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理事の任期満了に伴う改選の件 



理事の任期満了に伴う改選の件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  第９７回定時総会終結時から、平成３１年６月に開催を予定する定時総会終結時ま

でを任期とする、公益社団法人静岡県薬剤師会理事について、理事候補者名簿により

選任願いたい。 



理事候補者名簿
№ 氏  名 ふりがな 性別 年齢

（6/18現在）
県薬理事 所属地域・職域薬剤師会名

1  岡田 国一 おかだ くにかず 男 57 現職 伊東熱海薬剤師会

2  山田 慎二 やまだ しんじ 男 50 現職 田方薬剤師会

3  鈴木 孝一郎 すずき こういちろう 男 42 現職 三島市薬剤師会

4  齋藤  博 さいとう ひろし 男 63 現職 沼津薬剤師会

5  山口 宜子 やまぐち よしこ 女 62 現職 沼津薬剤師会

6  渡邉 好司 わたなべ こうじ 男 52 現職 沼津薬剤師会

7  小鷹 和美 こたか かずみ 男 62 新 清水薬剤師会

8  秋山 欣三 あきやま よしぞう 男 58 現職 静岡市薬剤師会

9  石川 幸伸 いしかわ ゆきのぶ 男 61 現職 静岡市薬剤師会

10  大重 由香理 おおしげ ゆかり 女 39 新 静岡市薬剤師会

11  河西 きよみ かわにし きよみ 女 45 新 静岡市薬剤師会

12  天野 雄一郎 あまの ゆういちろう 男 40 新 焼津市薬剤師会

13  服部 隆志 はっとり たかし 男 43 現職 藤枝薬剤師会

14  小笠原 俊拓 おがさわら としひろ 男 49 現職 小笠袋井薬剤師会

15  小西 尚樹 こにし なおき 男 61 現職 小笠袋井薬剤師会

16  増田 祥典 ますだ よしのり 男 56 現職 小笠袋井薬剤師会

17  村松 弘也 むらまつ ひろなり 男 52 現職 磐田薬剤師会

18  安達 士郎 あだち しろう 男 42 現職 浜松市薬剤師会

19  川口 久佳 かわぐち ひさよし 男 53 新 浜松市薬剤師会

20  品川 彰彦 しながわ あきひこ 男 53 現職 浜松市薬剤師会

21  植  兆満 しょく よしみつ 男 54 現職 浜松市薬剤師会

22  菅沼 貴仁 すがぬま たかひと 男 42 新 浜松市薬剤師会

23  原田 晴司 はらだ せいじ 男 53 現職 静岡県病院薬剤師会

24  松山 耐至 まつやま たいじ 男 57 現職 静岡県病院薬剤師会

25  伊藤 邦彦 いとう くにひこ 男 56 現職 静岡県薬学・薬剤師教育協議会



公益社団法人静岡県薬剤師会理事候補者略歴 
 

平成 29 年６月 18 日 
 

 
１  岡 田 国 一（おかだ くにかず）５７歳［伊東熱海薬剤師会］  

勤務先：㈱岡田薬局 
昭和 59 年３月 東京薬科大学薬学部製薬学科卒業（製薬会社、㈱岡田薬局 
 勤務を経て） 
平成 10 年８月～現在 ㈱岡田薬局代表取締役    

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成５年４月 熱海薬剤師会役員 
平成 14 年４月 熱海薬剤師会会長 
平成 20 年４月 静岡県薬剤師会理事 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会常務理事 
平成 27 年５月 熱海薬剤師会会長 

 
２  山 田 慎 二（やまだ しんじ）５０歳［田方薬剤師会］ 

勤務先：鈴木薬局 
平成４年３月 昭和薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了（製薬会社勤

務を経て） 
平成 19年 12 月～現在 ㈱ウッディベル代表取締役 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 17 年４月 田方薬剤師会理事 
平成 21 年４月～現在 田方薬剤師会副会長 
平成 25 年６月～現在 静岡県薬剤師会常務理事 

 
 
