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（２０２２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県製薬協会 



薬事企画班 薬事審査班 薬物対策班

製薬協会定期総会（4.14）

製薬協会化粧品分科会定期総会（書面決
議）

不正大麻・けし撲滅運動（5.1～6.30）

 薬物乱用対策推進本部員会（5.27）

経営層向け研修（5月～6月予定：オンライ
ン）

薬物乱用防止ポスター･標語コンテスト作品募集

農薬危害防止運動（6.1～8.31） ６月県議会

(公社)静岡県薬剤師会
定時総会

ヤング街頭キャンペーン
（一社）静岡県薬事振興会
通常総会

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（6.20～7.19）
(一社)鈴木梅太郎博士顕彰会
理事会・総会

「愛の血液助け合い運動」（月間） 製薬協会研修会(7.7)

試験検査部門向け研修（7月～9月予定：東
中西3ヶ所で開催）

8 静岡県献血推進大会 毒物劇物取扱者試験(例年8月、本年未定)

薬草講座（動画配信）
第１回医薬品製造業者等品質管理講習会
(9.14)

９月県議会

登録販売者試験（例年9月、本年
未定）

医薬品等品質管理研修
（理化学講義・実習：7～11月予定）

医薬品等品質管理研修
（微生物講義・実習：9月～11月予定）

薬と健康の週間（10.17～23） 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動（10.1～11.30）
日本薬剤師会学術大会
（10.9～10）（宮城県仙台市）

薬事功労者表彰式
薬物乱用防止ポスター･標語コンテスト展示会（10
月～12月）

麻薬、覚醒剤等取扱者免許･指定継続事務

静岡県薬物乱用防止県民大会(11.5) 12月県議会

薬学講座等の講師を対象とした研修会（スキル
アップ研修会）（11月～12月）

12 鈴木賞授与式（12.3予定） 製薬協会との懇談会(12月予定)

はたちの献血キャンペーン
（1～2月）

静岡県薬事審議会

第２回医薬品製造業者等品質管理講習会
(2月予定)

２月県議会

公衆衛生研究会(2.9)

静岡県献血推進協議会 （公社）静岡県薬剤師会総会

（一社）静岡県薬事振興会
臨時総会
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（2022 年度） 

医薬品等申請及び届出等の薬事課薬事審査班における受付について 

 
医薬品製造販売業等 

・・・ 渡邉（由） 054－221－2869 

 

医薬部外品製造販売業等、化粧品製造販売業等 

・・・ 渡邊（愛） 054－221－2869 

 

医療機器製造販売業等、医療機器修理業 

                ・・・ 浜尾    054－221－2869 

回収関係 

・・・ 渡邉（由） 054－221－2869 

 
ＧＭＰ適合性調査 

               ・・・ 渡邉（由） 054－221－2869 

   
品質管理講習会 

・・・ 浜尾    054－221－2869 

 
品質管理研修会 

・・・ 浜尾    054－221－2869 

 
薬事経済調査（生産動態） 

・・・ 渡邊（愛） 054－221－2869 

 

  申請や届出については、事前に電話で薬事課薬事審査班へ「郵送による提出を行う旨の

連絡」をお願いしています。受付処理や相談業務の円滑化のために「事前連絡」への御協

力をお願いします。 

 

 なお、各薬事機動班においても業許可・登録申請(新規、更新、変更)及びＧＭＰ、ＧＱ

Ｐ、ＧＶＰ、ＱＭＳ等の相談に対応していますので、こちらも下記へ事前に「電話予約」

した上で御相談ください。 

 

薬事監視第一機動班   0545－65－2158 

薬事監視第二機動班   054－644－9295 



　 　

役　職　名 氏　　名 ２０２１年度　３／３１までの所属
　２０２１年度　３／３１までの

役職名
氏　名 転  出　先

健康福祉部長 八木　敏裕　　　やぎ　としひろ 健康福祉部　部長代理 健康福祉部長 石田　貴 退職

健康福祉部　部長代理 後藤　雄介　　　ごとう　ゆうすけ 健康福祉部　医療局長 健康福祉部　部長代理 八木　敏裕 健康福祉部長

班　　長　 中村　孝寛　　　なかむら　たかひろ 班　　長　 中村　孝寛
主　　査 足立　記也　　　あだち　のりや 環境放射線監視センター 専門主査 清水　直美 西部健康福祉センター
主　　任 小澤　裕　　　　おざわ　ゆたか 専門主査 中西　隆之 新型コロナ対策企画課
主　　任 栗田　幹基　　　くりた　かんき 東部健康福祉センター 主　　任 小澤　裕
　 　 　 　
　 　 　 　

