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会務運営等に関する事業 

主担当理事 有壁 寛  副担当理事 佐田厚史 

 

組織委員会 

    委員長 佐田厚史 

副委員長 佐藤茂樹 

      委員 峯田 純  矢野昭彦  長岡一郎   

 

総会議事運営委員会     

委員長 山本修平 

  副委員長 筒井 伸 

      委員 松本香都江 小野佳紀  斎藤武弘  山本春日  岡野純一郎 

         佐藤義朗  小池正純  遠藤東吾  伊藤雄介 

   

  選挙管理委員会 

    委員長 青山恵一郎 

    副委員長 佐藤 宏 

      委員 後藤尚子  細矢政男  岡崎利行   

 

  財務委員会 

    委員長 有壁 寛 

      委員 伊藤正彦  佐藤茂樹 

 

  機関誌編集委員会 

    委員長 丘  龍祥 

      委員 池上直樹  江口 静  大澤千鶴子  鈴木康久 

         日野富子   

 

広報委員会 

    委員長 伊藤正彦 

      委員 斉藤栄治  市川勇貴  吉田亜紀  遠藤東吾  村上秀人 

 

  FAX送信事業運営委員会 

    委員長 佐藤茂樹 

      委員 石垣俊樹  古川益範  越前 聡  眞木恒雄  安喰裕紀 

         上村拓樹  小形文太郎 



薬事情報センター運営委員会 

    委員長 鈴木 亨 

      委員 江目彩乃  武田直子  西村孝一郎   

 

研修・育成等に関する事業 

主担当理事 武田直子  副担当理事 西村孝一郎 

 

  生涯学習・研修委員会 

    委員長 武田直子   

      委員 延川正雄  武田真美子 西村雅次  丘 龍祥 市川勇貴 

         熊木誠吾  菅原 亮  白山祐輝  佐藤秀実 

 髙井啓一  佐藤 仁  貴田清孝 

 

リスクマネージメント委員会 

    委員長 西村孝一郎 

      委員 佐藤悠人  西村雅次  押切 翼  宇佐美紀子 大橋史広 

         須藤悦衛  今田寛人  村岡悦子  松田隆史  遠藤彰則 

 

学会・研究大会発表等演題選考委員会 

    委員長 白石 正 

       

薬薬連携委員会 

    委員長 伊藤秀悦 

    副委員長 和田幸治 

      委員 鈴木純一  遠藤尚登  松田美樹子 

 

薬局機能強化に関する事業 

主担当理事 齋藤由美子 副担当理事 相原由香 

 

  保険薬局委員会 

    委員長 相原由香 

    副委員長 池上直樹 

    常任委員 鈴木純一  秋葉俊之  矢野昭彦  住田常喜  曽和卓哉 

         難波 純  山本修平   

    地区委員 齋藤由美子 佐谷三和子 佐藤陽子  山本春日  小野光壽 

         岡野純一郎 小松ルミ  富樫健一  松田 太  小池正純 

         長井忠男  遠藤東一朗 有壁 寛 

 



  健康サポート薬局推進委員会 

    委員長 柴﨑光太郎 

    副委員長 川島 敦  今村 恒 

      委員 筒井 伸  遠藤祐喜  橋本健一  佐藤祥子  大橋直樹 

         

在宅医療委員会 

    委員長 星 利佳 

    副委員長 薄羽八重  伊藤雄介  遠藤彰則 

    常任委員 菅原拓也  笹原朋子  富樫健一  島崎尚弧 

      委員 丘 龍祥 

    地区委員 緑川和希  越前 聡  大塚恵子  松本有夏  栗原智広 

 

地域連携委員会 

    委員長 大橋直樹 

    副委員長 筒井 梓 

    常任委員 佐藤博幸  熊澤卓哉  八鍬信子  岡野純一郎 遠藤東吾 

         伊藤雄介 

委員 佐藤秀樹  荒生嘉孝  信夫多映  飯澤幸一朗 

 

  かかりつけ薬剤師・薬局推進委員会 

    委員長 矢野昭彦 

    副委員長 筒井 伸  渡邊邦章 

      幹事 黒沼享兵 

      委員 松本光生  斎藤慎也  山下 修  福島雅幸  佐藤正規 

         小坂 剛  紫桃隆之介 永井孝尚 

  

地域への貢献に関する事業 

主担当理事 峯田 純 副担当理事 田中久美 

 

薬学生実務実習受入委員会 

    委員長 常川 渉 

    副委員長 小山洋和  阿部美智子 

      委員 齋藤由美子 武田真太郎 越前 聡  乙坂 拓  大橋史広 

         佐藤茂樹  岡部 弘  加藤邦男  佐藤 仁  村上秀人 

        

 

 

 



  薬事衛生指導委員会 

    委員長 伊藤正彦 

      委員 筒井 伸  佐藤義朗 

         

  アンチドーピング委員会 

    委員長 田中久美 

    副委員長 古郡康宏  石川裕史 

      委員 吾妻敬隆  八鍬信子  安食俊輔  須藤迪依   

      ＳＰ 江目彩乃  笠原靖幸  遠藤東吾 

         

  禁煙対策・薬物乱用防止委員会 

    委員長 芳野昌彦 

      委員 内海 浩  筒井 梓  古郡康宏  笠原靖幸  安食俊輔 

         佐藤祐希  赤尾 眞 

 

   

 

  学校薬剤師部会 

    部会長 峯田 純   

副部会長 白石 正  伊藤秀悦  江目英司 

    常任幹事 相原由香  伊藤正彦  西村雅次  古郡康宏  石川裕史 

幹事 笠原義正  松本香都江 渡邊邦章  阿部広子  佐藤孝男 

    田澤義江  阿部光春  佐藤祐貴  遠藤東吾  難波 純 

    中里 本 

 


