学術振興賞受賞者

 第 4A 部門

 秋田　英万（千葉大院薬　教授）

「細胞内環境応答性を示す脂質様材料の開発

とマルチ創剤基盤技術としての展開」

◆2020 年度奨励賞受賞者

 淡川　孝義（東大院薬　准教授）

「微生物からの医薬品骨格生合成酵素の発掘

と利用」

 市村　敦彦（京大院薬　助教）

「膜タンパク質の生理機能解明に基づく新規

薬物標的候補分子の同定」

4  代議員総会等学会行事
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 猪熊　　翼（徳島大院医歯薬　助教）

「創薬テンプレート構築を指向した異常アミ

ノ酸およびそれを含有するペプチドの合成法

開発」

 上田　善弘（京大化研　助教）

「位置選択的分子変換法の開発：水酸基のアシ

ル化と C-H アミノ化」

 内田　康雄（東北大院薬　講師）

「定量プロテオミクスに基づく血液脳関門の

輸送機能および病態変動機構の解明」

 小出　裕之（静岡県大薬　講師）

「機能性ナノ粒子を用いた難治性疾患治療法

の開発」

 田口　和明（慶應大薬　専任講師）

「血液輸送タンパク質の DDS 担体としての機

能を基盤とする難治性疾患や癌治療の創剤的

戦略」

 矢崎　　亮（九大院薬　助教）

「化学選択性の精密制御のための触媒反応開発」

2．創薬科学賞

 経過報告 佐々木創薬科学賞選考委員長

◆2020 年度創薬科学賞受賞者

「VEGF および FGF 受容体キナーゼ阻害に基づ

く抗腫瘍剤レンバチニブの創製」

船橋　泰博（エーザイ　オンコロジービジネス

グループ　デピュティチーフサイエンティ

フィックオフィサー）

鶴岡　明彦（エーザイ　理事／オンコロジービ

ジネスグループ　メディスンクリエーション　

日本・アジア臨床開発部　部長）

松井　順二（エーザイ　オンコロジービジネス

グループ　デピュティチーフディスカバリー

オフィサー／メディスンクリエーション　ト

ランスレーショナルサイエンス部　部長）

松嶋　知広（エーザイ　オンコロジービジネス

グループ　ストラテジー部　部長）

宮崎　和城（大原薬品工業　研究開発本部　創

薬企画部　部長）

「末梢性 μオピオイド受容体拮抗薬ナルデメジン

の創薬研究」

金政　利幸（塩野義製薬　経営戦略部経営企画

部）

稲垣　雅尚（塩野義製薬　創薬化学研究所中分

子創薬部門　主幹研究員）

鈴木　　勉（星薬大薬）

横田　隆明（塩野義製薬　医薬開発本部プロ

ジェクトマネジメント部）

長谷川　稔（塩野義製薬　医薬研究本部　創薬

疾患研究所長）

3．功労賞

 選考経過報告 松岡学術事業担当理事

◆2020 年度功労賞受賞者

平井　功一（薬学研究奨励財団　理事）

4．教育賞

 選考経過報告 松崎学術事業担当理事

◆2020 年度教育賞受賞者

該当者なし

5．佐藤記念国内賞授賞式

  増田佐藤記念国内賞選考委員長

◆佐藤記念国内賞受賞者

辻　　泰弘（日本大薬　教授）

「診療データと Drug model を基盤とした臨床

薬物動態解析」

5．佐藤記念国際賞授賞式

◆佐藤記念国際賞受賞者

Paul J. Hergenrother (Professor, Department of 
Chemistry, University of Illinois)

6．日本薬学会学術誌 Award 受賞者発表

1．選考経過報告 細谷学術誌編集委員長

学術誌：Chemical and Pharmaceutical Bulletin (CPB)
Biological and Pharmaceutical Bulletin (BPB)
YAKUGAKU ZASSHI
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◆ Top Reviewer Award
 2019 Top Reviewer Award for CPB
 2019 Top Reviewer Award for BPB
 2019 Top Reviewer Award for YAKUGAKU ZASSHI

◆ Highly Cited Review/Article Award
 2019 Highly Cited Review Award for CPB
 2019 Highly Cited Review Award for BPB
 2019 Highly Cited Article Award for CPB
 2019 Highly Cited Article Award for BPB

◆ The Most Published Author Award
 The Most Published Author Award 2015–2019 in CPB
 The Most Published Author Award 2015–2019 in BPB

薬学研究奨励財団研究助成金等贈呈式

1．理事長挨拶 西島理事長

2．選考経過報告 松崎選考委員長

3．贈呈式

 研究助成金グループ A
 研究助成金グループ B
 研究者の海外派遣補助金




