
氏名 ふりがな 現住所

松本　健春 まつもと　たけはる 現 一般社団法人北海道薬剤師会　副会長 北海道

小笠原　慈夫 おがさわら　やすお 現 一関薬剤師会　会長 岩手県

武政　文彦 たけまさ　ふみひこ 元 社団法人岩手県薬剤師会　常務理事 岩手県

丹野　佳郎 たんの　よしろう 元 一般社団法人宮城県薬剤師会　副会長 宮城県

菅原　信幸 すがわら　のぶゆき 元 一般社団法人秋田県薬剤師会　副会長 秋田県

齋藤　由美子 さいとう　ゆみこ 現 一般社団法人山形県薬剤師会　専務理事 山形県

和田　幸治 わだ　こうじ 元 山形県病院薬剤師会　副会長 山形県

長谷川　祐一 はせがわ　ゆういち 現 一般社団法人福島県薬剤師会　副会長 福島県

島川　　清 しまかわ　きよし 現 公益社団法人茨城県薬剤師会　常務理事 茨城県

関野　好孝 せきの　よしたか 元 茨城県病院薬剤師会　理事 茨城県

廣田　孝之 ひろた　たかゆき 現 一般社団法人栃木県薬剤師会　常務理事 栃木県

天野　　勉 あまの　つとむ 現 一般社団法人川越市薬剤師会　会長 埼玉県

石野　良和 いしの　よしかず 元 一般社団法人千葉県薬剤師会　会長 千葉県

鈴木　久夫 すずき　ひさお 現 一般社団法人千葉県薬剤師会　理事 千葉県

石垣　栄一 いしがき　よしかず 元 公益社団法人東京都薬剤師会　会長 東京都

大澤　　誠 おおさわ　まこと 元 公益社団法人豊島区薬剤師会　会長 東京都

佐藤　宏之 さとう　ひろゆき 前 公益社団法人新潟県薬剤師会　会長 新潟県

小俣　　孝 おまた　たかし 現 一般社団法人山梨県薬剤師会　専務理事 山梨県

大橋　哲也 おおはし　てつや 現 一般社団法人岐阜県薬剤師会　副会長 岐阜県

小西　尚樹 こにし　なおき 現 公益社団法人静岡県薬剤師会　常務理事 静岡県

松本　九二央 まつもと　くにお 現 一般社団法人三重県薬剤師会　理事 三重県

山口　豊子 やまぐち　とよこ 現 一般社団法人滋賀県薬剤師会　副会長 滋賀県

射手矢　愼一 いてや　しんいち 元 一般社団法人滋賀県薬剤師会　副会長 滋賀県

近田　厚子 ちかた　あつこ 前 一般社団法人京都府薬剤師会　副会長 京都府

道明　雅代 どうみょう　まさよ 現 一般社団法人大阪府薬剤師会　副会長 大阪府

鄭　　淳太 てい　じゅんた 現 一般社団法人兵庫県薬剤師会　副会長 兵庫県

増谷　美喜子 ますたに　みきこ 元 一般社団法人鳥取県薬剤師会　常務理事 鳥取県

籔内　泰行 やぶうち　やすゆき 元 一般社団法人岡山県薬剤師会玉野支部　支部長 岡山県

小林　啓二 こばやし　けいじ 現 公益社団法人広島県薬剤師会　常務理事 広島県

中川　潤子 なかがわ　じゅんこ 現 一般社団法人広島市薬剤師会　常任理事 広島県

木本　和伸 きもと　かずのぶ 元 山口県病院薬剤師会　理事 山口県

津田　和彦 つだ　かずひこ 現 一般社団法人徳島県薬剤師会　理事 徳島県

大石　英一 おおいし　えいいち 現 一般社団法人香川県薬剤師会　常務理事 香川県

浅川　隆重 あさかわ　たかしげ 現 一般社団法人愛媛県病院薬剤師会　会長 愛媛県

田中　智美 たなか　ともみ 現 一般社団法人愛媛県薬剤師会　副会長 愛媛県

宮村　充彦 みやむら　みつひこ 現 高知県病院薬剤師会　会長 高知県

宮﨑　　寿 みやざき　ひさし 現 公益社団法人福岡県薬剤師会　副会長 福岡県

野村　忠之 のむら　ただゆき 現 一般社団法人佐賀県薬剤師会　副会長 佐賀県

立石　　徹 たていし　とおる 元 社団法人佐世保市薬剤師会　副会長 長崎県

松尾　英俊 まつお　ひでとし 元 一般社団法人長崎市薬剤師会　会長 長崎県

友成　　朗 ともなり　あきら 現 公益社団法人大分県薬剤師会　副会長 大分県

大平　信道 おおひら　のぶみち 現 西都地区薬剤師会　会長 宮崎県

壽　眞一郎 ことぶき　しんいちろう 現 一般社団法人鹿児島県病院薬剤師会　監事 鹿児島県

吉水　久純 よしみず　ひさすみ 現 公益社団法人鹿児島県薬剤師会　副会長 鹿児島県

川満　正啓 かわみつ　まさひろ 元 宮古地区薬剤師会　会長 沖縄県
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氏名 ふりがな 現住所

