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2020年度北里大学薬友会定期総会(紙上審議)結果報告書 

 

== はじめに == 

 2020年度薬友会定期総会は 5月 23日(土曜日)に白金キャンパス内にて開催を予定してい

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止対応のため集合総会は中止して「紙上審議」とし

た。5月 20日に薬友会事務局から総会資料及び紙上審議結果回答書を薬友会役員及び代議

員に郵送し、審議結果は 6月 19日を締切日としてフォームメーラー又は回答用紙郵送によ

って薬友会事務局宛に回答を頂いた。 

 

 

1. 紙上審議結果回答者及び総会成立の基準について 

2020年度の議決権を有する薬友会役員は 30名、代議員は 208名(今年度新代議員 5

名を除く)の計 238名であり、そのうち役員及び代議員から頂いた回答は 167通(フォー

ムメーラー：106通、回答用紙郵送：61通)で、回答者は表 1.に示した通りである。薬

友会規約第 15条の 3に「総会の開催は役員及び代議員の 3分の 1以上の出席を必要と

する」と規定されており、「出席者を審議結果回答者」と読み替えた場合、総会が成立

する定足数は 80名(238/3=79.333)となり、審議結果回答者が定足数を上回った。 

   総会成立に必要な定足数：80名 < 審議結果回答者数：167名 

   よって、当紙上審議結果は、集合総会での審議結果に代わるものと判断した。 

 

2. 紙上審議事項回答結果について 

フォームメーラー及び回答用紙郵送による審議事項回答集計結果内訳は表 2.に示し

た通りである。その結果、各審議事項とも承認されたものと判断した。 

 

審議事項 1：2019年度事業報告(承認：167、非承認 0、棄権：0) 

① 同期会・懇親会の開催、②ホームカミングデイの開催、③会報の発行、④同期会 

援助、⑤薬友会情報センターの運営、⑥生涯学習セミナー、⑦ホームペー維持管理、 

⑧薬友会奨学金制度の実施、⑨白金祭に対する援助、⑩準会員との交流、⑪薬友会奨励 

賞授与、⑫中長期事業計画の検討、⑬理事会・常任理事会の開催について報告した。 

新型コロナウイルス感染拡大防止対応のため、3月以降に予定されていた生涯学習セミ 

ナーの後期第 2回、薬友会奨励賞授与式(受賞者には後日賞状・副賞を郵送)が中止され 

た。中長期事業計画については今年度が計画の最終年となるため、各班の課題・5年間 

の活動報告について詳細に報告した。なお、継続すべき課題については、次年度以降も 

検討することとなった。 

 

審議事項 2：2019年度決算報告(承認：167、非承認：0、棄権：0) 

  収入の部はほぼ予算通り 18,531,242円、支出の総計は 16,294,358円となり、来年 

度への次期繰越金は 2,236,884円であった。支出の部において予算額を超過した科目の 

うち、事務局費(予算 70万円、約 12万円超過)はWindows7及び 8の事務局使用の PC2 

台をWidows10の機種に入れ替えたため、白金祭援助費(予算 10万円、7万円超過)は 
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援助金(5万円)、白金祭パンフレットへの広告料(9万円)、ホームカミングデイ参加者用 

模擬店利用チケット購入(3万円)のための超過であった。その他の支出科目は概ね予算 

額を下回ったが、会議費(予算 80万円、約 48万円の余剰)は、理事会の開催回数を減ら 

し人数を絞り経費が少ない常任理事会を再開、理事会と常任理事会の同日開催等によ 

り支出を抑えられた。その他の詳細については定期総会資料に記した通りである。 

 

審議事項 3：2019年度会計監査報告(承認：167、非承認：0、棄権：0) 

  2020年 5月 8日に薬友会監事の青井廣志氏、沼崎洋氏によって薬友会会計決算報告 

の監査が実施され、その正確かつ妥当であることが認められた。 

 

審議事項 4：2020年度事業計画案(承認：166、非承認：0、棄権：1) 

