
氏名 ふりがな 現住所

金安　伸一 かなやす　しんいち 元 一般社団法人釧路薬剤師会　会長 北海道

山田　文義 やまだ　ふみよし 現 一般社団法人青森県薬剤師会　理事 青森県

金澤　貴子 かなざわ　たかこ 現 一般社団法人岩手県薬剤師会　副会長 岩手県

富永　敦子 とみなが　あつこ 現 一般社団法人宮城県薬剤師会　副会長 宮城県

初澤　喜子 はつざわ　よしこ 現 一般社団法人福島県薬剤師会　副会長 福島県

横濱　明 よこはま　あきら 現 公益社団法人茨城県薬剤師会　会長 茨城県

佐藤　信一 さとう　しんいち 元 一般社団法人茨城県病院薬剤師会　会長 茨城県

森　昌平 もり　まさひら 現 公益社団法人日本薬剤師会　副会長 栃木県

田口　實 たぐち　みのる 元 一般社団法人熊谷薬剤師会　会長 埼玉県

杉浦　　夫 すぎうら　くにお 現 一般社団法人千葉県薬剤師会　会長 千葉県

一瀨　信介 いちのせ　のぶすけ 現 公益社団法人東京都薬剤師会 副会長 東京都

佐藤  透 さとう  とおる 元 公益社団法人神奈川県病院薬剤師会  会長 神奈川県

小幡　聡 おばた　さとし 現 公益社団法人新潟県薬剤師会　副会長 新潟県

國井　洋子 くにい　ようこ 現 一般社団法人新潟市薬剤師会　会長 新潟県

大津賀　保信 おおつが　やすのぶ 現 公益社団法人富山県薬剤師会　副会長 富山県

村田　世里子 むらた　よりこ 現 公益社団法人石川県薬剤師会　常務理事 石川県

古屋　育雄 ふるや　いくお 元 一般社団法人山梨県薬剤師会　副会長 山梨県

永瀬　文 ながせ　あや 元 一般社団法人岐阜県薬剤師会　常務理事 岐阜県

秋山　欣三 あきやま　よしぞう 現 公益社団法人静岡県薬剤師会　副会長 静岡県

下山　俊明 しもやま　としあき 元 静岡県病院薬剤師会　常任理事 静岡県

岩月　進 いわつき　すすむ 現 一般社団法人愛知県薬剤師会　会長 愛知県

久保　和文 くぼ　かずふみ 現 一般社団法人桑名地区薬剤師会　理事 三重県

大迫　芳孝 おおさこ　よしたか 現 一般社団法人滋賀県薬剤師会　副会長 滋賀県

甲斐　絢子 かい　じゅんこ 元 一般社団法人京都府薬剤師会　副会長 京都府

西　洋壽 にし　ひろとし 現 一般社団法人大阪府薬剤師会　副会長 大阪府

金　啓二 きん　けいじ 現 一般社団法人兵庫県病院薬剤師会 副会長 兵庫県

竹上　茂 たけがみ　しげる 現 一般社団法人奈良県薬剤師会　会長 奈良県

國森　公明 くにもり　きみあき 現 一般社団法人鳥取県薬剤師会　常務理事 鳥取県

小林　三季子 こばやし　みきこ 現 一般社団法人岡山県薬剤師会津山支部　理事 岡山県

小林　洋子 こばやし　ようこ 現 一般社団法人岡山県薬剤師会高梁支部　理事 岡山県

玉浦　巖 たまうら　いわお 元 一般社団法人三原薬剤師会　会長 広島県

生田　敏 いくた　さとし 元 社団法人山口県薬剤師会　常務理事 山口県

手山　三十鈴 てやま　みすず 元 山口県病院薬剤師会　副会長 山口県

田中　守 たなか　まもる 現 一般社団法人愛媛県病院薬剤師会　会長 愛媛県

坂上　　二 さかうえ　じょうじ 現 一般社団法人愛媛県薬剤師会　副会長 愛媛県

市原　和彦 いちはら　かずひこ 元 高知県病院薬剤師会　常務理事 高知県

松田　亨 まつだ　とおる 元 社団法人小倉薬剤師会　会長 福岡県

岡本　隆行 おかもと　たかゆき 現 公益社団法人福岡県製薬工業協会　会長 福岡県

田中　須磨代 たなか　すまよ 現 一般社団法人佐賀市薬剤師会　会長 佐賀県

山下　幸子 やました　さちこ 現 一般社団法人佐世保市薬剤師会　理事 長崎県

野村　直史 のむら　なおふみ 元 社団法人熊本県薬剤師会　専務理事 熊本県

友松　茂喜 ともまつ　しげき 現 公益社団法人大分県薬剤師会　理事 大分県

小山　明俊 おやま　あきとし 現 一般社団法人宮崎県薬剤師会　会長 宮崎県