３  鈴 木 孝一郎（すずき こういちろう）４２歳［三島市薬剤師会］ 

勤務先：アリスすずき薬局 
平成 10 年３月 東京薬科大学薬学部衛生薬学科卒業（アリスすずき薬局勤 

務を経て） 
平成 22 年９月～現在 アリス薬局グループ㈱エヌエスピー代表取締役 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 22 年４月 三島市薬剤師会理事 
平成 24 年４月～現在 三島市薬剤師会副会長 
平成 27 年６月～現在 静岡県薬剤師会理事 
 

４  齋 藤    博（さいとう ひろし）６３歳［沼津薬剤師会］ 
勤務先：静岡県薬剤師会 
昭和 52 年３月 静岡県立静岡薬科大学薬学部製薬学科卒業（静岡県庁勤務 

を経て） 
平成 27 年４月～現在 静岡県薬剤師会勤務 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 27 年６月～現在 静岡県薬剤師会専務理事 

 
 
 



５  山 口 宜 子（やまぐち よしこ）６２歳［沼津薬剤師会］ 
勤務先：たんぽぽ薬局 
昭和 52 年３月 共立薬科大学卒業（病院、薬局勤務を経て） 
平成 13 年３月～現在 ㈲山口薬局（現：㈲ＨＥＡＲＴＳ）代表取締役 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 20 年４月 沼津薬剤師会理事 
平成 22 年４月～現在 沼津薬剤師会副会長 
平成 27 年６月～現在 静岡県薬剤師会理事 
 

 
６  渡 邉 好 司（わたなべ こうじ）５２歳［沼津薬剤師会］ 

勤務先：一隆堂薬局共栄町店 
平成元年３月 東京薬科大学薬学部製薬学科卒業（製薬会社、㈲一隆堂薬 

局勤務を経て） 
平成 15 年６月～現在 ㈲一隆堂薬局代表取締役 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 12 年４月 沼津薬剤師会理事 
平成 18 年４月 沼津薬剤師会副会長 
平成 22 年４月～現在 沼津薬剤師会会長 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会理事 

 
７  小 鷹 和 美（こたか かずみ）６２歳［清水薬剤師会］ 

勤務先：㈲リトルホーク 上力薬局 
昭和 52 年３月 昭和薬科大学薬学部生物薬学科卒業（医薬品卸、病院、薬 

局勤務を経て） 
平成 10年 10 月～現在 ㈲リトルホーク 上力薬局代表取締役   

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 16 年４月 清水薬剤師会会長 
平成 23 年４月～現在 清水薬剤師会副会長 

 
８  秋 山 欣 三（あきやま よしぞう）５８歳［静岡市薬剤師会］ 

勤務先：厚生薬局 
昭和 58 年３月 静岡県立静岡薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了（化 

学薬品製造会社、病院、薬局勤務を経て） 
平成６年４月 厚生薬局勤務 
平成 17年 10 月～現在 ㈲薬健ホワイト薬局代表取締役 
平成 23 年５月～現在 厚生薬局開局 
 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 10 年４月 静岡市薬剤師会理事 
平成 14 年４月 静岡市薬剤師会副会長 
平成 16 年４月 静岡市薬剤師会理事 
平成 18 年４月 静岡市薬剤師会副会長 
平成 18 年４月 静岡県薬剤師会理事 
平成 22 年４月 静岡県薬剤師会常任理事 
平成 24 年４月～現在 静岡市薬剤師会会長 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会常務理事 
 

 
 



 
９  石 川 幸 伸（いしかわ ゆきのぶ）６１歳［静岡市薬剤師会］ 

勤務先：石川薬局小鹿店 
昭和 53 年３月 東京薬科大学薬学部薬学科卒業（病院勤務を経て） 
昭和 57年 12 月～現在 石川薬局小鹿店開局 
平成５年４月～現在 ㈲ゼフィルス代表取締役 

＜薬剤師会役員歴＞ 
昭和 62 年４月 静岡市薬剤師会理事 
平成 14 年４月 静岡市薬剤師会副会長 
平成 18 年４月 静岡市薬剤師会会長 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会副会長 
 
 

