
氏名 ふりがな 現住所

藤澤　芳則 ふじさわ　よしのり 元 一般社団法人北海道薬剤師会　副会長 北海道

寺田　憲司 てらだ　けんじ 現 一般社団法人青森県薬剤師会 理事 青森県

細田　稔男 ほそた　としお 元 社団法人岩手県薬剤師会　理事 岩手県

瀬戸　裕一 せと　ゆういち 元 一般社団法人宮城県薬剤師会　副会長 宮城県

髙橋　　　正 たかはし　ただし 現 一般社団法人秋田県薬剤師会　常務理事 秋田県

町野　　　紳 まちの　しん 現 一般社団法人福島県薬剤師会　会長 福島県

番場　和夫 ばんば　かずお 元 一般社団法人茨城県病院薬剤師会　副会長 茨城県

梅野　和邦 うめの　かずくに 現 一般社団法人栃木県薬剤師会　副会長 栃木県

船津　一郎 ふなつ　いちろう 現 一般社団法人さいたま市薬剤師会　副会長 埼玉県

野口　和宏 のぐち　かずひろ 現 一般社団法人さいたま市薬剤師会　副会長 埼玉県

日向　章太郎 ひなた　しょうたろう 現 一般社団法人千葉県薬剤師会　専務理事 千葉県

龍岡　健一 たつおか　けんいち 現 公益社団法人東京都薬剤師会　常務理事 東京都

上野　浩男 うえの　ひろお 現 公益社団法人東京都薬剤師会 副会長 東京都

若林　広行 わかばやし　ひろゆき 現 公益社団法人新潟県薬剤師会　副会長 新潟県

原　　　栄子 はら　えいこ 元 新潟県病院薬剤師会　副会長 新潟県

堀内　敏光 ほりうち　としみつ 現 一般社団法人山梨県薬剤師会　副会長 山梨県

山内　茂義 やまうち　しげよし 元 一般社団法人岐阜県薬剤師会　常務理事 岐阜県

岡田　国一 おかだ　くにかず 現 公益社団法人静岡県薬剤師会　副会長 静岡県

増田　祥典 ますだ　よしのり 現 公益社団法人静岡県薬剤師会　副会長 静岡県

大橋　　 均 おおはし　ひとし 現 刈谷薬剤師会　会長 愛知県

辻󠄀　由紀子 つじ　ゆきこ 現 一般社団法人三重県薬剤師会　理事 三重県

西嶋　　　長 にしじま　たけし 現 一般社団法人滋賀県病院薬剤師会　副会長 滋賀県

河上　英治 かわかみ　えいじ 現 京都府薬剤師会　会長 京都府

尾島　博司 おじま　ひろし 現 一般社団法人大阪府薬剤師会　副会長 大阪府

藤原　幹夫 ふじわら　みきお 現 兵庫県製薬協会 副会長 兵庫県

菅野　一郎 かんの　いちろう 現 一般社団法人兵庫県薬剤師会 常務理事 兵庫県

松本　正康 まつもと　まさやす 現 一般社団法人和歌山県薬剤師会　副会長 和歌山県

加藤　圭二 かとう　けいじ 元 一般社団法人鳥取県薬剤師会　常務理事 鳥取県

松村　隆司 まつむら　たかし 現 一般社団法人岡山県薬剤師会倉敷支部　支部長 岡山県

青野　拓郎 あおの　たくろう 現 公益社団法人広島県薬剤師会　副会長 広島県

吉田　力久 よしだ　ちかひさ 現 一般社団法人山口県薬剤師会　会長 山口県

天艸　隆之 あまくさ　たかゆき 元 一般社団法人山口県薬剤師会　常務理事 山口県

藤川　真吾 ふじかわ　しんご 現 一般社団法人徳島県薬剤師会　理事 徳島県

芳地　　 一 ほうち　ひとし 現 一般社団法人香川県薬剤師会　副会長 香川県

古川　　 清 ふるかわ　きよし 現 一般社団法人愛媛県薬剤師会　会長 愛媛県

濵田　嘉則 はまだ　よしのり 現 公益社団法人高知県薬剤師会　常務理事 高知県

前田　敦子 まえだ　あつこ 元 公益社団法人福岡県薬剤師会　常務理事 福岡県

江頭　義満 えがしら　よしみつ 元 武雄杵島薬剤師会　会長 佐賀県

相川　康博 あいかわ　やすひろ 元 社団法人佐世保市薬剤師会　副会長 長崎県

石橋　喬太 いしばし　きょうた 元 社団法人長崎県薬剤師会　理事 長崎県

佐藤　英隆 さとう　ひでたか 現 公益社団法人大分県薬剤師会　常務理事 大分県

榎園　 　勝 えのきぞの　まさる 現 一般社団法人宮崎県薬剤師会　副会長 宮崎県

兒島  誠治 こじま　せいじ 元 一般社団法人　鹿児島県病院薬剤師会　副会長 鹿児島県