  今年度事業計画案について、昨年度とほぼ同様の事業計画案を示したが、ホームカ 

ミングデイ・同期会の開催については白金祭との同日開催を避け、地方の会員及び働 

いておられる会員も参加できるよう 11月連休の 11月 22日(日)に開催、同期会も卒後 

10/20/30/40/50年目の会員(卒業生)を対象にイベント、講演会、懇親会の開催計画を示 

した。中長期事業計画については昨年(2019年)度を区切りとして終了となるが、今年 

度以降も検討すべき課題が残っており、それらについては引続き検討することとなっ 

た。なお、一部の代議員から本事業計画案について、新型コロナウイルス感染の影響 

を考え、見直しが必要ではないかとの意見が寄せられた。執行部としては、現段階で 

は感染の収束見通しが立たない状況下にあるため、その都度感染状況を踏まえ計画遂 

行の可否を判断して活動する予定である。 

 

審議事項 5：2020年度予算案(承認：166、非承認：0、棄権：1) 

  今年度予算案・収入の部は、昨年度決算額より約 22万円少ない 18,302,884円とし、 

 この財源をもとに今年度の事業活動を行うこととなる。支出の部各科目予算について 

は、昨年度の実績及び今年度の事業計画案を考慮して策定したが、新型コロナウイル 

ス感染収束の見通しが立たない現段階で予算額設定にその影響を反映させることは難 

しい。一部の代議員から本予算案について、新型コロナウイルス感染の影響を考え、 

見直しが必要ではないかとの意見が寄せられたが、前述のようにその影響を見極める 

ことは困難なため、年度末に予算額との差異をコロナウイルス感染影響の有無を加味 

して報告させて頂くこととした。 

 

審議事項 6：薬友会選挙管理委員の選出について(承認：167、非承認：0、棄権：0) 

  来年(2021)年度は薬友会役員、薬友会選出全学同窓会理事・代議員改選の年に該当す 

るため、「薬友会選挙管理委員会運営規程、第 2条第 1項」に基づき、今年度の定期総 

会出席役員・代議員の中から選挙管理委員を選出しなければならなかった。しかし、 

今年度の総会が「紙上審議」となったため、選挙管理委員の任務を薬友会事務局が代 

行して選出手続きを行うこととした。 

 

 



審議事項 7:2020年度薬友会役員・代議員の交代(「顧問」の選定について)

御暇Ⅲ 167、 非承認 :0、 棄権 :0

昨年度の定期総会にて薬友会内に「顧間」をおくことが承認された。今年度からご

了解頂いた鹿児島正豊氏、松山重雄氏、針谷義弘氏、水谷努氏の 4氏の顧問就任が承

認された。なお、5月 23日 の総会開催まで薬友会理事の任にあつた鹿児島氏、水谷氏

は理事職から離れることとなる。       `

以上の審議結果を踏まえ、薬友会執行部は今年度の事業計画を遂行することとなつた。

以  上

2020年 6月

文 責 :薬友会事務局 伊藤 毅

議事録署名人 :成松 由紹

深町 伸子

鐸
④
④
③

２

１
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表 1. 定期総会紙上審議結果回答状況 

 

【審議結果回答提出者一覧(敬称略)】 

役 員 

成松 由紹 岡田 年以 島村 恵里 鹿児島正豊 富野 絹雄 伊藤 毅 

水谷 努 根岸 春夫 厚田幸一郎 吉山 友二 堀口 雅巳 相良 眞一 

小平 久正 齋藤 俊夫 氏原 淳 池本 尚 清田 博己 澤井 敏樹 

三浦 輝久 関根 正恵 長光 亨 長尾 剛司 石塚 雅彦 川上 美好 

山本 大介 関根麻理子 喜来 望 春日井公美 青井 廣志 沼崎 洋 

 

代議員(薬学部) 

大谷 元光 矢澤 勝彦 河野 光男 伊藤 芳之 堂東 邦宏 砂金 信義 

西川 均 後村 猛 斉藤 太郎 洞ヶ瀬栄子 木村 明 江守 利博 

栢森 裕三 武部 雅人 南田 東彦 久米 誠 宮下精一郎 清原 寛章 

深町 伸子 田端 大祐 笹嶋 政昭 松田 佳和 丸山 剛 鈴木 秀人 

中村 匡宏 蒲谷 浩司 田野 良夫 上岡 健人 町田 充 藤極 範子 

田中 久美子 田中 陽 遠藤 政彦 杉浦久仁子 佐藤 幸子 井上 朋子 

髙橋 良絵 井上 智之 奈良場純子 武田 典子 津端由佳里 角 大悟 

寒河江珠代 古川 尊久 山﨑由紀子 生駒 徹 茂出木耕一 芳村 峰花 

大野 典子 清水目 梢 谷山 和弘 松澤 弘志 鈴木 利幸 有川 槙葉 

井本 千尋 関谷 路子 餅田 智行 山﨑 柚 坪田留央依 細井 智弘 

相原 未希 佐川 智則 橋本健士郎 船渡 聖太 森野 亜希 岸川 瞳 

西垣 哲太 小玉 智香 豊間恵里子 梅原ありさ 川村 舞雪 高橋祐里香 

馬場 優樹 李 大葵 青山 亮太 熊埜御堂沙英 時澤 秀明 坂根 宏明 

比佐 祐介 

 

