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日本薬物動態学会 第 30 回評議員会次第 

【議事次第】 司会進行：横井 毅 年会長 

１． 開会の辞（横井 毅 年会長） 議事録署名人（2 名）選出 

２． 会長挨拶（千葉 寛 会長） 

３． 審議事項 

1) 次期（第 14 期）監事について（千葉 寛 会長）投票実施 

2) 新評議員の選出について（斎藤嘉朗 総務委員長）投票実施 

3) 会則の改訂について（斎藤嘉朗 総務委員長） 

4) 平成 26 年度決算・監査について（森脇俊哉財務委員長、大野 泰雄監事） 

5) 平成 28 年度予算案について（森脇俊哉 財務委員長） 

6) 第 33 回・第 35 回年会長、第 32 回ワークショップ世話人について（千葉 寛 会長） 

7) その他 

４． 報告事項 

1) ①次期（第 14 期）理事選挙結果 ②会長指名理事について（大森 栄 選挙管理委員長） 

2) 平成 26・27 年度活動報告（千葉 寛 会長） 

3) 平成 28 年度活動計画（大森 栄 副会長） 

4) 平成 27 年度学会賞等の選考経過および結果報告（家入一郎選考委員長） 

5) 細則の改訂について（斎藤嘉朗 総務委員長） 

6) DMPK 賞選考結果報告（山崎浩史 編集委員長） 

7) JSSX フェローについて（高野幹久 選考委員長） 

8) 2016 年 JSSX 年会について（大森 栄 第 31 回年会長） 

9) 監事について（千葉 寛 会長) 

10) 新評議員について（斎藤嘉朗 総務委員長) 

11) 第 30 回 WS 及び第 10 回 SC について（矢吹昌司 WS 代表世話人） 

12) 各委員会報告（千葉 寛 会長） 

① 総務委員会（斎藤嘉朗 委員長） 

② DMPK 編集委員会（山崎浩史 委員長） 

③ DMPK 活性化委員会（小澤正吾 委員長） 

④ 国際対応委員会（楠原洋之 委員長） 

⑤ 学会活動活性化委員会（家入一郎 委員長） 

⑥ ＤＩＳ委員会（泉 高司 委員長） 

⑦ 財務委員会（森脇俊哉 委員長） 

⑧ NL 編集委員会（松永民秀 委員長） 

⑨ WEB・広報委員会（加藤将夫 委員長） 

⑩ ニュースレター活性化 WG（久米俊行 委員長） 

   ⑪ 褒賞制度 WG（伊藤清美 委員長） 

13) その他 

５． 閉会の辞（横井 毅 年会長）  
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日本薬物動態学会 第 30 回総会次第 

【議事次第】 司会進行：横井 毅 年会長 

１． 開会の辞（横井 毅 年会長） 議事録署名人（2 名）選出 

２． 会長挨拶（千葉 寛会長）  

３． 審議事項 

 1) 会則の改訂について（斎藤嘉朗 総務委員長）  

 2) 平成 26 年度決算・監査について（森脇俊哉財 務委員長、大野泰雄 監事） 

 3) 平成 28 年度予算案について（森脇俊哉 財務委員長）  

 4) その他 

４． 報告事項 

 1) ①次期（第 14 期）理事選挙結果 ②会長指名理事について（大森 栄 選挙管理委員長） 

 2) 平成 26 年度活動報告（千葉 寛会長） 

 3) 平成 28 年度活動計画（大森 栄 副会長） 

 4) 平成 27 年度学会賞等の選考経過および結果報告（家入一郎選考委員長） 

 5) 細則の改訂について（斎藤嘉朗 総務委員長） 

 6) DMPK 賞選考結果報告（山崎浩史 編集委員長） 

 7) JSSX フェローについて（高野幹久 選考委員長） 

 8) 2016 年 JSSX 年会について（大森 栄 第 31 回年会長） 

 9) 監事について（千葉 寛 会長) 

10) 新評議員について（斎藤嘉朗 総務委員長) 

11) 第 33 回・第 35 回年会長、第 32 回ワークショップ世話人について（千葉 寛 会長） 

12) 第 30 回 WS 及び第 10 回 SC について（矢吹昌司第 30 回 WS 代表世話人） 

13) 各種委員会報告 

14) 第 32 回年会について（高野幹久 第 32 回年会長） 

15） その他 

５． 平成 27 年度学会賞各賞の授与式（千葉 寛 会長） 

６． DMPK 賞の授与式（千葉 寛 会長） 

７． JSSX フェロー称号の授与式（千葉 寛 会長） 

８． 閉会の辞（横井 毅 年会長）  

 

 

 


