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日時　2021 年 3 月 26 日（金）13:00 ～ 15:00
場所　Web 開催、広島国際会議場フェニックスホール

代議員総会は Web 開催といたします。その

他は広島国際会議場フェニックスホールに

て開催する予定ですが、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 141 年会組織委員長挨拶

 小澤組織委員長

2．公益社団法人日本薬学会 2021 年度代議員総会

黙祷

1．開会の辞 髙山副会頭

2．会頭挨拶 髙倉会頭

3．議事 議長　髙倉会頭

報告事項

　1　2020 年度事業報告 北川総務担当理事

決議事項

　第 1 号議案

　　2020 年度決算報告の件 横島財務担当理事

報告事項

　2　監査報告 青木監事

決議事項

　第 2 号議案

　　役員選出の件 金田役員候補者選考委員長

　第 3 号議案

　　定款の一部変更の件

報告事項

　3　2021 年度事業計画 大塚総務担当理事

　4　2021 年度予算 金井財務担当理事

4．閉会の辞 堅田副会頭

3．新・旧会頭引継ぎ

新会頭就任挨拶

4．有功会員贈呈式

5．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

 國嶋学会賞選考委員長

◆ 2021 年度薬学会賞受賞者

袖岡　幹子（理研　主任研究員）

「生物活性分子の合成と機能解析のための新

手法」

竹本　佳司（京大院薬　教授）

「分子触媒の設計と組織化に基づく高度分子

変換技術の創出」

谷川原　祐介（慶應大医　教授）

「薬物治療の最適化をめざす医療薬学研究と

医薬品開発への応用」

松﨑　勝巳（京大院薬　教授）

「膜における複雑な動的分子間相互作用の解明」

◆ 2021 年度学術貢献賞受賞者

該当者なし

◆ 2021 度学術振興賞受賞者

第 1B 部門

脇本　敏幸（北大院薬　教授）

「海洋生物活性天然物の生合成に関する研究」

第 3 部門

角田　慎一（神戸学院大薬　教授）

「タンパク質機能改変技術による 2 型 TNF 受

容体シグナルのユニーク性の解析と創薬応用」

第 4A 部門

小柳　悟（九大院薬　教授）

「病態・薬効の概日変動メカニズムを基盤にし

た時間薬剤学研究」

◆ 2021 年度奨励賞受賞者

伊藤　寛晃（東大院薬　助教）

「ペプチド系複雑天然物の全合成を基盤とし
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た機能解明・新機能分子創出」

草森　浩輔（東京理大薬　助教）

「細胞間相互作用制御に基づいた次世代型細

胞治療法の開発」

佐藤　伸一（東北大学際フロンティア研　助教）

「チロシン残基化学修飾法の開発による生体

機能の解明」

佐藤　悠介（北大院薬　助教）

「脂質分子デザインに基づく核酸搭載脂質ナ

ノ粒子製剤の開発」

高山　健太郎（京都薬大　准教授）

「ペプチドツールの開発が駆動する内分泌・代

謝関連分子の機能解明」

野田　秀俊（微化研　主任研究員）

「未開拓ケミカルスペースを志向した触媒反

応の開発」

原田　慎吾（千葉大院薬　講師）

「金属カルベン種の新しい反応特性の開拓と

合成展開」

平田　祐介（東北大院薬　助教）

「トランス脂肪酸関連疾患の分子病態基盤の

解明」

2． 創薬科学賞 
選考経過報告 佃創薬科学賞選考委員長

◆ 2021 年度創薬科学賞受賞者

「AMPA 型グルタミン酸受容体拮抗剤ペランパ

ネルの創薬研究」

長戸　　哲（エーザイ　知的財産部　ディレク

ター）

花田　敬久（エーザイ　メディスン開発セン

ター戦略企画推進部　シニアディレクター）

上野　貢嗣（エーザイ　知的財産部　特許第一

グループ　ディレクター）

上野　正孝（エーザイ　DTIE 事業部　ディレ

クター）

竹中　　理（エーザイ　メディスン開発センター　

クリニカルファーマコロジーサイエンス部　ク

リニカル M&S グループ　グループ長）

3． 功労賞 
選考経過報告 松田学術事業担当理事

◆ 2021 年度功労賞受賞者

髙柳　輝夫（ヒューマンサイエンス振興財団　

理事長）

4． 教育賞 
選考経過報告 賀川教育賞選考委員長

◆ 2021 年度教育賞受賞者

該当者なし

5． 佐藤記念国内賞 
選考経過報告 平澤佐藤記念国内賞選考委員長

◆第 44 回佐藤記念国内賞受賞者

大井　一弥（鈴鹿医療大薬　教授）

「ヒト皮膚における乾燥皮膚発現要因と治療

法に関する研究」

6．日本薬学会学術誌表彰

 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

2020 Top Reviewer Award for CPB
2020 Top Reviewer Award for BPB
2020 Top Reviewer Award for YAKUGAKU ZASSHI

2. Highly Cited Award 受賞者発表

2020 Highly Cited Review Award for CPB
2020 Highly Cited Review Award for BPB
2020 Highly Cited Article Award for CPB
2020 Highly Cited Article Award for BPB

3. The Most Published Author Award 受賞者発表

The Most Published Author Award 2016–2020 in CPB
The Most Published Author Award 2016–2020 in BPB

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 仁科選考委員長

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