班    長　 中川　秀和　　　なかがわ　ひでかず 班    長　 中川　秀和
主　　査 渡邉　由佳　　　わたなべ　ゆか 専門主査 吉澤　義光 富士健康福祉センター薬事監視機動班長
主　　査 綿野　尚幸　　　わたの　たかゆき 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 主　　査 渡邉　由佳
主　　任 浜尾　俊　　　　はまお　しゅん 西部健康福祉センター 主　　任 小栗　一男 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
主　　任 渡邊　愛子　　　わたなべ　あいこ 東部健康福祉センター 主　　任 内田　貴啓 環境衛生科学研究所

 　  　

　  　  
班　　長 中村　太輔　　　なかむら　だいすけ くらし・環境部水利用課水道環境班長 班　　長 山本　祥充 薬事課長代理

　 専門主査 柳　　尚仁　　　やなぎ なおひと 主査から専門主査に昇格 主　　査 柳　　尚仁
主　　任 藤牧　明日香　　ふじまき　あすか 主　　任 藤牧　明日香
　 　 　 　 　 　

　 　
班　　長 吉澤　義光　　　よしざわ　よしみつ　 薬事課薬事審査班 専門官兼班長 望月　康生 賀茂健康福祉センター衛生環境部長
専門主査 三枝　良輔　　　さいぐさ　りょうすけ 専門主査 三枝　良輔
主　　査 大坪　昌広　　　おおつぼ　まさひろ 主　　査 大坪　昌広
主　　任 堅田　将太　　　かただ　しょうた 主　　任 堅田　将太
　 　 　 　 　 　

班　　長　 志村　将彦　　　しむら　まさひこ 班　　長　 志村　将彦
専門主査 大山　康一　　　おおやま　こういち 中部健康福祉センター化学検査課 主　　査 藍檀　愛　
主　　査 山本　真也　　　やまもと　まさや 感染症対策課 主　　任 白川　綾乃 退職
主　　査 藍檀　愛　　　　あいだん　あい 主　　任 野田　岳郎 くらし・環境部生活環境課
　 　 　 　 　 　

薬事監視第二機動班 （中部） 薬事監視第二機動班 （中部）

薬物対策班 薬物対策班

薬事監視第一機動班 （富士） 薬事監視第一機動班 （富士）

薬事企画班  薬事企画班  

薬事審査班 薬事審査班

薬事課長代理 山本　祥充　　　やまもと　よしみつ 薬事課薬物対策班長 薬事課技監兼課長代理 米倉　克昌 薬事課長

薬事課長 米倉　克昌　　　よねくら　かつまさ 薬事課技監兼課長代理 薬事課長 堀川　俊 がんセンター局県立静岡がんセンター事務局長

健康福祉部生活衛生局薬事課関係職員一覧

２０２２年度  　　  新 ２０２１年度　 　　旧

健康福祉部　生活衛生局長 漆畑　健　　　　うるしばた　たける 衛生課長 健康福祉部　生活衛生局長 田中　喜久夫 くらし・環境部生活環境課　技監（再任用）



　