代議員(製薬学科・薬科学科・生命創薬科学科) 

毛利 隆明 大沢 彰 西山 道久 坂本 康夫 吉澤 芳夫 倉澤 嘉久 

村瀬 義之 二村 典行 髙橋 勇 池田 了 三田 正之 入江 英治 

藤井 則明 高柳 博 坂田 修 小堺ひとみ 松原 肇 源川 良一 

星野 隆一 岩瀬 一彦 岡村 信吾 塙 真也 新井 隆 森田 豊 

鈴木 智美 小瀧 裕道 関根 澄江 中森 俊宏 八谷恵美子 今井 庸介 

伊藤 靖 久保田理恵 倉茂 了 小林 敏明 井手上圭一 片平 優 

遅澤 篤 阪柳 正隆 金子 正美 市川奈緒子 大島 崇弘 門脇 正昌 

重松 朝子 浅沼 聡 亀井 梨生 八木原浩子 吉田 泰宏 平井 景子 

福田 岳夫 勅使川原智史 吉野 真通 大畠 健二 和田 絢子 伊達 茜 

池田 隼人 小此木闘也 大瀬 尚希 植松まりな 
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【審議結果回答未提出者一覧(敬称略)】 

代議員(薬学部) 

高橋 進 高橋 豊 久保木輝雄 大西 龍也 清水 澄 平野由紀子 

秋山 博 波多野紀子 晴柀 直子 宮沢 伸介 丸山 純一 吉田康一郎 

橋口 宏司 髙橋 亮 八木 晃子 小林 彦登 萬羽薫美子 佐野美紗子 

木村 夏樹 高橋 光夫 中野 貴之 柚木 麻姫 松本 真澄 安澤 直幸 

山本 啓介 大谷 和真 山田 翔太 山名 里穂 星 安里紗 柿﨑 佑斗 

佐々木貴央 矢野 真輝 伊木 祥子 村山 晃大 

 

代議員(製薬学科・薬科学科・生命創薬科学科) 

武田 収功 宮田 義久 岩崎 裕二 青野 雄三 加藤 崇人 大河原 均 

阿部 章夫 長友 恵 杉木 伸 奈良場博昭 渡邉 洋子 古籏 崇紀 

池田 和子 中島 啓行 柳原壮一郎 本郷 守正 岸本亜希子 高石 勝 

三浦 健志 宮本 幸恵 土田 健二 陳 妍希 丸本かおり 黒田 大祐 

古関 義隆 齊田 瞬 松永 麻理 山本 善也 駒田 沙織 佐藤 大史 

中嶋 龍 牧谷 佳苗 小山 朋子 

 

 

【総会資料送付不可(資料返送)者一覧(敬称略)】 

鈴木 邦生 早崎 真弘 飯野 舞子 峯田 浩司 
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表 2 紙上審議集計結果 

 

議案NO 

フォームメーラー 

による回答 
紙面郵送による回答 合 計 

承 

 

認 

非 

承 

認 

棄 

 

権 

承 

 

認 

非 

承 

認 

棄 

 

権 

承 

 

認 

非 

承 

認 

棄 

 

権 

1)2019年度事業報告 

. 
106 0 0 61 0 0 167 0 0 

2)2019年度決算報告 

 
106 0 0 61 0 0 167 0 0 

3)2019 年度会計監査報告 

 
106 0 0 61 0 0 167 0 0 

4)2020 年度事業計画案 

 
105 0 1 61 0 0 166 0 1 

5)2020年度予算案 

 
105 0 1 61 0 0 166 0 1 

6)薬友会選挙管理委

員の選出について 
106 0 0 61 0 0 167 0 0 

7)2020 年度薬友会役員・交

代の件(「顧問」選定につ

いて) 

106 0 0 61 0 0 167 0 0 

 


