
平成３０年度薬事功労者厚生労働大臣表彰　受賞者名簿

薬剤師会関係（４１名）

氏名 ふりがな 現住所

宮井　裕之 みやい　ひろゆき 元 一般社団法人北海道薬剤師会副会長 北海道

前田　淳彦 まえだ　あつひこ 現 一般社団法人青森県薬剤師会理事 青森県

冨山　道彦 とみやま　みちひこ 元 一般社団法人岩手県薬剤師会常務理事 岩手県

井筒 隆宏 いづつ　たかひろ 現 一般社団法人宮城県薬剤師会副会長 宮城県

大内 英一 おおうち　えいいち 元 一般社団法人仙台市薬剤師会副会長 宮城県

白石　正 しらいし　ただし 元 山形県病院薬剤師会会長 山形県

宗形　明子 むなかた　あきこ 現 一般社団法人福島県薬剤師会常務理事 福島県

黒澤　忠雄 くろさわ　ただお 元 一般社団法人茨城県病院薬剤師会常務理事 茨城県

須藤　俊明 すどう　としあき 現 一般社団法人栃木県病院薬剤師会会長 栃木県

安藤　和夫 あんどう　かずお 現 一般社団法人さいたま市薬剤師会副会長 埼玉県

米澤　正明 よねざわ　まさあき 元 一般社団法人千葉県薬剤師会副会長 千葉県

安部　好弘 あべ　よしひろ 現 公益社団法人東京都薬剤師会理事 東京都

島田　光明 しまだ　みつあき 現 一般社団法人群馬県薬剤師会副会長 東京都

茂木　徹 もぎ　とおる 元 社団法人東京都薬剤師会八王子支部支部長 東京都

上野　憲夫 うえの　のりお 現 公益社団法人新潟県薬剤師会副会長 新潟県

沓掛　隆義 くつかけ　たかよし 現 公益社団法人富山県薬剤師会副会長 富山県

植松　俊彦 うえまつ　としひこ 現 公益社団法人甲府市薬剤師会会長 山梨県

山崎　太 やまざき　ふとし 元 一般社団法人岐阜県薬剤師会会長 岐阜県

細野　澄子 ほその　すみこ 元 公益社団法人静岡県薬剤師会副会長 静岡県

後久　正昭 ごきゅう　まさあき 元 一般社団法人伊勢薬剤師会会長 三重県

但馬　重俊 たじま　しげとし 元 一般社団法人大阪府病院薬剤師会会長 大阪府

大川　恭子 おおかわ　きょうこ 元 一般社団法人兵庫県薬剤師会常務理事 兵庫県

喜多　英隆 きた　ひでたか 元 社団法人和歌山県薬剤師会常務理事 和歌山県

田村　憲一 たむら　けんいち 元 社団法人鳥取県薬剤師会副会長 鳥取県

北山　裕子 きたやま　ひろこ 現 一般社団法人岡山県薬剤師会倉敷支部理事 岡山県

冨永　美香子 とみなが　みかこ 現 一般社団法人岡山県薬剤師会津山支部支部長 岡山県

二川　勝 ふたかわ　まさる 現 一般社団法人安芸薬剤師会会長 広島県

田坂　照彦 たさか　てるひこ 現 一般社団法人山口県薬剤師会理事 山口県

香川　雅彦 かがわ　まさひこ 現 一般社団法人徳島県薬剤師会常務理事 徳島県

寺岡　和彦 てらおか　かずひこ 現 徳島県病院薬剤師会理事 徳島県

堀尾　郁夫 ほりお　いくお 現 一般社団法人愛媛県薬剤師会専務理事 愛媛県

井上　嘉明 いのうえ　よしあき 元 一般社団法人福岡市薬剤師会副会長 福岡県

三浦　公則 みうら　きみのり 現 公益社団法人福岡県薬剤師会専務理事 福岡県

佛坂　浩 ほとけざか　ひろし 現 一般社団法人佐賀県薬剤師会会長 佐賀県

佐々木　均 ささき　ひとし 現 一般社団法人長崎県薬剤師会副会長 長崎県

村瀬　元治 むらせ　もとじ 現 公益社団法人熊本県薬剤師会副会長 熊本県

森　一生 もり　かずお 現 公益社団法人大分県薬剤師会副会長 大分県

野中　弘幸 のなか　ひろゆき 元 一般社団法人都城市北諸県郡薬剤師会会長 宮崎県

原 浩一 はら　こういち 元 公益社団法人鹿児島市薬剤師会会長 鹿児島県

上原　正徳 うえはら　まさのり 元 沖縄県病院薬剤師会副会長 沖縄県