若松　弘文 わかまつ　ひろふみ 元 鹿児島県病院薬剤師会　副会長 鹿児島県

下田　健一 しもだ　けんいち 現 公益社団法人鹿児島県薬剤師会　副会長 鹿児島県

山里　勇 やまざと　いさむ 元 一般社団法人沖縄県薬剤師会　常務理事 沖縄県

主要経歴

令和元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（４６名）



氏名 ふりがな 現住所

安藤　芳彦 あんどう　よしひこ 現 岐阜県製薬協会　副会長 岐阜県

北尾　哲郎 きたお　てつろう 現 京都製薬懇話会　監事 京都府

　野　和義 おくの　かずよし 現 大阪化学工業薬品協会　理事長 兵庫県

中村　幸彦 なかむら　ゆきひこ 現 一般社団法人日本薬業貿易協会　副会長 兵庫県

氏名 ふりがな 現住所

岡田　誠 おかだ　まこと 現 一般社団法人埼玉県医薬品卸業協会　専務理事 埼玉県

長瀨　敏行 ながせ　としゆき 現 奈良県家庭薬卸協同組合　理事長 奈良県

中北　馨介 なかきた　けいすけ 現 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会　理事 愛知県

氏名 ふりがな 現住所

松下　世津子 まつした　せつこ 現 千葉県医薬品小売商業組合　副理事長 千葉県

岩崎　壽毅 いわさき　としき 現 一般社団法人日本保険薬局協会　名誉会長 兵庫県

今川　美明 いまがわ　よしあき 現 一般社団法人日本保険薬局協会　名誉会長 茨城県

小田　兵馬 おだ　ひょうま 元 日本チェーンドラッグストア協会　副会長 神奈川県

櫻井　清 さくらい　きよし 現 日本チェーンドラッグストア協会　常任理事 青森県

氏名 ふりがな 現住所

菅沼　益 すがぬま　すすむ 現 一般社団法人栃木県医薬品登録販売者協会　副会長 栃木県

竹島　哲二 たけしま　てつじ 元 一般社団法人富山県医薬品登録販売者協会　会長 富山県

藤岡　平一郎 ふじおか　へいいちろう 現 一般社団法人滋賀県医薬品登録販売者協会　会長 滋賀県

久後　昌子 くご　まさこ 現 一般社団法人兵庫県医薬品登録販売者協会 副会長 兵庫県

横井　るり子 よこい　るりこ 現 一般社団法人香川県医薬品登録販売者協会　副会長 香川県

種田　生司 たねだ　せいじ 現 公益社団法人高知県医薬品登録販売者協会　理事 高知県

氏名 ふりがな 現住所

高田　烈 たかた　いさお 元 岩手県医薬品配置協議会　副会長 岩手県

澤井　真人 さわい　まこと 現 山形県医薬品配置協議会　会長 山形県

中村  富美雄 なかむら  ふみお 現 公益社団法人神奈川県医薬品配置協会  副会長 神奈川県

岩城　喜久登 いわき　きくたか 元 静岡県配置医薬品協議会　副会長 静岡県

中川　都志雄 なかがわ　としお 現 愛知県医薬品配置協議会　副会長 愛知県

平野　克重 ひらの　かつしげ 現 一般社団法人広島県配置医薬品連合会　副理事長 広島県

富永　治男 とみなが　はるお 現 徳島県医薬品配置協議会　副会長 徳島県

重本　優治 しげもと　ゆうじ 現 一般社団法人長崎県医薬品配置協会　監事 長崎県

氏名 ふりがな 現住所

安達 貞夫 あだち  さだお 元 神奈川県歯科用品商協同組合  理事長 神奈川県

平岡　晋輔 ひらおか　しんすけ 現 一般社団法人大阪医療機器協会　理事 奈良県

山下　尚登 やました　なおと 現 一般社団法人日本医療機器販売業協会　副会長 長崎県

中村　信一 なかむら　しんいち 現 日本歯科器械工業協同組合　理事 東京都

氏名 ふりがな 現住所

志水　双葉 しみず　ふたば 現 愛知県化粧品工業協同組合　理事 愛知県

医薬品等製造業関係（４名）

主要経歴

医薬品卸業関係（３名）

主要経歴

医薬品小売業関係（５名）

主要経歴

医薬品登録販売業関係（６名）

化粧品関係（１名）

主要経歴

主要経歴

医薬品配置販売業関係（８名）

主要経歴

医療機器等関係（４名）

主要経歴


