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日時　2023 年 3 月 25 日（土）13：00 ～ 15：30
場所　 北海道大学医学部学友会館フラテ　フラテ

ホール

    新型コロナウイルスの感染状況によって Web
開催に変更する可能性がございます。ホーム

ページにて最新の情報をご確認ください。

１　第 143 年会組織委員長挨拶

 南組織委員長

２　公益社団法人日本薬学会 2023 年度代議員総会

  黙祷

1．開会の辞 石井副会頭

2．会頭挨拶 佐々木会頭

3．議事 議長　佐々木会頭

  報告事項

   1　2022 年度事業報告 伊藤総務担当理事

  決議事項

   第 1 号議案

    2022 年度決算報告の件 光本財務担当理事

  報告事項

   2　監査報告 国嶋監事

  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 石橋役員候補者選考委員長

   第 4 号議案

    定款一部変更の件

  報告事項 
   3　2023 年度事業計画 佐藤総務担当理事

   4　2023 年度予算 山本財務担当理事

4．閉会の辞 石井副会頭

３　名誉会員称号贈呈式

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 湯浅学会賞選考委員長

◆ 2023 年度薬学会賞受賞者

 赤井　周司（大阪大学大学院薬学研究科　教授）

   「持続可能な社会構築に資する高選択的精密

合成の開発と医薬学への応用」

 金子　周司（京都大学大学院薬学研究科　教授）

   「分子機序に基づく創薬から臨床情報に基づ

く創薬への新たな展開」

 佐治木　弘尚（岐阜薬科大学　副学長 / 教授）

   「固体触媒の創製と潜在的触媒活性の発掘に

基づく官能基変換法の開発」

 原 島　秀吉（北海道大学大学院薬学研究院　卓

越教授）

   「細胞内動態制御に基づいた遺伝子・核酸送達

システムの創製とナノ医療への展開」

◆ 2023 年度学術貢献賞受賞者

 該当者なし

◆ 2023 度学術振興賞受賞者

 第 1A 部門

 山中　正道（明治薬科大学　教授）

   「ウレア誘導体を基軸とした低分子ゲル化剤

の開発と応用」

 第 1B 部門

 森 田　洋行（富山大学和漢医薬学総合研究所　教授）

   「植物由来生物活性化合物の探索と生合成酵

素の立体構造解析」

 第 2 部門

 小 川　美香子（北海道大学大学院薬学研究院　教授）

   「放射線、光技術を利用した分子イメージング

薬および治療薬の開発」

4  代議員総会等学会行事
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 第 3 部門

 岡 田　欣晃（大阪大学大学院薬学研究科　准教授）

   「血管透過性を標的とする重症感染症治療薬

の開発」

 第 4A 部門

 尾上　誠良（静岡県立大学薬学部　教授）

   「生物薬剤学的特性改善を指向した薬物送達

システムの構築」

 第 4B 部門

 山 村　寿男（名古屋市立大学大学院薬学研究科　

教授）

   「クロライドチャネルの多彩な生理機能と病

態機能変化」

◆ 2023 年度奨励賞受賞者

 青木　重樹（千葉大学大学院薬学研究院　講師）

   「薬物副作用の個人差の背景に潜むメカニズ

ムの解明」

 池 内　和忠（名古屋市立大学大学院薬学研究科　

講師）

   「構造特性を利用する新規合成手法の開発と

天然物合成への応用」

 佐 藤　玄（山梨大学大学院総合研究部　特任助

教（PI））
   「理論計算を基軸とした天然物の生合成機構

研究」

 中島　誠也（千葉大学大学院薬学研究院　助教）

   「ラジカル化学種の発生手法開拓及び合成化

学展開」

 永安　一樹（京都大学大学院薬学研究科　助教）

   「精神疾患治療を目指した神経薬理学と情報

薬理学の融合研究」

 前川　正充（東北大学病院薬剤部　准教授）

   「液体クロマトグラフィー／質量分析法を用

いる内因性代謝物の変動解析と各種疾患バイ

オマーカー探索」

 道永　昌太郎（明治薬科大学　専任講師）

   「アストロサイトの機能分子を標的とした脳

損傷に対する創薬研究」

 山田　雄二（東京薬科大学　講師）

   「細胞接着ペプチドのバイオマテリアルへの

応用」

2．女性薬学研究者奨励賞

  選考経過報告

 石井女性薬学研究者奨励賞選考委員長

◆ 2023 年度女性薬学研究者奨励賞受賞者

 清水　かほり（大阪大谷大学薬学部　専任講師）

   「改良型アデノウイルスベクターの開発と生

活習慣病治療への応用」

 吉 田　直子（金沢大学医薬保健研究域附属 AI
ホスピタル・マクロシグナルダイナミクス研

究開発センター　助教）