小湾　勝敏 こわん　かつとし 元 沖縄県病院薬剤師会理事 沖縄県

主要経歴
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医薬品製造業関係（４名）

氏名 ふりがな 現住所

吉田　与志也 よしだ　よしや 元 一般社団法人滋賀県薬業協会副会長 滋賀県

奥窪　宏章 おくくぼ　ひろあき 現 広島県製薬協会会長 広島県

吉田　竜児郎 よしだ　りゅうじろう 現 熊本県製薬協会理事 熊本県

木村　貞勝 きむら　さだかつ 現 一般社団法人日本薬業貿易協会副会長 東京都

医薬品卸業関係（２名）

氏名 ふりがな 現住所

藤村　昌憲 ふじむら　まさのり 現 長崎県医薬品卸業組合副理事長 長崎県

松井　秀太郎 まつい　しゅうたろう 現 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会理事 富山県

医薬品小売業関係（４名）

氏名 ふりがな 現住所

北川　均 きたがわ　ひとし 現 岐阜県医薬品小売商業協同組合理事長 岐阜県

佐藤　宣幸 さとう　のぶゆき 現 香川県医薬品小売商業組合副理事長 香川県

皆川　友夫 みながわ　ともお 現 日本チェーンドラッグストア協会副会長 大阪府

浦上　晃之 うらかみ　てるゆき 現 日本チェーンドラッグストア協会副会長 兵庫県

医薬品登録販売業関係（４名）

氏名 ふりがな 現住所

渡邉　捷英 わたなべ　かつえい 現 公益社団法人東京都医薬品登録販売者協会会長 東京都

勝屋　光二 かつや　こうじ 現 一般社団法人長野県医薬品登録販売者協会会長 長野県

竹本　京子 たけもと　きょうこ 現 一般社団法人滋賀県医薬品登録販売者協会副会長 滋賀県

宮脇　憲二 みやわき　けんじ 現 一般社団法人和歌山県医薬品登録販売者協会会長 和歌山県

医薬品配置販売業関係（６名）

氏名 ふりがな 現住所

竹内　彰一 たけうち　しょういち 現 一般社団法人青森県医薬品配置協会理事 富山県

神田　光幸 かんだ　みつゆき 元 社団法人栃木県医薬品配置協会理事 栃木県

竹村　秀樹 たけむら　ひでき 現 愛知県医薬品配置協議会常任理事 愛知県

井本　則忠 いもと　のりただ 元 京都府医薬品配置協議会会長 京都府

木平　大三郎 このひら　だいさぶろう 元 一般社団法人全国配置薬協会常務理事 奈良県

西井　完 にしい　たもつ 現 高知県医薬品配置協議会会長 高知県

医療機器等関係（５名）

氏名 ふりがな 現住所

酒井　哲嗣 さかい　てつじ 現 日本薬科機器協会会長 東京都

吉田　路樹 よしだ　みちき 現 商工組合日本医療機器協会副理事長 東京都

平岩　幸一 ひらいわ　こういち 現 愛知県眼鏡小売商協同組合理事長 愛知県

砂本　兼三 すなもと　けんぞう 現 大阪衛生材料協同組合理事 大阪府

寺田　昌彦 てらだ　まさひこ 元 近畿歯科用品商協同組合奈良県支部支部長 奈良県

化粧品関係（５名）

氏名 ふりがな 現住所

松島　久雄 まつしま　ひさお 現 千葉県化粧品工業会理事 東京都

伊東　巖 いとう　いわお 現 愛知県化粧品工業協同組合理事 愛知県

中村　範平 なかむら　のりひら 元 兵庫県化粧品製造輸入販売協会会長 兵庫県

原田　浩之 はらだ　ひろゆき 現 西日本化粧品工業会理事 兵庫県

水本　忠夫 みずもと　ただお 元 愛媛県化粧品小売協同組合理事長 愛媛県

日本赤十字社（１名）

氏名 ふりがな 現住所

田所　憲治 たどころ　けんじ 現 日本赤十字社特別参与 千葉県
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