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一般社団法人	 日本医療薬学会 
平成 21 年度  第3回定例理事会 議事録 

	 

	 

一．開催日時：平成 21 年 5 月 28 日（木）	 14 時 00 分〜17 時 30 分	 

	 

二．開催場所：日本病院薬剤師会会議室	 

	 

三．出席者	 

会	 頭：北田光一	 

副会頭：安原眞人、鈴木洋史、山田安彦	 

理	 事：伊吹リン太、乾賢一、大石了三、大森栄、奥田真弘、谷川原祐介	 

	 	 	 	 林昌洋、樋口駿、平井みどり、望月眞弓、山田勝士	 

監	 事：内野克喜	 

年会長：佐々木均	 

事務局：安岡俊明、松本とみ恵、星隆弘	 

	 

四．議長：北田光一	 

	 

五．会議の成立	 

定刻において、議長より開会が宣言され、本理事会は理事 15 名の出席があり、定款第

38 条に定める定足数を満たしており、成立している旨報告された。	 

	 

六．議事の経過の要領及びその結果	 

	 

1. 平成 21 年度第 2 回定例理事議事録確認について	 

議長より、第 2 回定例理事会議事録の内容確認の求めがあり、確認の上、了承された。	 

	 

2. 平成 21 年度第１回定時社員総会議事録確認について	 

議長より、第 1 回定時社員総会の議事録の内容確認の求めがあり、参加した社員の確認

の上、了承された。	 

	 

3. 協議事項	 

1) 各学会賞選考候補者について	 

○	 功績賞	 

議長より、資料に基づき、平成 21 年度功績賞受賞候補者の選考について、功績賞

選考委員会での協議の結果として、五味田裕	 氏（就実大学薬学部）１名を推薦した

ことならびに選考理由の説明があり、協議の結果、満場一致で承認された。	 

	 

○	 	 奨励賞および学術奨励賞	 

樋口理事より、資料に基づき、平成 21 年度の奨励賞および学術貢献賞の受賞候補
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者の選考について、奨励賞・学術貢献賞選考委員会での協議の結果として、奨励賞受

賞候補者を２名、学術貢献賞の受賞候補者を１名選考したことならびに選考理由の説

明があり、協議の結果、満場一致で承認された。	 

各受賞者は、次のとおり。	 	 

 奨励賞受賞者（２名）	 

 伊勢雄也	 氏（日本医科大学付属病院・薬剤部）	 

研究題目：病院薬剤部における薬剤経済分析の実際	 

 坂野昌志	 氏（名古屋セントラル病院・薬剤科）	 

研究題目：薬剤師が吸入療法に貢献するための科学的根拠の構築と適用	 

 学術貢献賞受賞者（１名）	 

 宇野勝次	 氏（福山大学・薬学部教授）	 

研究題目:薬剤ｱﾚﾙｷﾞｰの起因薬検出、臨床解析および発現機構に関する研究	 

	 

○	 論文賞	 

奥田理事より、資料に基づき、平成 21 年度の論文賞について、論文賞選考委員会

での協議の結果として、論文賞の受賞候補者として３名を選考したことならびに選考

理由の説明あり、満場一致で承認された。	 

各受賞者は、次のとおり。	 	 

 「論文賞」	 
 根來	 寛，矢野良一，谷	 大輔，渡辺享平，塚本	 仁，五十嵐敏明，	 
中村敏明，脇屋義文，後藤伸之，横山照由，政田幹夫	 

受賞論文	 ：『固形がん患者における抗がん剤の適用使用のための白血球数評

価』	 医療薬学 34(4):	 320-327	 (2008)	 

	 

 井手若奈，飯島久志，宇野弘展，木村英晃，久保田洋子，澤田愛子，平井政
彦，吉川真由美，鈴木久夫，石野良和，安藤秀人	 

受賞論文	 ：『Bisphosphonate 製剤および Raloxifene のコンプライアンスな

らびに有害事象調査(千葉県版 DEM)』	 医療薬学 34(5):	 455-460	 (2008)	 

	 

 林	 誠，平野	 淳，岡田守弘，薄	 雅人，能村涼子，山本吉章，大野雅子，
間瀬広樹，鈴木達男	 

受賞論文	 ：『ロサルタンによる高尿酸血症の発生抑制効果に関する薬剤疫学

的検討』医療薬学 34(6):	 538-543	 (2008)	 

	 

2) 	 平成 21 年度認定薬剤師受験資格について	 

	 	 	 	 	 山田(勝)理事より、資料に基づき、平成 21 年度の認定薬剤師認定試験（試験日：

7 月 26 日)の受験資格に係る認定薬剤師制度委員会（開催日：5 月 24 日）において、

応募者 77 名の業績等について認定薬剤師制度規程に基づき審査した結果、72 名を

要件適格者、5 名を不適格者とした旨の説明があり、協議の結果、満場一致で承認

された。なお、認定薬剤師制度委員会での議論として、当該認定申請で求める医療

薬学領域の論文を整理し、可能な限りリスト化して公表が可能かどうかを検討した

いとの補足説明があった。	 
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3) 	 研修施設の新規委嘱について	 

山田(勝)理事より、資料に基づき、大和市立病院（神奈川県）より提出された研修

施設委嘱申請（新規）については、規程に定める研修施設の要件を充足しているとい

う説明があり、協議の結果、満場一致で承認された。	 

	 