10  大 重 由香理（おおしげ ゆかり）３９歳［静岡市薬剤師会］ 
勤務先：ファーマライズ薬局柚木店 
平成 12 年３月 静岡県立大学薬学部卒業（薬局勤務を経て） 
平成 13 年７月～現在 ぱそな薬局柚木店（現：ファーマライズ薬局柚木店）勤務 

＜薬剤師会役員歴＞ 
  平成 20年４月    静岡市薬剤師会理事 

 
 
11  河 西 きよみ（かわにし きよみ）４５歳［静岡市薬剤師会］ 

勤務先：さくらんぼ薬局 
平成６年３月 静岡県立大学薬学部卒業（薬局勤務を経て） 
平成 18 年８月～現在 さくらんぼ薬局開局 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 24 年４月 静岡市薬剤師会理事 
平成 27 年６月～現在   静岡市薬剤師会副会長 

 
12  天 野 雄一郎（あまの ゆういちろう）４０歳［焼津市薬剤師会］ 

勤務先：アマノ薬局 
平成 14 年３月 福山大学薬学部薬学科卒業（薬局勤務を経て） 
平成 29 年４月～現在 アマノ薬局勤務 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 25 年４月～現在 焼津市薬剤師会理事 

 
13  服 部 隆 志（はっとり たかし）４３歳［藤枝薬剤師会］ 

勤務先：マイ薬局 
平成 10 年３月 北陸大学薬学部卒業（薬局勤務を経て） 
平成 27年 10 月～現在 マイ薬局開局 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 18 年４月 藤枝薬剤師会理事 
平成 27 年４月         藤枝薬剤師会副会長 
平成 27 年６月～現在   静岡県薬剤師会理事 

         
 
 
 
 
 



 
14  小笠原 俊 拓（おがさわら としひろ）４９歳［小笠袋井薬剤師会］ 

勤務先：クローバー薬局 
平成３年３月 昭和大学薬学部薬学科卒業（製薬会社、薬局勤務を経て） 
平成 12 年４月～現在 ㈲マルコ前田薬局開設 
平成 21 年３月～現在 ㈱ファルマチアクローバー薬局開設 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 20 年４月 静岡県薬剤師会小笠支部副支部長 
平成 22 年４月 静岡県薬剤師会理事 
平成 23年 10 月～現在 小笠袋井薬剤師会副会長 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会常務理事 

 
15  小 西 尚 樹（こにし なおき）６１歳［小笠袋井薬剤師会］ 

勤務先：小西薬局かも店 
昭和 54 年７月 星薬科大学薬学部薬学科卒業（薬局勤務を経て） 
昭和 59 年５月 小西バンビ薬局開局 
平成２年 12 月～現在 ㈲コニシ代表取締役 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 10 年４月 静岡県薬剤師会小笠支部副支部長 
平成 12 年４月 静岡県薬剤師会小笠支部長 
平成 16 年４月 静岡県薬剤師会小笠支部役員 
平成 16 年４月 静岡県薬剤師会理事 
平成 22 年４月 静岡県薬剤師会常任理事 
平成 23年 10 月～現在 小笠袋井薬剤師会理事 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会常務理事 

 
16  増 田 祥 典（ますだ よしのり）５６歳［小笠袋井薬剤師会］ 

勤務先：しろにし薬局 
昭和 59 年３月 北里大学薬学部製薬学科卒業（薬局勤務を経て） 
平成 17 年７月～現在 ㈱健康第一調剤薬局代表取締役 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 12 年４月 静岡県薬剤師会小笠支部副支部長 
平成 16 年４月 静岡県薬剤師会小笠支部長 
平成 20 年４月 静岡県薬剤師会小笠支部役員 
平成 20 年４月 静岡県薬剤師会理事 
平成 23年 10 月～現在 小笠袋井薬剤師会理事 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会常務理事 

 
17  村 松 弘 也（むらまつ ひろなり）５２歳［磐田薬剤師会］ 

勤務先：久井屋薬局本店 
昭和 63 年３月 北陸大学薬学部卒業（薬局勤務を経て） 
平成 16 年８月～現在 ㈲久井屋勤務 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 17 年４月～現在 磐田薬剤師会理事 
平成 27 年６月～現在 静岡県薬剤師会理事 

