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2021年度北里大学薬友会定期総会議事録 

 

日 時：2021年 5月 22日(土) 13時 30分～14時 55分 

 

開催形態：ZOOMによるオンライン会議 

 

総会出席状況 

  総会出席者：56名(役員：21 名、代議員：35 名) + 3 名(議決権なし新役員 2、新代議員 1) 

委任状提出者：74名(役員：5名、代議員：69名) 

欠 席 者： 115名(役員：2名、代議員 113名) 

議決権保有者：241名 規程定足数：81名 < 議決権保有出席者+委任状提出者：130名 

  薬友会規約第 15条 3項の条件を満たしており、本総会は成立した。 

 

(はじめに) 

  2021年度の北里大学薬友会定期総会はコロナウイルス感染の収束が見えないため、従 

来の「対面総会」は中止し、ZOOMを利用した「オンライン総会」として開催した。 

  開催に先立ち、氏原淳理事(19PP)から総会の議案採決で利用する ZOOMの機能につい 

 て説明を受けた。総会は池本尚理事(19PT)の開催の辞及び司会のもと議長団を選出し、 

 成松由紹会長(3PT)の挨拶後、議長に選出された成松会長の議事進行に従い、予め配付さ 

 れた総会資料に則って執行部による議案の説明、ZOOMによる採決を行った。全ての議 

 案の採決が終了した後、今回の総会で承認された関根正恵新薬友会副会長(23PP)による 

 閉会の辞で閉会した。 

 

1.  議長団の選出 

  議長：成松 由紹(3PT) 副議長：関根 正恵(23PP) 書記：山本 大介(33PT) 

 議事録署名人：三浦 輝久(22PT)  

 

2. 会長挨拶：成松 由紹(3PT) 

 

3. 審議事項 

(1) 2020年度事業報告、決算報告及び会計監査報告について 

2020年度報告(総会資料 P1～4)及び 2020年度決算報告(総会資料 P5～7)について執 

行部から事業内容の説明が、P3・12.「中長期事業計画の検討」では、各班長(A班： 

岡田年以副会長、B班：三浦 輝久理事、C班：長光 亨理事、D班：池本 尚理事)か 

ら昨年度から継続となった課題の検討結果について報告があった。なお A班からの説 

明で、“規約改正については内規を含めて継続検討とする”旨の資料訂正があった。 

2020年度会計監査報告(総会資料 P8)では青井広志監事(5PP)から、決算報告書を監 
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査した結果、その内容について正確且つ妥当であることが報告された。 

   これら議案について審議した結果、何れも賛成多数で承認された。 

   2020年度決算報告では昨年から続く新型コロナウイルス感染の影響を受け、事業計 

画の大半が中止せざるを得なかったため、予算面でもその影響を受け収入も当初予算 

より約 250万円の減少となった。また、定期総会、懇親会、生涯学習セミナー、ホー 

ムカミングデイ・同期会等の事業が軒並み中止となったため、これら関連項目の支出 

は激減した。そのため次期(2021年度)繰越金は、従前より多い約 250万円となった。 

 

(2) 2021年度事業計画案及び予算案について 

2021年度事業計画案(総会資料 P9～12)及び予算案(総会資料 P13～14)について執行 

部より説明が行われ、審議の結果、何れも賛成多数で承認された。 

事業計画案のうち、前年度に実施できなかったホームカミングデイ(HCD)・同期会 

の開催について 2022年 3月 20日(日)を開催日とし、その概要が示された。また、薬友

会報の発行は従前通り年 2回(8月・3月)行う旨報告があった。 

薬学部主催・薬友会共催の「生涯学習セミナー」について、当定期総会後に薬友会 

役員・代議員、北里大学教職員、北里大学卒業生を対象に、オンライン(ZOOM)による 

花木 秀明先生(北里大学大村智研究所 感染防御センター センター長)の講演を実施し 

た。オンラインによる生涯学習セミナー実施に必要な今回の経験・結果を踏まえ、薬 

友会担当理事・学部担当教職員からなる「生涯学習委員会」において、セミナーのオ 

ンライン導入による恒常的なライブラリー化や遠隔地在住者への配信の可能性等につ 

いて、検討される予定である。 

2021年度予算案については、今年(2021年)度もコロナウイルス感染の収束が見通せ 

ないため、承認された 2021年度事業計画及び 2020年度・2019年度の実積等を参考に 

予算立てを行った。 

 

(3) 2021年度薬友会役員・代議員等交代の件 

今年度(2021年)は全学同窓会及び薬友会役員の改選年に当たるため、薬友会選挙管 

理委員会運営規程第 2条に基づき、改選前年度(2020年度)の定期総会にて選挙管理委 

員長及び委員を選出することになっていた。しかし、コロナ禍の影響で昨年度の定期 

総会は「紙上総会」となったため、当年に限り、選挙管理委員会の任務を薬友会事務 

局が代行することを昨年の紙上総会で議案 6として審議頂き承認された。 

薬友会事務局は、昨年の 8月に薬友会役員及び代議員に対し 9月 15日を締切日とし 

て次期「薬友会役員」及び「北里大学同窓会代議員」の立候補・推薦の依頼を書面に 

て実施した。その結果は、全学同窓会代議員の立候補 1名、推薦 1名及び薬友会理事 

の推薦 2名、辞退 4名であった。また、全学同窓会から薬友会に対し全学同窓会の副 

会長 1名、監事 1名の推薦依頼(各学部同窓会の持回り)があった。これらの状況を踏ま 

え第 4回(2020年 12月 18日開催)及び第 5回(2021年 3月 5日開催)の理事会にて協議 

 



