
１．薬剤師会関係（48名）

氏名 ふりがな 年齢 現住所

後藤　耕一 ごとう　こういち 78歳 元 社団法人北海道薬剤師会稚内支部　支部長 北海道稚内市

川村　仁 かわむら　じん 62歳 現 一般社団法人青森県薬剤師会　常務理事 青森県青森市

西野　豊 にしの　ゆたか 65歳 現 一般社団法人岩手県薬剤師会　副会長 岩手県盛岡市

小泉　運治 こいずみ　うんじ 63歳 元 社団法人宮城県薬剤師会　副会長 宮城県仙台市

佐々木　浩司 ささき　こうじ 64歳 元 大崎薬剤師会　副会長 宮城県大崎市

鳥海　良寛 とりうみ　よしひろ 61歳 元 一般社団法人秋田県薬剤師会　専務理事 秋田県秋田市

加藤　春一 かとう　しゅんいち 62歳 現 一般社団法人福島県薬剤師会　理事 福島県いわき市

藤田　敬子 ふじた　たかこ 69歳 現 茨城県女性薬剤師会　副会長 茨城県水戸市

君島　正 きみじま　ただし 70歳 現 一般社団法人栃木県薬剤師会　副会長 栃木県鹿沼市

岸田　誠 きしだ　まこと 65歳 現 一般社団法人さいたま市薬剤師会　副会長 埼玉県さいたま市

須鴨　一正 すがも　かずまさ 65歳 現 一般社団法人草加市薬剤師会　会長 埼玉県草加市

水野　茂 みずの　しげる 66歳 現 一般社団法人千葉県薬剤師会　副会長 千葉県千葉市

保坂　直孝 ほさか　なおたか 73歳 元 社団法人中野区薬剤師会　会長 東京都中野区

上村　直樹 かみむら　なおき 62歳 元 公益社団法人東京都薬剤師会　副会長 東京都国立市

源川　奈穂 みながわ　なほ 60歳 元 一般社団法人東京都病院薬剤師会　副会長 神奈川県横浜市

坂本　悟 さかもと　さとる 56歳 現 公益社団法人神奈川県薬剤師会　理事 神奈川県横浜市

荻野　構一 おぎの　こういち 61歳 現 公益社団法人新潟県薬剤師会　副会長 新潟県新潟市

上村　浩子 かみむら　ひろこ 73歳 元 新潟県病院薬剤師会　理事 新潟県十日町市

竹澤　裕一 たけざわ　ゆういち 67歳 元 公益社団法人富山県薬剤師会　常任理事 富山県高岡市

髙畠　栄一 たかばたけ　えいいち 61歳 現 一般社団法人福井県薬剤師会　会長 福井県福井市

五味　哲也 ごみ　てつや 63歳 現 一般社団法人山梨県薬剤師会　常務理事 山梨県甲府市

谷　憲昭 たに　のりあき 76歳 元 一般社団法人長野市薬剤師会　会長 長野県長野市

松山　耐至 まつやま　たいじ 57歳 現 静岡県病院薬剤師会　副会長 静岡県静岡市

鈴木　典之 すずき　のりゆき 64歳 元 社団法人沼津薬剤師会　会長 静岡県沼津市

山口　佳久 やまぐち　よしひさ 66歳 現 安城市薬剤師会　会長 愛知県安城市

神保　泰志 じんぼう　やすし 61歳 現 一般社団法人三重県薬剤師会　副会長 三重県津市

大原　整 おおはら　ひとし 58歳 現 一般社団法人滋賀県薬剤師会　会長 滋賀県甲賀市

中澤　渉 なかざわ　わたる 68歳 現 一般社団法人兵庫県薬剤師会　常務理事 兵庫県神戸市

牧　孝子 まき　たかこ 70歳 現 一般社団法人尼崎市薬剤師会　会長 兵庫県尼崎市

稲葉　眞也 いなば　しんや 65歳 現 一般社団法人和歌山県薬剤師会　会長 和歌山県和歌山市

下田　宗人 しもだ　むねと 57歳 元 一般社団法人鳥取県薬剤師会　専務理事 鳥取県鳥取市

茶山　彰雄 ちゃやま　あきお 65歳 元 一般社団法人島根県薬剤師会　副会長 島根県江津市