長谷川　逹雄 はせがわ　たつお 現 一般社団法人富山県薬業連合会　理事 富山県

小泉　　寛 こいずみ　ひろし 現 愛知県化学工業薬品協同組合　理事 愛知県

氏名 ふりがな 現住所

神田　和正 かんだ　かずまさ 現 奈良県医薬品卸協同組合　理事長 奈良県

一條　　武 いちじょう　たけし 現 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会　副会長 宮城県

氏名 ふりがな 現住所

後岡　敬太朗 のちおか　けいたろう 現 奈良県医薬品小売商業組合　副理事長 奈良県

池野　隆光 いけの　たかみつ 現 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会　会長 埼玉県

榊原　栄一 さかきばら　えいいち 現 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会　副会長 愛知県

氏名 ふりがな 現住所

加藤　禄郎 かとう　ろくろう 現 一般社団法人青森県医薬品登録販売者協会　理事 青森県

落合　　実 おちあい　みのる 現 公益社団法人東京都医薬品登録販売者協会　副会長 東京都

普和　克守 ふわ　かつもり 現 石川県医薬品登録販売者協会 専務理事 石川県

伊藤　善文 いとう　よしふみ 現 一般社団法人三重県医薬品登録販売者協会　会長 三重県

水谷　光伸 みずたに　みつのぶ 現 一般社団法人兵庫県医薬品登録販売者協会　会長 兵庫県

美川　　修 みかわ　おさむ 現 一般社団法人福岡県医薬品登録販売者協会　会計理事 福岡県

氏名 ふりがな 現住所

高島　幸喜 たかしま　こうき 現 一般社団法人青森県医薬品配置協会　副会長 青森県

高畑　幸村 たかばたけ　ゆきむら 元 栃木県配置薬協議会　副会長 栃木県

梅本　清治 うめもと　きよはる 現 一般社団法人埼玉県医薬品配置協会　理事 埼玉県

久住　英雄 くすみ  ひでお 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

左近　忠久 さこん　ただひさ 現 石川県医薬品配置協議会　監事 富山県

宮島　重樹 みやじま　しげき 現 一般社団法人岐阜県医薬品配置協会　会長 岐阜県

稲垣　雅之 いながき　まさゆき 現 愛知県医薬品配置協議会　常任理事 愛知県

西村　計喜 にしむら　かずき 現 徳島県医薬品配置協議会　副会長 徳島県

押田　　久 おしだ　ひさし 現 宮崎県医薬品配置協議会　会長 宮崎県

氏名 ふりがな 現住所

中野　　等 なかの　ひとし 現 神奈川県歯科用品商協同組合  副理事長 神奈川県

辻　　正照 つじ　まさてる 元 大阪医療品卸商組合　賛助員会会長 大阪府

正木　一路 まさき　かずみち 現 高知県衛生材料協会　会長 高知県

森田　晴夫 もりた　はるお 元 一般社団法人日本歯科商工協会　会長 京都府

冨木　隆夫 とみき　たかお 現 一般社団法人日本医療機器販売業協会　常任理事 石川県

森川　　卓 もりかわ　たかし 現 一般社団法人日本医療機器販売業協会　理事 大阪府

須貝　辰生 すがい　たつお 現 日本歯科器械工業協同組合　副理事長 兵庫県

高原　豪久 たかはら　たかひさ 前 一般社団法人日本衛生材料工業連合会　会長 東京都

氏名 ふりがな 現住所

入谷　直行 いりたに　なおゆき 現 愛知県化粧品工業協同組合　理事 愛知県

三口　雅司 みくち　まさし 現 西日本化粧品工業会　理事 大阪府

医薬品登録販売業関係（６名）

医薬品配置販売業関係（９名）

化粧品関係（２名）

主要経歴

主要経歴

主要経歴

主要経歴

主要経歴

主要経歴

主要経歴

医薬品等製造業関係（２名）

医療機器等関係（８名）

医薬品卸業関係（２名）

医薬品小売業関係（３名）