上野  泰弘 うえの　やすひろ 現 公益社団法人鹿児島県薬剤師会　会長 鹿児島県

新垣  秀幸 あらかき　ひでゆき 現 一般社団法人沖縄県薬剤師会　理事 沖縄県

令和２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（４５名）

主要経歴



氏名 ふりがな 現住所

山﨑　　　充 やまざき　みつる 現 東京都家庭薬工業協同組合 副理事長 東京都

石黒　　淳一 いしぐろ　じゅんいち 現 一般社団法人富山県薬業連合会　理事 富山県

氏名 ふりがな 現住所

栗城　孝則 くりき　たかのり 現 千葉県医薬品小売商業組合　副理事長 千葉県

橋本　秀和 はしもと　ひでかず 現 石川県医薬品小売商業組合 理事長 石川県

関　　 伸治 せき　のぶはる 現 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会　理事 埼玉県

森　    　信 もり　まこと 現 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会　理事 福岡県

氏名 ふりがな 現住所

竹内　和良 たけうち　かずお 現 一般社団法人大阪府医薬品登録販売者協会　副会長 大阪府

上田　千鶴 うえだ　ちづる 現 一般社団法人奈良県医薬品登録販売者協会　理事 奈良県

岡﨑　澄子 おかざき　すみこ 現 一般社団法人岡山県医薬品登録販売者協会　理事 岡山県

田村　由花 たむら　ゆか 現 公益社団法人高知県医薬品登録販売者協会　副会長 高知県

氏名 ふりがな 現住所

大澤　則之 おおさわ　のりゆき 現 栃木県配置薬協議会　副会長 栃木県

中島　節雄 なかじま　せつお 現 岩手県医薬品配置協議会　副会長 岩手県

松山　成文 まつやま　しげふみ 現 一般社団法人福島県医薬品配置協会　理事 福島県

富田   　繁 とみた　しげる 現 公益社団法人茨城県医薬品配置協会　副会長 茨城県

宮腰　平八郎 みやこし　へいはちろう 現 石川県医薬品配置協議会 監事 富山県

松田　光弘 まつだ　みつひろ 現 愛知県医薬品配置協議会　会長 岐阜県

岡島　秀夫 おかじま　ひでお 元 三重県医薬品配置協議会　会長 三重県

井上　功一 いのうえ　こういち 現 京都府医薬品配置協議会　監事 京都府

中野　佳輝 なかの　よしてる 元 奈良県家庭薬配置商業協同組合　副理事長 奈良県

小山　卓也 こやま　たくや 現 一般社団法人熊本県医薬品配置協会　副会長 熊本県

小林　清明 こばやし　きよあき 現 宮崎県医薬品配置協議会　副会長 宮崎県

氏名 ふりがな 現住所

井下　　博 いした　ひろし 現 中部医療機器工業協会 理事 愛知県

亀水　忠茂 かめみず　ただしげ 元 日本歯科材料工業協同組合　理事長 兵庫県

堀　 　晋司 ほり　しんじ 現 一般社団法人日本ホームヘルス機器協会　理事 徳島県

須藤　孝志 すどう　たかし 元 一般社団法人日本衛生材料工業連合会　副会長 神奈川県

岩月　宏昌 いわつき　ひろまさ 現 一般社団法人日本衛生材料工業連合会　常任理事 東京都

千種　康一 ちぐさ　こういち 現 日本薬科機器協会 副会長 大阪府

土川　   東 つちかわ　あずま 現 岐阜県医療機器販売業協会　副会長 岐阜県

野本　政孝 のもと　まさたか 現 愛媛県医療機器販売業協会　会長 愛媛県

川端　憲二 かわばた　けんじ 現 日本歯科用品商協同組合連合会 副会長 愛知県

氏名 ふりがな 現住所

桃谷　誠一郎 ももたに　せいいちろう 現 西日本化粧品工業会　理事 大阪府

主要経歴

化粧品関係（１名）

主要経歴

主要経歴

医薬品登録販売業関係（４名）

主要経歴

医薬品配置販売業関係（ １１名）

主要経歴

医療機器等関係（９名）

医薬品等製造業関係（２名）

主要経歴

医薬品小売業関係（４名）


