
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２０２０年度 事業報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自 ２０２０年 ４月  １日 

 
至 ２０２１年 ３月３１日 

 
 
 
 

 
公益財団法人 日本感染症医薬品協会 



 

Ⅰ．公益事業 
 
１．普及啓発 
 
（１）機関誌及び刊行物 
 

① The Journal of Antibiotics 
Vol.73, No.4～12 及び Vol.74, No.1～3 を毎月 27 日に発行した（総論文数 118 編、884 頁）。 

 
② The Japanese Journal of Antibiotics 

Vol.73, No.2～4 を 2020 年 6 月、9 月、12 月の 25 日に発行、Vol.74, No.1 を 2021 年 3 月

25 日に発行した（総論文数 17 編、272 頁）。 
また、2021 年 3 月 19 日にメールカンファレンスを開催した。 
Vol.74, No.1 から完全電子ジャーナルとなった。 

 

（２）講演会 

 

① 記念講演 
１）住木・梅澤記念賞の受賞記念講演 

2020 年 11 月 27 日                      ［学士会館］ 
受賞者：西村 慎一（東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻） 
受賞講演：「生体膜を標的にする抗真菌化合物の探索と作用機序に関する研究」 

 
２）日本感染症医薬品協会奨励賞の受賞記念講演 

2020 年 11 月 27 日                      ［学士会館］ 
受賞者：大神田 敬（聖マリアンナ医科大学 微生物学） 
受賞講演：「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌およびカルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌 

に対する in vitro 相加相乗効果の評価～抗菌薬併用療法における治療指針の 
確立に向けた検討～」 

 
② メディカル・サイエンス セミナー（薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン） 
１）2020 年 9 月 4 日               ［学士会館］ 

講師：山口 光峰（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）信頼性保証部） 

講演 1：「医薬品再審査制度／適合性調査の状況及び RWD の活用について」 

     
講師：五十嵐 中（横浜市立大学 医学部） 
講演 2：「命かオカネ？命とオカネ？ ―パンデミック時代のくすりの費用対効果とは―」 
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２）2020 年 11 月 27 日              ［学士会館］ 
講師：岡部 信彦（川崎市健康安全研究所） 
特別講演：「新型コロナウイルス感染症パンデミック、これまでとこれから」 

 
３）2021 年 2 月 2 日               ［学士会館］ 

講師：石井 健（東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 ワクチン科学分野） 

講演 1：「新型コロナウイルスワクチン開発の現状」 

講師：吉田 正樹（東京慈恵会医科大学 感染制御科） 

講演 2：「新型コロナウイルス感染症の流行と感染対策」 

 
③ 出張講演 
１）2020 年 12 月 19 日      ［東京都：府中市生涯学習センター］ 

講師：松本 邦男（神奈川工科大学 名誉教授） 
演題：「国産ペニシリン創生期の話題」 

 
（３）行政機関及び内外の諸団体との連絡、協力及び交流 
 

① 行政機関との連絡及び協力 
１）厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 

薬剤耐性対策の一環として、貴重で重要な薬剤の適正使用に努めるため組織された「バン

コマイシン研究会」が 2020 年 11 月 13 日に、「リネゾリド研究会」が 2020 年 12 月 8 日に開

催され、担当官が出席した。 
 
２）厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬安全対策課 

医薬品審査管理課担当官とともに、2020 年 11 月 13 日に開催された「バンコマイシン研究

会」、2020 年 12 月 8 日に開催された「リネゾリド研究会」に担当官が出席した。 
 

② 内外の諸団体との共催、後援、連絡、協力及び交流 
１）第 31 回新薬創製談話会 

⇒ 新型コロナウイルス対策の為、中止（延期） 

 
２）第 38 回トラベラーズワクチンフォーラム研修会 

   2020 年 10 月 10 日 [主婦の友会館] 

第 39 回トラベラーズワクチンフォーラム研修会 
 ⇒ 新型コロナウイルス対策の為、中止（延期） 
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３）日本感染症学会／日本化学療法学会 
第 94 回日本感染症学会総会・学術講演会 

 2020 年 8 月 19～21 日 [グランドニッコー東京 台場] 

 

第 68 回日本化学療法学会総会 
 2020 年 9 月 12～14 日 [神戸国際展示場・神戸国際会議場他] 

 

２．研究助成及び表彰 
 
（１）住木・梅澤記念賞 

住木・梅澤記念賞選考委員会が、2020 年 7 月 16 日、Web 会議にて開催され、東京大学大学

院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 西村 慎一氏が選考された。 

 

（２）奨励賞 
日本感染症医薬品協会奨励賞選考委員会が、2020 年 7 月 29 日、Web 会議にて開催され、聖

マリアンナ医科大学 微生物学 大神田 敬氏が選考された。 

 
（３）2020 JA Ōmura Award 

2020 JA Ōmura Award の投票が行なわれ、次の論文が確定した。メダルと賞状の授与は

2021 年度に行なわれる。選考対象論文：Vol. 70 (2017) －72 (2019) 

Review article 
受賞論文：Ivermectin: enigmatic multifaceted 'wonder' drug continues to surprise and 
exceed expectations [Vol.70, No.5, pp.495-505, 2017] 
著者：Andy Crump 

Original article 
受賞論文：Azithromycin, a 15-membered macrolide antibiotic, inhibits influenza 
A(H1N1)pdm09 virus infection by interfering with virus internalization process [Vol.72, 
No.10, pp.759-768, 2019] 
著者：Dat Huu Tran, Ryuichi Sugamata, et al. 