 
 
 
 
 



 
18  安 達 士 郎（あだち しろう）４２歳［浜松市薬剤師会］ 

勤務先：アンク薬局 
平成 12 年３月 東京薬科大学卒業（薬局勤務を経て） 
平成 26年 10 月～現在 ㈱メディカルアンク勤務 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 27 年６月～現在 浜松市薬剤師会理事 
平成 27 年６月～現在 静岡県薬剤師会理事 

19  川 口 久 佳（かわぐち ひさよし）５３歳［浜松市薬剤師会］ 
勤務先：（一社）浜松市薬剤師会浜松環境衛生研究所 
昭和 61 年３月 昭和大学薬学部生物薬学科卒業（製薬会社、薬局勤務を経 

て） 
平成８年４月～現在 （社）浜松市薬剤師会浜松環境衛生研究所（現：（一社）浜   

松市薬剤師会浜松環境衛生研究所）勤務 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 27 年４月～現在 浜松市薬剤師会理事  
 

 
20  品 川 彰 彦（しながわ あきひこ）５３歳［浜松市薬剤師会］ 

勤務先：品川薬局萩丘店 
昭和 62 年３月 明治薬科大学薬学部衛生薬学科卒業（製薬会社、薬局、病 

院勤務を経て） 
平成９年３月～現在 品川薬局萩丘店開局 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 14 年４月 浜松市薬剤師会理事 
平成 20 年４月 浜松市薬剤師会副会長 
平成 22 年４月～現在 浜松市薬剤師会会長 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会理事 
 
 

21  植   兆 満（しょく よしみつ）５４歳［浜松市薬剤師会］ 
勤務先：グリーン薬局 
昭和 63 年３月 大阪薬科大学製薬学科卒業（製薬会社勤務を経て） 
平成４年 11 月～現在 グリーン薬局開設 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 12 年４月 浜北市薬剤師会副会長  
平成 20 年４月 浜松市薬剤師会理事 
平成 20 年４月 静岡県薬剤師会理事 
平成 22 年４月 浜松市薬剤師会副会長 
平成 22 年４月 静岡県薬剤師会常任理事 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会常務理事 
 

22  菅 沼 貴 仁（すがぬま たかひと）４２歳［浜松市薬剤師会］ 
勤務先：天竜あきは薬局 
平成９年３月 徳島文理大学薬学部薬学科卒業（薬局勤務を経て） 
平成 14 年８月～現在 天竜あきは薬局勤務 

 
 
 
 



 
23  原 田 晴 司（はらだ せいじ）５３歳［静岡県病院薬剤師会］ 

勤務先：静岡市立清水病院 
昭和 63 年３月 静岡県立静岡薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了 
昭和 63 年４年～現在 清水総合病院（現: 静岡市立清水病院）勤務 

＜薬剤師会役員歴＞ 
平成 20 年４月～現在 静岡県病院薬剤師会理事 
平成 22 年４月 静岡県薬剤師会理事 
平成 24 年４月～現在 静岡県薬剤師会常務理事 

 
24  松 山 耐 至（まつやま たいじ）５７歳［静岡県病院薬剤師会］ 

勤務先：ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院 
昭和 57 年３月 昭和薬科大学薬学部生物薬学科卒業 
昭和 57 年４年～現在 総合病院静岡厚生病院（現：ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院） 

勤務 
＜薬剤師会役員歴＞ 
平成６年４月 静岡県病院薬剤師会理事 
平成 12 年４月 静岡県薬剤師会理事 
平成 22 年４月～現在 静岡県病院薬剤師会副会長 
平成 22 年４月～現在 静岡県薬剤師会副会長 

 
25  伊 藤 邦 彦（いとう くにひこ）５６歳［静岡県薬学・薬剤師教育協議会］ 

勤務先：静岡県立大学薬学部 
昭和 59 年３月 東北大学薬学部卒業（東北大学医学部附属病院、秋田大学

医学部附属病院勤務を経て） 
平成 17 年４年～現在 静岡県立大学薬学部教授 
 
 

以 上 