   「新技術を活用した低品質・偽造医薬品の製剤

学的実態解明ならびに検出法の開発に関する

研究」

3．創薬科学賞

  選考経過報告 竹之内創薬科学賞選考委員長

◆ 2023 年度創薬科学賞受賞者

  「JAK 阻害薬 delgocitinib の創製」

  塩 﨑　　真（日本たばこ産業株式会社医薬総

合研究所高槻リサーチセンター化学研究所　

副所長）

  野 路　　悟（日本たばこ産業株式会社医薬総

合研究所高槻リサーチセンター化学研究所

グループリーダー）

  小 西　典子（日本たばこ産業株式会社医薬総

合研究所高槻リサーチセンター生物研究所

グループリーダー）

  谷 本　敦男（日本たばこ産業株式会社医薬総

合研究所高槻リサーチセンター生物研究所　

主幹研究員）

  仲 　　裕一（日本たばこ産業株式会社医薬総

合研究所高槻リサーチセンター研究企画部

グループリーダー）

  「新規シデロフォアセファロスポリン抗菌薬セ

フィデロコルの創製」

  青 木　俊明（塩野義製薬株式会社 R&D 支援

室　グループ長）

  山 脇　健二（塩野義製薬株式会社創薬化学研

究所　創薬化学研究所長）
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  佐 藤　剛章（塩野義製薬株式会社創薬疾患研

究所　創薬疾患研究所長）

  西 谷　康宏（塩野義製薬株式会社　2011 年退職）

  山 野　佳則（塩野義製薬株式会社創薬疾患研

究所　感染症領域シニアフェロー）

4．教育賞

  選考経過報告 川西教育賞選考委員長

◆ 2023 年度教育賞受賞者

 夏苅　英昭（新潟薬科大学　客員教授（教授））

   「執筆活動による薬学教育ならびに薬剤師生

涯教育への貢献」

5．佐藤記念 医療貢献薬剤師賞

  選考経過報告

 家入佐藤記念 医療貢献薬剤師賞選考委員長

◆ 2023 年度佐藤記念 医療貢献薬剤師賞受賞者

 該当者なし

５　日本薬学会学術誌表彰

 選考経過報告 大槻学術誌編集委員長

学術誌：Chemical and Pharmaceutical Bulletin (CPB)
    Biological and Pharmaceutical Bulletin (BPB)
    YAKUGAKU ZASSHI

1．Top Reviewer Award 受賞者発表

  2022 Top Reviewer Award for CPB
  2022 Top Reviewer Award for BPB
  2022 Top Reviewer Award for YAKUGAKU ZASSHI

2．Highly Cited Award 受賞者発表

  2022 Highly Cited Review Award for CPB
  2022 Highly Cited Review Award for BPB
  2022 Highly Cited Article Award for CPB
  2022 Highly Cited Article Award for BPB

3．The Most Published Author Award 受賞者発表

  The Most Published Author Award 2018–2022 in CPB
  The Most Published Author Award 2018–2022 in BPB

６　日本薬学会長井記念若手薬学研究者賞授賞式

 選考経過報告

 吉松長井記念薬学研究奨励特別委員

◆ 2023 年度長井記念若手薬学研究者賞受賞者

 瀬 山　翔史（慶應義塾大学病院感染制御部　専

従薬剤師）

 三 村　佳久（名古屋市立大学病院薬剤部　薬剤

師 / 名古屋市立大学大学院薬学研究科病院薬

剤学　研究員）

 横江　貴之（医化学創薬株式会社 事業推進部）

 孫 　　雨晨（国立医薬品食品衛生研究所・医薬

安全科学部　厚生労働技官）

 秋 田　智后（東京理科大学薬学部 DDS・製剤設

計学　講師）

 志田　美春（インテグリカルチャー株式会社）

 鎌内　　等（城西大学薬学部　助教）

 山 城　貴弘（名古屋市立大学大学院薬学研究科　

助教）

７　 佐藤記念基金第 46 回佐藤記念国際賞受賞者

授賞式

 選考経過報告 佐々木前会頭

 Kr isty Marie Ainslie (Professor, University of North 
Carolina, Chapel Hill, North Carolina)

  各授賞式終了後、薬学研究奨励財団の行事が行

われます。

公益財団法人薬学研究奨励財団　 
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 大澤選考委員長

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