 
Ⅱ．共益事業 
 
１．月曜会 

特別会員幹事会である月曜会が、2020 年 6 月 5 日、10 月 12 日、11 月 30 日に Web 会議にて開催

され、メディカル・サイエンス セミナー開催について、開催日程、講演内容、講師について、検討

を行った。 

また、理事長、事務局長が特別会員企業を訪問（16 社 57 名）し、今後の事業や会費について、意

見や要望を聞いたことが報告された。今までの事業を継続することとし、企業訪問で提案のあった新

しい事業の内、一般普及啓発事業は実施に向け理事会へ提案、その他事業は相談することとした。 
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月曜会幹事の役割、就任依頼、ローテーションなどが話し合われ、月曜会規程修正を含め、来年度

も引き続き、検討することとした。 

 

２．抗微生物薬等審査報告書データベース作成分科会 
抗微生物薬等審査報告書データベース作成分科会は、承認分のデータを入れることとしている。 

 

３．バンコマイシン研究会 

バンコマイシン研究会が、2020 年 11 月 13 日に、本協会会議室(一部リモート参加)において開催

され、耐性菌報告、販売数量報告が行われた。 

また、統一プロトコール第 5 回感受性調査の進捗状況が報告された。 

最後に、厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 担当官より、今回耐性菌報告がなくて良

かった、このような形でモニタリングをすることが重要と考える。また、感受性調査も引き続き、お

願いしますと締めくくった。 

 

４．リネゾリド研究会 

 リネゾリド研究会が、2020 年 12 月 8 日に学士会館(一部リモート参加)において開催され、感受性

調査の概要及び対象菌種の収集状況について、中間報告が行われた。 
次に、二木 芳人先生（リネゾリド研究会 会長）から「薬剤耐性菌とその対策の現状」のテーマで、

講演があった。 
最後に厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 担当官より、耐性菌はコロナ禍でも重要

な話題である。本研究会の取り組みは重要であると認識しており、今後も引き続きお願いしますと締

めくくった。 

 

５．特別会員理事長訪問 

 2019 年度第 31 回理事会において、特別会員会費及び当会事業について特別会員企業から要望聞き

取りを実施する事となり、会員企業への理事長面談が、2020 年 6 月 18 日から 9 月 3 日の期間で、

Web 面談含め 16 社訪問実施された。その要望内容を取り纏め、第 33 回理事会に答申された。特別

会員企業の会費額裁量権を明確にした会費別表に改訂し、12 月特別会員企業に来年度会費確認を実

施した。多岐にわたる事業提案から事業検討案は 6 つに絞られ、2021 年度以降、検討の上実施する

事となった。 

 

Ⅲ．収益事業 

 

１．賃貸事業 
本協会の建物のうち 1 階を一般財団法人機能水研究振興財団に、3 階を認定特定非営利活動法人バ

イオメディカルサイエンス研究会に、5 階を日本機能水学会に賃貸している。また、4 階会議室につ

いては、会議室として貸し出し可能である旨をホームページ上に掲載し、希望がある時に、随時、貸

し出している。 
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Ⅳ．管理 
 
１．理事会及び評議員会 

第 32 回理事会 2020 年 5 月 14 日 ［本協会会議室 Web 会議］ 

第 11 回評議員会 2020 年 5 月 29 日 ［本協会会議室 Web 会議］ 

第 33 回理事会 2020 年 10 月 29 日 ［本協会会議室 Web 会議］ 

第 34 回理事会 2021 年 3 月 25 日 ［本協会会議室 Web 会議］ 

 

 

 
 
Ⅴ．物故役員等 
 

元評議員 滝田 智久先生      （2020 年 4月 16 日） 

元理事、元評議員 石塚 雅章先生     （2020 年 7月 16 日） 

顧問、元理事、元評議員 紺野 昌俊先生      （2021 年 3月 30 日） 
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Ⅵ．特別会員 

 