甲加　和歌子 こうか　わかこ 65歳 現 一般社団法人岡山県薬剤師会倉敷支部　理事 岡山県倉敷市

木　博陽 あらき　ひろあき 66歳 元 愛媛県病院薬剤師会　会長 岡山県岡山市

有村　健二 ありむら　けんじ 68歳 現 公益社団法人広島県薬剤師会　副会長 広島県東広島市

山本　武史 やまもと　たけし 60歳 現 一般社団法人山口県薬剤師会　常務理事 山口県山口市

主要経歴



氏名 ふりがな 年齢 現住所

萬野　行子 まんの　ゆきこ 63歳 現 一般社団法人徳島県薬剤師会　常務理事 徳島県小松島市

山下　紘一 やました　ひろかず 76歳 現 公益社団法人高知県薬剤師会　副会長 高知県高知市

岡村　政志 おかむら　まさし 58歳 現 高知県病院薬剤師会　常務理事 高知県南国市

井上　章治 いのうえ　しょうじ 63歳 元 公益社団法人福岡県薬剤師会　副会長 福岡県北九州市

松雪　幹一 まつゆき　みきかず 55歳 元 鳥栖・三養基薬剤師会　会長 佐賀県鳥栖市

内川　豊治 うちかわ　とよはる 60歳 元 佐賀市薬剤師会　会長 佐賀県佐賀市

吉村　常久 よしむら　つねひさ 69歳 元 社団法人長崎市薬剤師会　副会長 長崎県長崎市

木寺　敏夫 きでら　としお 72歳 現 一般社団法人県北薬剤師会　副会長 長崎県平戸市

児玉　裕文 こだま　ひろふみ 66歳 現 一般社団法人宮崎県薬剤師会　常務理事 宮崎県宮崎市

山田　勝士 やまだ　かつし 72歳 元 鹿児島県病院薬剤師会　会長 鹿児島県鹿児島市

柿薗　浩一 かきぞの　こういち 69歳 元 社団法人鹿児島市薬剤師会　副会長 鹿児島県鹿児島市

亀谷　浩昌 かめや　ひろまさ 68歳 現 一般社団法人沖縄県薬剤師会　会長 沖縄県那覇市

２．医薬品製造業関係（５名）

氏名 ふりがな 年齢 現住所

藤井　隆太 ふじい　りゅうた 57歳 現 公益社団法人東京生薬協会　会長 東京都新宿区

北川　治和 きたがわ　はるかず 61歳 現 福井県製薬協会　理事 福井県坂井市

荒川　愼太郎 あらかわ　しんたろう 73歳 現 日本家庭薬協会　副会長 愛知県名古屋市

北山　英樹 きたやま　ひでき 57歳 元 奈良県製薬協同組合　副理事長 奈良県五條市

青木　濟 あおき　わたる 69歳 現 熊本県製薬協会　常務理事 熊本県熊本市

３．医療機器関係（４名）

氏名 ふりがな 年齢 現住所

森　清一 もり　せいいち 72歳 現 一般社団法人日本医療機器販売業協会　会長 東京都杉並区

半田　隆彦 はんだ　たかひこ 65歳 現 石川県医療機器協会　会長 石川県金沢市

傍嶋　誠一 そばじま　せいいち 57歳 現 一般社団法人日本衛生材料工業連合会　理事 愛知県名古屋市

田中　俊男 たなか　としお 67歳 現 大阪衛生材料協同組合　理事 大阪府枚方市

４．医薬品卸業関係（１名）

氏名 ふりがな 年齢 現住所

武舎　和久 むしゃ　かずひさ 68歳 元 長野県医薬品卸協同組合　副理事長 長野県東御市

５．医薬品小売業関係（５名）

氏名 ふりがな 年齢 現住所

富山　睦浩 とみやま　むつひろ 70歳 現 日本チェーンドラッグストア協会　常任理事 北海道札幌市

江畑　幸彦 えばた　ゆきひこ 66歳 現 一般社団法人千葉県薬業会　副会長 千葉県我孫子市

川島　光太郎 かわしま　こうたろう 76歳 現 一般社団法人日本薬業研修センター　理事長 神奈川県相模原市