(食品衛生協会） (　薬　事　課　） 　　　　(　衛　生　課　）

ＦＡＸ221-2199

273-0601
静岡県収入証紙

売りさばき所 ＦＡＸ221-2342 プリンタ

杉山 恵理奈 福田 千草 栗田 幹基 滝田 奈穂美 磯部 綾子 原　稔美 松下 由美子 カラープリンタ

会計年度任用職員

作業机 作業机

技師 主査 温泉協会

牧田 幸久 古屋 萌
瀧浪　江美

2412 2446 3281
臨時職員

製薬協会
薬事課
パソコン

主任

主任 主事

作業机
書記

渡邊 愛子 小澤  裕 藤牧 明日香
パソコン
プリンタ

柏木 久輝 山田 裕貴

3708 2429 2347

主任
鈴木梅太郎
博士顕彰会

主任 主任 主査 主査

書記

大石　知子 2869 2411 2413 2538

鈴木 航大 杉本 和也 川口 宗太 村田 学博 白鳥 暁子 奈良間 利恵子

専門主査 専門主査 専門主査 専門主査 会計年度任用職員

渡邉 由佳 浜尾　俊 足立 記也 柳  尚仁

253-6000 主査 主任 主査 専門主査 主事

大石 沙織 井手 光司 碓井 勇太

ＴＥＬ・ＦＡＸ 2414 2410 3358 2429 2448 2594

班長 主事

遠藤　壽 中川 秀和 綿野 尚幸 中村 孝寛 中村 太輔 齋藤 朋子 寺井 映水子 遠藤 真琴

(生活衛生班）　　(総務班）

専務理事
兼事務局長 班長 主査 班長 班長 主幹 班長 班長 班長

(薬事審査班） (薬事企画班） (薬物対策班） (食品監視班） (食品乳肉衛生班） (動物愛護班）

2414 2410 2428 2429 2346 2594

山本 祥充 米倉 克昌 漆畑  健 太田 智恵子 阿部　冬樹 澤井　亨

NTT 054-221
無線(地上）　5-100
無線(衛星)　8-100

令和４年度 生活衛生局　配置図 西館５階令和４年４月１日～

薬事課
課長代理

薬事課長 生活衛生局長 衛生課長 衛生課技監
衛生課課長代理

兼総務班長



健康福祉ｾﾝﾀｰ名等  電話番号 所　長 部長・技監・課長　 担当者 所在地 管轄地域

 賀茂健康福祉ｾﾝﾀｰ 0558-24  ｾﾝﾀｰ所長:田中　尚 衛生環境部長兼衛生薬務課長兼班長  栗原　傑  415-0016  下田市・東伊豆町・河津町・

 （賀茂保健所） (5101)2057  医監兼HC所長:本間善之 　望月康生  沓間　美佳  下田市中531-1  南伊豆町・松崎町・西伊豆町

 熱海健康福祉ｾﾝﾀｰ 0557-82  ｾﾝﾀｰ･HC所長:伊藤正仁  衛生薬務課長  影山知子  413-0016  熱海市・伊東市

 （熱海保健所） (5102)9115 　丸尾聡志  金子亜紀  熱海市水口町13-15

 東部健康福祉ｾﾝﾀｰ 055-920  ｾﾝﾀｰ所長:小坂寿男  部長兼衛生薬務課長  鈴木明子  410-8543  沼津市・三島市・裾野市・

 （東部保健所） (5103)2107  医監兼HC所長:安間　剛 　川口美樹  杉本明央  沼津市高島本町1-3  伊豆の国市・清水町・

 服部晃大  長泉町・函南町

 塩谷あおい

 （修善寺支所） 0558-72-2310  支所長  榊原千代美  410-2413  伊豆市

　畠中　仁  堅田悠子  伊豆市小立野66-1  

 御殿場健康福祉ｾﾝﾀｰ 0550-82-1223  ｾﾝﾀｰ所長:横﨑浩一  衛生薬務課長  秋山志穂  412-0039  御殿場市・小山町

 （御殿場保健所）  医監兼HC所長:伊藤正仁 　久川祐稔  青木紋子  御殿場市竈(かまど)1113

 富士健康福祉ｾﾝﾀｰ 0545-65  ｾﾝﾀｰ所長:藤野勇人  衛生薬務課長  榊原康江  416-0906  富士市・富士宮市

 （富士保健所） (5104)2154  医監兼HC所長:鉄 治 　若松雄二  古屋雅史  富士市本市場441-1

  菅谷　遥

 山口理沙

 薬事監視機動班 0545-65  吉澤義光  416-0906  賀茂HC・熱海HC・東部HC・

(5104)2158    三枝良輔  富士市本市場441-1  御殿場HC・富士HC・

 大坪昌広  静岡市（清水区に限る。）

　  堅田将太  

 中部健康福祉ｾﾝﾀｰ 054-644  ｾﾝﾀｰ所長:土屋正純  衛生環境部長  加藤訓子  426-0075  焼津市・藤枝市・

 （中部保健所） (5106)9289  医監兼HC所長:岩間真人 　栗田浩幸  菅谷則子  藤枝市瀬戸新屋362-1  島田市・川根本町

 技監兼衛生薬務課長  稲葉尋高

　岩佐裕子

