4 代議員総会等学会行事
日 時 平成 25 年 3 月 27 日（水）13:00 ～ 15:30

◆平成 25 年度薬学会賞受賞者

場 所 パシフィコ横浜 5 階会議室 503

井上 和秀（九大院薬・教授）
「ATP 受容体の生理機能、特に痛みに関する
神経薬理学的研究」

1．第 133 年会組織委員長挨拶

宍戸 宏造（徳島大院 HBS 研・特任教授）
松木組織委員長

「特徴ある構造と生物活性を有する天然有
機化合物の立体制御全合成」

2．公益社団法人日本薬学会平成 25 年度代議員総会
黙祷

森山 芳則（岡山大院医歯薬・教授）
「液胞型 H+ 輸送性 ATPase と二次性トランス
ポーター群の構造・機能・生理的意義に関

1．開会の辞

赤池副会頭

2．会頭挨拶

西島会頭
議長 西島会頭

3．議事
報告事項

する研究」
◆平成 25 年度学術貢献賞受賞者
第 1A 部門

1 平成 24 年度事業報告 村木総務担当理事
決議事項

佐治木弘尚（岐阜薬大・教授）
「不均一系白金族触媒的C–H活性化に基づく

第 1 号議案

重水素標識化法の開発」

平成 24 年度決算報告の件

第 3 部門

岡田財務担当理事
報告事項

今村

亨（産総研バイオメディカル研究部

門・研究グループ長）

2 監査報告

海老塚監事

決議事項

「細胞増殖因子FGFファミリーの生理機能及
び分子機構と応用の研究」

第 2 号議案

第 4B 部門

名誉会員承認の件

松田 敏夫（阪大院薬・教授）

第 3 号議案

「リガンド創製と作用評価による中枢神経

役員選出の件

系創薬標的分子の生理病態意義の解明」

五味田役員候補者選考委員長
◆平成 25 年度学術振興賞受賞者

4．新・旧会頭引継ぎ
柴﨑新会頭

5．新会頭就任挨拶
6．議事

議長 柴﨑新会頭

報告事項
大野財務担当理事

薬基盤研究」
第 3 部門
北川 裕之（神戸薬大・教授）

7．名誉会員有功会員推薦状贈呈式
8．閉会の辞

土井 隆行（東北大院薬・教授）
「生物活性天然物の全合成を基軸とする創

3 平成 25 年度事業計画 近藤総務担当理事
4 平成 25 年度予算

第 1A 部門

太田新副会頭

「糖鎖リモデリングによるコンドロイチン
硫酸の機能解析」

3．日本薬学会学会賞授賞式

◆平成 25 年度奨励賞受賞者
稲本 浄文（東北大院薬・助教）

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

「遷移金属触媒および有機分子触媒を駆使
奥学会賞選考委員長
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する不活性炭素 – 水素結合修飾反応：触媒的

Francis G. Fang （Eisai Inc. Vice President,
Process R&D Division,

高度分子変換プロセスの開発」
井上 尊生（ジョンズホプキンス大院医・ア
シスタントプロフェッサー）

Pharmaceutical Science &

「新規摂動ツールによる細胞遊走の分子機

Technology CFU Eisai Product

構解明」
大庭

Creation Systems）
田上 克也（エーザイプロダクトクリエー

誠（長崎大院医歯薬・准教授）

ションシステムズ原薬研・部長）

「高分子ミセル型遺伝子キャリアの開発お

吉松賢太郎（エーザイプロダクトクリエー

よびその機能評価に関する研究」
岡田 欣晃（阪大院薬・准教授）

ションシステムズ・シニアサ
イエンティフィックアドバ

「血管内皮細胞特異的遺伝子発現の制御メ

イザー）

カニズム解析」
関根 勇一（イェール大医・博士研究員）
「免疫シグナル制御におけるアダプター分

3．教育賞

子 STAP-2 に関する研究」

選考経過報告

倉石教育賞選考委員長

高田 和幸（京都薬大・助教）
◆平成 25 年度教育賞受賞者

「アルツハイマー病の根本的治療を目指し
た治療標的の探索と双方向性橋渡し研究」

貴志 豊和（瀋陽薬大 / 吟爾濱医大・客員教授）

宝田 剛志（金沢大院医薬保・助教）

「中国における薬学教育の継続実践による
国際交流への貢献」

「アミノ酸シグナルによる骨格維持機構」
前田 和哉（東大院薬・講師）
「医薬品の肝クリアランスを支配する要因
としての薬物トランスポーターの臨床的重

4．功労賞

要性の定量的予測」

選考経過報告
◆平成 25 年度功労賞受賞者

2．創薬科学賞
選考経過報告

倉石総務担当理事

甲斐創薬科学賞選考委員長

◆平成 25 年度創薬科学賞受賞者
「バソプレシン V2 受容体拮抗薬 トルバプタ

森

裕志（岐阜薬大・教授）

5．佐藤記念国際賞授賞式

ンの創製」

◆ 2012 年度（第 36 回）佐藤記念国際賞受賞者
Richard Bruce Silverman

小川 英則（大塚製薬 Qs' 研・副所長）
山下 博司（大塚製薬 Qs' 研・主任研究員）

（Dept. of Chem., Northwestern Univ.）

田中 理紀（大塚製薬有機化学研・主任研
究員）

6．薬学研究奨励財団研究助成金等贈呈式

山村 由孝（大塚製薬・リーダー）
藪内 洋一（大塚製薬・フェロー研究部門
統轄）

2）選考経過報告

「新規乳がん治療薬エリブリンの創製」

寺尾理事長

1）理事長挨拶

白幡選考委員長

3）贈呈式

Melvin J. Yu（Eisai Inc. Distinguished Scientist
Eisai Product Creation Systems）
Bruce Littlefield （Eisai Inc. Distinguished
Scientist, Oncology Eisai Product

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
海外からの研究者招聘補助金
国際会議開催補助金

Creation Systems）
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