4) 「医療薬学」第 36 巻発行契約について	 

山田(安)副会頭より、資料に基づき、昨年度より理事会に経過報告してきた「医療

薬学」第 36 巻の発行費用について、薬事日報社との間で重ねてきた契約交渉が合意

に至り、１冊のページ数を一定の範囲内に収める一方で、別刷の無料発行(制限部数

内)も従来どおりとするという条件で，会員１人分の雑誌発行費用を約 500 円程度に

抑えることができることになったので、今後、契約を進めたいという説明があり、協

議の結果、全会一致で承認された。	 

	 

5) 	 第１回代議員選挙の実施について（選挙案内・実施方法）	 

代議員選挙管理委員会委員長を兼ねる大森理事より、資料に基づき、第１回代議員

選挙の立候補受付案内として、代議員の職務指針、選挙の実施方法ならびに選挙結果

公示等に係る説明があり、協議の結果、立候補の検討者が本会の代議員の職務指針を

十分に理解した上で手続きを進めていただくよう、選挙案内の一部の文言を修正の上、

平成 21 年６月 1 日を立候補受付開始日として、全会一致で承認された。	 

	 

6) 「医療薬学」アーカイブ実施について	 

	 	 	 	 	 議長より、昨年開催した理事会で協議した「医療薬学」誌の掲載論文の公開に係る

電子アーカイブ事業への参加について、応募した結果、当選となったため、本学会

として正式に参加すべきか提議され、協議の結果、「医療薬学」誌をより多くの人々

に閲覧してもらうことや当該雑誌の引用先が確認できるなどの将来的なメリットが

期待できるため、参加手続きを進めるべきという結論に達し、全会一致で承認され

た。	 

	 

7) 	 平成 20 年度会費未納者の会費追納願いについて	 

	 	 	 	 	 議長より、資料に基づき、前年度会費の未納者より、今年度、改めて前年度分の

会費を納入し会員資格の継続を願う要望に係る説明があり、協議の結果、全会一致

で承認された。	 

	 

8) 	 第 19 回年会における会議開催について	 

	 	 	 	 	 議長より、資料に基づき、第 19 回年会における	 「①	 任意団体（一般社団法人化

の前の学会組織）の総会」、「②	 一般社団法人としての社員総会」、「③	 第 4 回定例

理事会」、「④	 編集委員会」の開催に係るスケジュールについて説明があり、協議の

結果、①を 10 月 24 日の夕方、②を 25 日の昼、③を 23 日の夕方、④を 24 日の昼に

開催することとし、また、今年度の当学会の表彰式を多くの会員が集まる任意団体

の総会の後に開催することを、全会一致で承認された。	 
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9) 	 後援依頼（１団体）について	 

	 議長より、資料に基づき、日本化学療法学会から共催または後援依頼があった「抗

菌薬適正使用に関するセミナー」の取り扱いについて、協議した結果、後援するこ

とを了承するということで、全会一致で承認された。	 

	 

4. 報告事項	 

1) 委員会報告について	 

・編集委員会	 

奥田理事より、資料に基づき、本年４月に開催した第１回編集委員会での議論に係

る報告事項として、医療薬学誌に係るインパクトファクターの取得に係る情報を収集

し話し合いを行ったが、更なる検討を行うための情報収集を引き続き調査することお

よび現在システム整備を行っている電子投稿システムを本年 10 月より開始する旨の

報告があった。	 

・出版委員会	 

	 望月理事より、資料に基づき、スペシャリストを目指す人たちの解説書として 10

領域を 5 分冊（A4 版）の出版物とすること、各領域で活躍する薬剤師に執筆依頼を

し、執筆者が所属する医師に監修してもらうこととしたいという方針が説明され、全

会一致で承認された。	 

・広報・会報小委員会ホームページワーキンググループ	 

大森理事より、資料に基づき、広報・会報小委員会ホームページワーキンググルー

プで議論した当学会のホームページのデザインや掲載するコンテンツについてなら

びにロゴデザインの検討に係る議論の報告があり、今後、具体的にいくつかの候補デ

ザインを挙げ、絞り込みを行いたい旨の報告があった。	 

・第 19 回年会準備状況の報告	 

佐々木年会長より、資料に基づき、10 月に開催される第 19 回年会の予定が報告さ

れた。	 

・平成 21 年度海外派遣事業	 

大石理事より、資料に基づき、平成 21 年度の海外派遣事業については、新型イン

フルエンザの影響により、派遣予定者の所属施設における米国への渡航制限または帰

国後の勤務自粛制限が課されるなど、4 名中 3 名が参加辞退したこと及び当学会とし

ても中止したことの説明があった。なお、当学会としては、あらかじめ手配していた

渡航費ならびに宿泊費のキャンセルによる費用負担を生じるが、それを利用し、参加

意向を示した 1 名が自己責任の下、渡航し学会参加する旨の説明があった。	 

・診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業について	 

	 安原副会頭より、資料に基づき、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の

趣旨、それに関わる薬剤師の役割および当学会より当該モデル事業への推薦者等の説

明が行われた。	 

・平成 21 年度公開シンポジウム開催について	 

	 林理事より、資料に基づき、今年度の公開シンポジウムの開催時期、開催地および

実行委員長が報告された。	 
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以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は 17時 30分に閉会を宣

言し、解散した。 
 