し、「2021年度全学同窓会及び薬友会役員一覧(理事会推薦案)」 (総会資料 P16)を決定

した。なお役員一覧の資料説明に先立ち、執行部より “全学同窓会常任理事に関する

記述を削除する旨の資料訂正があつた。

また、2021年 3月 卒業の新代議員 5名 (総会資料 P17)及び 2021年度薬友会代議員

(総会資料 P18(薬学科)、 P19(製薬学科 。薬科学科 。生命倉1薬科学科))が紹介された。

4。 その他

今回の定期総会は、主要都道府県に新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言が発

出されている状況下で開催された。全ての議案が採決された後、Z00Mを通して各地の

代議員から在住地のワクチン接種状況や感染状況等に関する情報交換を行つた。

以 上

会 :14時 55分

議事録署名人 :

記:琲 4(墨)

(成松 由紹)

(山本 大介)

感品 |
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(補足資料) 

 

==  2021 年北里大学薬友会定期総会役員・代議員出席状況   == 

 

総会出席者：56名(役員：21 名、代議員：35 名) + 3 名(議決権なし新役員 2、新代議員 1) 敬称略 

役 員 成松由紹  岡田年以  島村恵里  関根正恵  伊藤 毅  根岸春夫 

厚田幸一郎 吉山友二  堀口雅巳  森田 豊  小平久正  氏原 淳 

有田悦子  池本 尚  澤井敏樹  三浦輝久  長光 亨  長尾剛司 

川上美好  山本大介  関根麻理子 青井広志  沼崎 洋 

代議員 南田東彦  久米 誠  笹嶋政昭  松田佳和  鈴木秀人  蒲谷浩司 

田野良夫  町田 充  田中 陽  杉浦久仁子 井上智之  奈良場純子 

谷山和弘  山﨑 柚  船渡聖太  比佐祐介  伊藤大智 

  西山道久  坂本康夫  池田 了  入江英治  藤井則明  高柳 博 

坂田 修  源川良一  星野隆一  大河原均  塙 真也  新井 隆 

松本啓一  鈴木智美  小瀧裕道  大畠健二  大瀬尚希  植松まりな 

工藤春伸 

 

委任状提出者：合計 74名(役員：5名、代議員：69名) 敬称略 

役 員 富野絹雄  喜来 望  春日井久美 齋藤俊夫  清田博己 

代議員 矢澤勝彦  河野光男  伊藤芳之  西川 均  江守利博 平野由紀子 

清原寛章  深町伸子  波多野紀子 藤極範子  田中久美子 佐藤幸子 

井上朋子  髙橋良絵  武田典子  角 大悟  寒河江珠代 山崎由紀子 

生駒 徹  茂出木耕一 芳村峰花  大野典子  清水目梢  鈴木利幸 

有川槙葉  餅田智行  山本啓介  森野亜希  岸川 瞳  西垣哲太 

飯野舞子  小玉智香  豊間恵里子 川村舞雪  髙橋祐里香 馬場優樹 

梅本沙英  伊木祥子  坂根宏明   

毛利隆明  吉澤芳夫  倉澤嘉久  高橋 勇  三田正之  小堺ひとみ 

岩瀬一彦  関根澄江  久保田理恵 倉茂 了  小林敏明  井手上圭一 

古籏崇紀  金子正美  大島崇弘  門脇正昌  重松朝子  浅沼 聡 

亀井梨生  八木原浩子  岸本亜希子 吉田泰宏  勅使河原智史 吉野真通 

松永麻理  山本善也  和田絢子  池田隼人  小此木闘也 中原 茜 

 

欠席者：合計 115名(役員：2名、代議員 113名) 敬称略 

役 員 相良眞一  石塚雅彦 

代議員 大谷元光  堂東邦宏  砂金信義  髙橋 進  後村 猛  髙橋 豊 

    斉藤太郎  洞ヶ瀬栄子 木村 明  久保木輝雄 大西龍也  栢森裕三 

清水 澄  武部雅人  秋山 博  宮下精一郎 田端大祐  丸山 剛 
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中村匡宏  上岡健人  遠藤政彦  晴柀直子  宮沢伸介  丸山純一 

津端由佳里  古川尊久  鈴木邦生  吉田康一郎 橋口宏司  髙橋 亮 

八木晃子  松澤弘志  小林彦登  萬羽薫美子 早崎真弘  佐野美紗子 

木村夏樹  髙橋光夫  中野貴之  柚木麻姫  松本真澄  井本千尋 

関谷路子  安澤直幸  大谷和真  坪田留央依 細井智弘  相原未希 

佐川智則  橋本健士郎 山田翔太  山名里穂  梅原ありさ 星安里紗 

柿﨑佑斗  佐々木貴央 李 大葵  青山亮太  時澤秀明  矢野真輝 

村山晃大  角倉弘太  永野風鳥霞 舩越美緒  西方大貴  石原朋実 

櫛田優花  山﨑千佳 

大沢 彰  武田収功  村瀬義之  宮田義久  岩崎裕二  二村典行  

青野雄三  松原 肇  加藤崇人  岡村信吾  阿部章夫  中森俊宏 

八谷恵美子 今井庸介  長友 恵  伊藤 靖  片平 優  杉木 伸 

奈良場博昭 遅澤 篤  阪柳正隆  渡邉洋子  池田和子  中島啓行 

市川奈緒子 柳原壮一郎 本郷守正  高石 勝  三浦健志  宮本幸恵 

平井景子  土田健二  陳 妍希  丸本かおり 福田岳夫  黒田大祐 

古関義隆  斎田 瞬  駒田沙織  佐藤大史  中嶋 龍  牧谷佳苗 

伊達 茜  峯田浩司  小山朋子 

(           ：出席予定だったが当日欠席) 

 

 

 