 薬事監視機動班 054-644  志村将彦  426-0075  中部HC・西部HC

(5106)9295  大山康一  藤枝市瀬戸新屋362-1  静岡市（清水区を除く。）・

 山本真也  浜松市

 藍檀　愛

 （榛原分庁舎） 0548-22-1151  美澤克俊  421-0422  牧之原市・吉田町

 牧之原市静波447-1

 西部健康福祉ｾﾝﾀｰ 0538-37  ｾﾝﾀｰ所長:井原　貞  衛生環境部長兼環境課長  西田　恵  438-8622  磐田市・袋井市・森町

 （西部保健所） (5107)2247  医監兼HC所長:木村雅芳 　堀池利行  細田直裕  磐田市見付3599-4

 技監兼衛生薬務課長兼浜名班長

  河野哲也

 （掛川支所） 0537-22-3262  支所長  清水直美  436-0073  掛川市・御前崎市・菊川市

　杉山智登勢  掛川市金城93

 （浜名分庁舎） 053-401-0155  山﨑喜与子  431-0442  湖西市

 湖西市古見1044

 静岡市保健所 054-249-3158  所長:田中一成  生活衛生課長  高村和子  420-0846  葵区・駿河区

　海野将利  八木裕紀子  静岡市葵区城東町24-1

 生活衛生課長補佐  杉本里衣子

　中川美乃里  長倉千鶴

 （清水支所） 054-354-2214  保健所清水支所長  杉山直子  424-8701  清水区

  野ケ山久城  長澤理恵

　  長野実咲  静岡市清水区旭町6-8

 増子沙輝

 浜松市保健所 053-453-6135  所長:西原信彦  保健総務課長  木俣智香子  432-8550  中区･東区･南区･西区

　鈴木勝己  古橋　忍  浜松市中区鴨江2-11-2

 専門監兼課長補佐  松尾嘉子

　山下晃司  藤田智彦

 専門監  香椎菜々美

  松原雅博

 （浜北支所） 053-585-1172  浜北支所長  山田江見子  434-8550  北区･浜北区･天竜区

　山本直規  飯田奈央  浜松市浜北区貴布袮3000

 浜北支所長補佐

　深津 俊

 環境衛生科学研究所 054-625-9128  所長:手老　豊  技監          長岡宏美  (細菌班)石神勝幸、柴田真也、小柳純子、小川　紋、宮川真澄

9136  副所長兼微生物部長：大木正章  医薬食品部長　堀池あずさ  (医薬班)鈴木真紀、小林千恵、内田貴啓、望月玲於、髙橋　真

 薬事課 054-221-2412  生活衛生局長:漆畑　健  課長      米倉克昌  薬事企画班  中村孝寛、足立記也、小澤　裕、栗田幹基

2413  課長代理　山本祥充  薬事審査班  中川秀和、渡邉由佳、綿野尚幸、浜尾　俊、渡邊愛子

2869  薬物対策班  中村太輔、柳　尚仁、藤牧明日香

（公社）静岡県薬剤師会  　 　 054-203-2023 （一社）静岡県医師会　　　 　 総務課･業務課054-246-6151　地域医療･医療介護連携課054-207-8582
静岡県医薬品登録販売者協会    054-246-9445 　　　　　　　　　　　　　　　ｼｽﾞｹｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(県地域包括ｹｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）　054-246-8060　　
静岡県配置医薬品協議会        053-425-8706 　 健康増進課地域包括ケア推進班（医師会駐在）　054-207-8614
静岡県置き薬協会              053-431-4844 静岡県病院薬剤師会            054-623-3111 （一社）静岡県歯科医師会 　   054-283-2591        
静岡県医薬品卸業協会　　　　　054-255-2707 日本赤十字社静岡県支部  　　　054-252-8131 （一財）生活科学検査センター　054-621-5861（焼津）
静岡県医療機器販売業協会      054-655-6611 静岡県赤十字血液センター   　 054-247-7141   沼津　055-924-6611 　浜松　053-421-3151  

（公財）ふじのくに医療城下町推進機構　ファルマバレーセンター　 055-980-6322 
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　　令和４年度健康福祉センター（保健所）薬務担当者等一覧表
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