旭化成ファーマ株式会社 シスメックス株式会社 

アステラス製薬株式会社 第一三共株式会社 

栄研化学株式会社 大正製薬株式会社 

エーザイ株式会社 大日本住友製薬株式会社 

MSD 株式会社 大鵬薬品工業株式会社 

大塚製薬株式会社 武田テバファーマ株式会社 

株式会社大塚製薬工場 武田薬品工業株式会社 

科研製薬株式会社 田辺三菱製薬株式会社 

杏林製薬株式会社 中外製薬株式会社 

協和キリン株式会社 東和薬品株式会社 

共和クリティケア株式会社 日医工株式会社 

キリンホールディングス株式会社       ニプロ株式会社 

グラクソ・スミスクライン株式会社 一般社団法人日本血液製剤機構 

ＫＭバイオロジクス株式会社         光製薬株式会社 

小林化工株式会社  ファイザー株式会社 

サノフィ株式会社  富士フイルム富山化学株式会社 

沢井製薬株式会社 マイラン製薬株式会社 

参天製薬株式会社 マルホ株式会社 

サンド株式会社 ミヤリサン製薬株式会社 

サンファーマ株式会社 Meiji Seika ファルマ株式会社 

塩野義製薬株式会社 ヤンセンファーマ株式会社 

      

［3 月 31 日現在 42 社］ 
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Ⅶ．月曜会委員 

 

旭化成ファーマ株式会社 大日本住友製薬株式会社 

 （岸田 三一）  （鈴木 仁士・若村 友太郎） 

アステラス製薬株式会社 武田薬品工業株式会社＊ 

 （加藤 研一・三木 隆司）  （村上 恭子・福田 滋） 

科研製薬株式会社 田辺三菱製薬株式会社 

 （村上 覚・小川 勝）  （菅生 和正・増渕 聡） 

協和キリン株式会社 富士フイルム富山化学株式会社 

 （松田 泰周）  （地曳 康訓・藤巻 一雄） 

塩野義製薬株式会社 ファイザー R & D 合同会社 

 （吉田 博之・有安 まり）  （長島 正人） 

第一三共株式会社 Meiji Seika ファルマ株式会社 

 （南谷 進市・大江 慶司）  （近藤 賢一郎・三浦 龍生） 

大正製薬株式会社 ヤンセンファーマ株式会社 

 （杉山 寛行）  （佐々木 一尋・中山 慶一） 

     

［構成会社 14 社（委員名）＊幹事会社］ 

 

    ＊月曜会 抗微生物薬等審査報告書 DB 作成分科会委員 
  大江 慶司（第一三共株式会社） 

  地曳 康訓（富士フイルム富山化学株式会社） 

  佐々木 一尋（ヤンセンファーマ株式会社） 
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Ⅷ．バンコマイシン研究会 
 

小林化工株式会社 日医工株式会社 

 （木戸 陽子）  （高瀬 宏樹） 

沢井製薬株式会社 光製薬株式会社 

 （浅田 英文）  （石井 成佳） 

サンド株式会社 ファイザー株式会社 

 （稲澤 浩）  （野吾 尚由） 

武田テバファーマ株式会社 マイラン製薬株式会社 

 （橋本 和恵）  （藤本 隆則） 

 東和薬品株式会社 Meiji Seika ファルマ株式会社＊ 

 （林 訓子）  （片岡 裕史） 

 

［構成会社 10 社（委員名）；＊幹事会社］ 

 

Ⅸ．リネゾリド研究会 

 

 共和クリティケア株式会社    光製薬株式会社 

 （渡辺 昇）  （石井 成佳） 

 沢井製薬株式会社＊     ファイザー株式会社 

   （吉川 大輔）  （伊藤 弘） 

 日医工株式会社     Meiji Seika ファルマ株式会社 

 （高瀬 宏樹）  （片岡 裕史） 

           

［構成会社 6 社（委員名）；＊幹事会社］ 

 

Ⅹ．Friends of the Journal（国内外法人） 

 

旭化成ファーマ株式会社 富士フイルム富山化学株式会社 

 Asahi Kasei Pharma Corporation FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. 

科研製薬株式会社 Meiji Seika ファルマ株式会社 

 KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  Meiji Seika Pharma Co., Ltd. 

杏林製薬株式会社  

 KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd.   

      ［以上 5 法人］ 
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事 業 報 告 の 附 属 明 細 書 
 

 
１．普及啓発 

 
（１） 機関誌及び刊行物 

 
① The Journal of Antibiotics 合計 118 論文 884 頁 

2019 Impact Factor: 2.668 [前年比 +0.222] 

Vol. 73, No.4 8 論文 64 頁 

Vol. 73, No.5 8 論文 66 頁 

Vol. 73, No.6 6 論文 86 頁 

Vol. 73, No.7 11 論文 66 頁 

Vol. 73, No.8 15 論文 112 頁 

Vol. 73, No.9 9 論文 62 頁 

Vol. 73, No.10 11 論文 82 頁 

Vol. 73, No.11 11 論文 72 頁 

Vol. 73, No.12 12 論文 72 頁 

Vol. 74, No.1 10 論文 72 頁 

Vol. 74, No.2 9 論文 66 頁 

Vol. 74, No.3 8 論文 64 頁 

 

② The Japanese Journal of Antibiotics 合計 17 論文 272 頁 
 

Vol. 73, No.2 6 論文 84 頁 

Vol. 73, No.3 3 論文 28 頁 

Vol. 73, No.4 3 論文 38 頁 

Vol. 74, No.1 5 論文 122 頁 