遠藤　英一 えんどう　えいいち 71歳 現 岐阜県医薬品小売商業組合　理事長 岐阜県岐阜市

大木　保雄 おおき　やすお 79歳 現 奈良県医薬品小売商業組合　専務理事 奈良県橿原市

６．医薬品登録販売業関係（６名）

氏名 ふりがな 年齢 現住所

髙見澤　誠二 たかみざわ　せいじ 68歳 現 一般社団法人山形県医薬品登録販売者協会　副会長 山形県天童市

佐藤　四郎 さとう　しろう 78歳 現 山梨県医薬品登録販売者協会　会長 山梨県甲府市

高橋　政志 たかはし　まさし 79歳 現 一般社団法人岐阜県医薬品登録販売者協会　会長 岐阜県瑞穂市

主要経歴
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氏名 ふりがな 年齢 現住所

山田　喜代文 やまだ　きよふみ 77歳 現 静岡県医薬品登録販売者協会　会長 静岡県熱海市

沼田　清一 ぬまた　せいいち 69歳 元 社団法人京都府医薬品登録販売者協会　常務理事 京都府京都市

河村　昌子 かわむら　まさこ 74歳 元 一般社団法人山口県医薬品登録販売者協会　理事 山口県山口市

７．医薬品配置販売業関係（14名）

氏名 ふりがな 年齢 現住所

大橋　長良 おおはし　ながよし 77歳 現 岩手県医薬品配置協議会　会長 岩手県紫波郡

佐々木　隆 ささき　たかし 80歳 元 秋田県医薬品配置協議会　理事 秋田県湯沢市

佐久間　喜重 さくま　よしえ 66歳 現 一般社団法人福島県医薬品配置協会　会長 福島県郡山市

西村　秀雄 にしむら　ひでお 72歳 現 公益社団法人茨城県医薬品配置協会　理事 茨城県水戸市

藤江　譲 ふじえ　ゆずる 78歳 元 社団法人栃木県医薬品配置協会　理事 栃木県那須塩原市

草野　昭三 くさの　しょうぞう 73歳 現 愛知県医薬品配置協議会　常任理事 富山県中新川郡

新木　浩二 あらき　こうじ 57歳 現 石川県医薬品配置協議会　副会長 石川県鳳珠郡

経澤　久 つねざわ　ひさし 70歳 元 広島県配置医薬品連合会　副会長 広島県広島市

八川　政男 はちかわ　まさお 67歳 現 徳島県医薬品配置協議会　副会長 徳島県小松島市

井　義知 よしい　よしとも 63歳 現 香川県医薬品配置協議会　副会長 香川県高松市

山本　公男 やまもと　きみお 76歳 元 一般社団法人愛媛県配置薬協会　専務理事 愛媛県大洲市

小梨　雅通 こなし　まさみち 69歳 現 公益社団法人福岡県医薬品配置協会　副会長 福岡県北九州市

岩下　一郎 いわした　いちろう 65歳 現 一般社団法人熊本県医薬品配置協会　副会長 熊本県熊本市

松浦　善吉 まつうら　ぜんきち 71歳 現 大分県医薬品配置協議会　副会長 大分県日田市

８．化粧品関係（４名）

氏名 ふりがな 年齢 現住所

丸山　育利 まるやま　いくとし 68歳 現 愛知県化粧品工業協同組合　専務理事 愛知県名古屋市

大原　登 おおはら　のぼる 61歳 現 滋賀化粧品工業会　副会長 滋賀県守山市

髙見　尚宏 たかみ　なおひろ 67歳 現 西日本化粧品工業会　理事 大阪府大阪市

中山　ユカリ なかやま　ゆかり 57歳 現 西日本化粧品工業会　副会長 奈良県奈良市
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