
薬剤師会関係（49名）

氏名 ふりがな 現住所

渡邊　秀一 わたなべ　しゅういち 元 一般社団法人北海道薬剤師会小樽支部　副支部長 北海道

伊藤　博次 いとう　ひろつぐ 元 一般社団法人青森県薬剤師会　常務理事 青森県

湊谷　寿邦 みなとや　としくに 現 一般社団法人岩手県薬剤師会　常務理事 岩手県

川口　さち子 かわぐち　さちこ 元 一般社団法人岩手県薬剤師会　理事 岩手県

鈴木　常義 すずき　つねよし 現 一般社団法人宮城県薬剤師会　監事 宮城県

相原　由香 あいはら　ゆか 現 一般社団法人山形県薬剤師会　常務理事 山形県

嶺岸　邦昭 みねぎし　くにあき 元 一般社団法人福島県薬剤師会　理事 福島県

根本　ひろ美 ねもと　ひろみ 元 公益社団法人茨城県薬剤師会　常務理事 茨城県

神林　泰行 かんばやし　やすゆき 元 一般社団法人茨城県病院薬剤師会　副会長 茨城県

高梨　晃一 たかなし　こういち 現 一般社団法人栃木県薬剤師会　副会長 栃木県

山田　晃 やまだ　あきら 現 一般社団法人群馬県薬剤師会　理事 群馬県

間宮　実 まみや　みのる 現 沼田利根薬剤師会　会長 群馬県

畑中　典子 はたなか　のりこ 現 一般社団法人朝霞地区薬剤師会　会長 埼玉県

栁原　千衣子 やなぎはら　ちえこ 元 一般社団法人所沢市薬剤師会　副会長 埼玉県

眞鍋　知史 まなべ　ともふみ 現 一般社団法人千葉県薬剤師会　副会長 千葉県

髙橋　正夫 たかはし　まさお 現 公益社団法人東京都薬剤師会　副会長 東京都

森田　慶子 もりた　けいこ 現 公益社団法人東京都薬剤師会　常務理事 東京都

近藤　幸男 こんどう　ゆきお 現 一般社団法人東京都病院薬剤師会　理事 東京都

山下　耕司 やました　こうじ 元 公益社団法人相模原市薬剤師会　副会長 神奈川県

髙安　茂 たかやす　しげる 元 社団法人富山県薬剤師会　副会長 富山県

石浦　祐喜子 いしうら　ゆきこ 現 公益社団法人石川県薬剤師会　理事 石川県

川上　純一 かわかみ　じゅんいち 現 一般社団法人日本病院薬剤師会　副会長
　 静岡県

植　兆満 しょく　よしみつ 現 公益社団法人静岡県薬剤師会　常務理事 静岡県

鈴木　弘子 すずき　ひろこ 現 一般社団法人愛知県薬剤師会　副会長 愛知県

松浦　惠子 まつうら　けいこ 元 一般社団法人三重県薬剤師会　副会長 三重県

伴　正 ばん　ただし 現 一般社団法人滋賀県病院薬剤師会　会長 滋賀県

木村　昌義 きむら　まさよし 現 一般社団法人滋賀県薬剤師会　副会長 滋賀県

谷澤　靖博 たにざわ　やすひろ 元 一般社団法人大阪府薬剤師会　専務理事 大阪府

三宅　圭一 みやけ　けいいち 現 一般社団法人兵庫県薬剤師会　副会長 兵庫県

福井　利文 ふくい　としふみ 元 一般社団法人兵庫県病院薬剤師会　常任理事 兵庫県

森田　俊博 もりた　としひろ 現 一般社団法人鳥取県病院薬剤師会　副会長 鳥取県

石川　敏克 いしかわ　としかつ 元 一般社団法人鳥取県薬剤師会　副会長 鳥取県

直良 浩司 なおら　こうじ 現 一般社団法人島根県薬剤師会　副会長 島根県

緋田　哲治 ひだ　てつじ 元 一般社団法人岡山県薬剤師会岡山支部　副支部長 岡山県

渡邊　英晶 わたなべ　ひであき 現 一般社団法人廿日市市薬剤師会　会長 広島県

太刀掛　稔 たちかけ　みのる 元 広島県病院薬剤師会　副会長 広島県

木村　昭代 きむら　あきよ 現 一般社団法人香川県薬剤師会　副会長 香川県

宮崎　純子 みやざき　じゅんこ 現 愛媛県女性薬剤師会　副会長 愛媛県

川島　克啓 かわしま　よしひろ 元 高知県病院薬剤師会　副会長 高知県

滿安　徹也 みつやす　てつや 現 一般社団法人久留米三井薬剤師会　会長 福岡県

石松　康二 いしまつ　こうじ 元 小城多久薬剤師会　会長 佐賀県

小出　敦子 こいで　あつこ 元 社団法人佐世保市薬剤師会　副会長 長崎県

織田　康男 おだ　やすお 現 一般社団法人島原薬剤師会　会長 長崎県

藤本　洋一 ふじもと　よういち 現 公益社団法人熊本県薬剤師会　常務理事 熊本県

脇田　佳幸 わきた　よしゆき 現 公益社団法人大分県薬剤師会　副会長 大分県

猿川　隆文 さるかわ　たかふみ 現 一般社団法人日向市・東臼杵郡薬剤師会　会長 宮崎県

岩倉　ひろみ いわくら　ひろみ 現 公益社団法人鹿児島県薬剤師会　常務理事 鹿児島県

青木　浩太郎 あおき　こうたろう 現 鹿児島県製薬協会　会長 鹿児島県

下地　睦夫 しもじ　むつお 現 宮古地区薬剤師会　会長 沖縄県

主要経歴
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医薬品等製造業関係（４名）

氏名 ふりがな 現住所

水野　昌樹 みずの　まさき 元 岐阜県製薬協会　会長 岐阜県

井上　信生 いのうえ　のぶお 現 大阪化学工業薬品協会　副理事長 京都府

脇本　吉清 わきもと　よしきよ 現 奈良県製薬協同組合　副理事長 奈良県

髙橋　邦夫 たかはし　くにお 現 和歌山県製薬協会　会長 和歌山県

医療機器等関係（４名）

氏名 ふりがな 現住所

宮野　学 みやの　まなぶ 現 千葉県医療機器工業会　会長 千葉県

湯山　裕之 ゆやま　ひろゆき 現 日本薬科機器協会　会計理事 大阪府

大竹　潤 おおたけ　じゅん 元 神奈川県歯科用品商協同組合　理事長 神奈川県

川野　和彦 かわの　かずひこ 現 日本歯科用品商協同組合連合会　理事 福井県

医薬品卸業関係（２名）

氏名 ふりがな 現住所

岡本　正敏 おかもと　まさとし 現 東京医療用品卸商協同組合　理事長 東京都

吉村　次生 よしむら　つぐお 現 福岡県医薬品卸業協会　副会長 福岡県

医薬品小売業関係（４名）

氏名 ふりがな 現住所

小林　清 こばやし　きよし 元 一般社団法人日本保険薬局協会　副会長 新潟県

武田　宏 たけだ　ひろむ 元 一般社団法人日本保険薬局協会　副会長 広島県

南野　利久 みなみの　としひさ 元 一般社団法人日本保険薬局協会　会長 三重県

石田　岳彦 いしだ　たけひこ 現 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会　理事 神奈川県

医薬品登録販売業関係（４名）

氏名 ふりがな 現住所

北井　誠司 きたい　せいじ 現 一般社団法人神奈川県医薬品登録販売者協会　会長 神奈川県

牧野　京市 まきの　けいいち 現 一般社団法人三重県医薬品登録販売者協会　副会長 三重県

小川　美枝子 おがわ　みえこ 現 一般社団法人徳島県医薬品登録販売者協会　専務理事 徳島県

嶺　脩晃 みね　しゅうこう 現 公益社団法人大分県医薬品登録販売者協会　副会長 大分県

医薬品配置販売業関係（６名）

氏名 ふりがな 現住所

山本　和好 やまもと　かずよし 現 栃木県配置薬協議会　副会長 奈良県

木田　雅通 きだ　まさみち 現 一般社団法人岐阜県医薬品配置協会　副会長 奈良県

大原　克彦 おおはら　かつひこ 現 京都府医薬品配置協議会　会長 滋賀県

井手　浩司 いで　こうじ 現 徳島県医薬品配置協議会　理事 徳島県

西口　賢太朗 にしぐち　けんたろう 現 一般社団法人熊本県医薬品配置協会　会長 熊本県

赤池　泰男 あかいけ　やすお 現 宮崎県医薬品配置協議会　理事 宮崎県

毒物劇物関係（１名）

氏名 ふりがな 現住所

松本　博臣 まつもと　ひろおみ 現 奈良県毒物劇物取扱者協会　理事 奈良県

化学関係（１名）

氏名 ふりがな 現住所

岡田　則幸 おかだ　のりゆき 元 愛知県化学工業薬品協同組合　理事 愛知県

化粧品関係（１名）

氏名 ふりがな 現住所

菊澤　康 きくざわ　やすし 現 愛媛県化粧品小売協同組合　理事長 愛媛県

その他（１名）

氏名 ふりがな 現住所

馬場　明道 ばば　あけみち 元 大阪府薬事審議会　会長 兵庫県

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

主要経歴

主要経歴

主要経歴


