
氏名 ふりがな 年齢 現住所

櫻庭　十三夫 さくらば　とみお 65歳 元 社団法人青森県薬剤師会理事 青森県弘前市

髙橋　美枝子 たかはし　みえこ 60歳 元 社団法人岩手県薬剤師会理事 岩手県盛岡市

小野寺　郁夫 おのでら　いくお 80歳 元 宮城県職域薬剤師会会長 宮城県仙台市

能登　泰之 のと　ひろゆき 61歳 現 一般社団法人秋田県薬剤師会副会長 秋田県秋田市

橋本　直也 はしもと　なおや 62歳 元 郡山薬剤師会会長 福島県郡山市

杉野　訓男 すぎの　のりお 60歳 現 公益社団法人茨城県薬剤師会常務理事 茨城県龍ヶ崎市

越川　千秋 こしかわ　ちあき 64歳 元 一般社団法人栃木県病院薬剤師会会長 栃木県宇都宮市

濱田　孝雄 はまだ　たかお 70歳 元 社団法人群馬県薬剤師会理事 群馬県邑楽郡

山本　加代子 やまもと　かよこ 63歳 元 社団法人埼玉県病院薬剤師会副会長 埼玉県鶴ヶ島市

安藤　秀人 あんどう　ひでと 60歳 現 一般社団法人千葉県薬剤師会理事 千葉県松戸市

石津　勝男 いしづ　かつお 77歳 元 社団法人東京都薬剤師会神田支部支部長 東京都千代田区

永田　泰造 ながた　たいぞう 58歳 現 公益社団法人東京都薬剤師会常務理事 東京都練馬区

後藤　知良 ごとう　ともよし 55歳 現 公益社団法人神奈川県薬剤師会常務理事 神奈川県藤沢市

佐藤　博 さとう　ひろし 65歳 現 一般社団法人日本病院薬剤師会副会長 新潟県新潟市

山岸　美惠子 やまぎし　みえこ 64歳 現 公益社団法人新潟県薬剤師会副会長 新潟県新潟市

見澤　哲郎 みさわ　てつお 57歳 現 公益社団法人富山県薬剤師会副会長 富山県下新川郡

廣部　満 ひろべ　みつる 64歳 元 一般社団法人福井県薬剤師会会長 福井県福井市

西脇　了 にしわき　さとる 66歳 元 社団法人岐阜県薬剤師会副会長 岐阜県大垣市

三浦　正人 みうら　まさひと 59歳 現 公益社団法人静岡県薬剤師会副会長 静岡県浜松市

剱山　丈兒 けんざん　じょうじ 61歳 元 社団法人三重県薬剤師会理事 三重県志摩市

楠本　正明 くすもと　まさあき 56歳 現 一般社団法人京都府薬剤師会常務理事 京都府舞鶴市

和田　文夫 わだ　ふみお 68歳 元 一般社団法人兵庫県薬剤師会副会長 兵庫県神戸市

住吉　襄一 すみよし　じょういち 77歳 元 一般社団法人奈良県薬剤師会理事 奈良県御所市

坂東　源司 ばんどう　げんじ 65歳 元 社団法人和歌山県薬剤師会副会長 和歌山県海南市

都田　修史 みやこだ　おさふみ 67歳 現 一般社団法人鳥取県薬剤師会副会長 鳥取県米子市

赤澤　昌樹 あかざわ　まさき 58歳 現 一般社団法人岡山県薬剤師会会長 岡山県岡山市

川上　恭弘 かわかみ　やすひろ 58歳 現 岡山県病院薬剤師会副会長 岡山県岡山市

豊見　雅文 とよみ　まさふみ 65歳 現 公益社団法人広島県薬剤師会専務理事 広島県広島市

深田　慎治 ふかだ　しんじ 61歳 現 山口県医薬品商業組合副理事長 山口県防府市

山内　秀昭 やまうち　ひであき 69歳 元 社団法人防府薬剤師会理事 山口県防府市

石田　方子 いしだ　つねこ 73歳 元 一般社団法人徳島県薬剤師会常務理事 徳島県板野郡

久次米　敏秀 くじめ　としひで 60歳 元 徳島県病院薬剤師会理事 徳島県徳島市

安田　美榮子 やすだ　みえこ 67歳 現 一般社団法人香川県薬剤師会常務理事 香川県高松市

主要経歴

１．薬剤師関係（43名）



宮内　 郎 みやうち　よしろう 60歳 現 一般社団法人愛媛県薬剤師会会長 愛媛県松山市

西森　康夫 にしもり　やすお 59歳 現 公益社団法人高知県薬剤師会会長 高知県高知市

服部　暁昌 はっとり　あきまさ 60歳 元 高知県病院薬剤師会副会長 高知県高知市

瀬尾　隆 せお　たかし 63歳 現 一般社団法人福岡市薬剤師会会長 福岡県福岡市

濱　良一 はま　りょういち 61歳 現 公益社団法人福岡県薬剤師会副会長 福岡県飯塚市

宮地　和子 みやち　かずこ 63歳 元 社団法人佐賀県薬剤師会常務理事 佐賀県神埼市

諏訪　敏幸 すわ　としゆき 63歳 元 一般社団法人大村東彼薬剤師会会長 長崎県大村市

副　千秋 そい　ちあき 65歳 現 公益社団法人大分県薬剤師会副会長 大分県大分市

加藤　博二 かとう　ひろつぐ 68歳 元 社団法人宮崎県薬剤師会常務理事 宮崎県延岡市

前村　毅 まえむら　たけし 70歳 元 社団法人鹿児島市薬剤師会常務理事 鹿児島県鹿児島市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

太田　美明 おおた　よしあき 65歳 現 日本家庭薬協会副会長 東京都文京区

塩井　保彦 しおい　やすひこ 60歳 現 一般社団法人全国配置薬協会会長 富山県富山市

牧　幸男 まき　さちお 78歳 現 長野県薬草生産振興組合組合長 長野県松本市

堀江　義彦 ほりえ　よしひこ 67歳 現 大阪生薬協会副会長 奈良県大和郡山市

杉之原　祥二 すぎのはら　しょうじ 64歳 現 広島県製薬協会副会長 広島県福山市

黒住　忠夫 くろずみ　ただお 70歳 元 社団法人日本臨床検査薬協会会長 東京都小金井市

柴田　仁 しばた　ひとし 63歳 現 日本家庭薬協会会長 大阪府吹田市

堀　正典 ほり　まさのり 65歳 現 東京都家庭薬工業協同組合理事・相談役 東京都世田谷区

氏名 ふりがな 年齢 現住所

加藤　光司 かとう　こうじ 61歳 現 大阪衛生材料協同組合理事 兵庫県宝塚市

和迩　秀信 わに　ひでのぶ 73歳 元 社団法人日本画像医療システム工業会副会長 滋賀県大津市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

小越　敏 おこし　さとし 65歳 現 大東京歯科用品商協同組合理事長 東京都狛江市

安藤　謙治 あんどう　けんじ 66歳 元 石川県薬業卸協同組合理事長 石川県金沢市

内匠屋　理 たくみや　おさむ 70歳 元 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会理事 東京都千代田区

江口　博明 えぐち　ひろあき 77歳 元 一般社団法人日本ジェネリック医薬品販社協会会長 福岡県北九州市

栁田　武夫 やなぎだ　たけお 78歳 元 一般社団法人日本ジェネリック医薬品販社協会会長 福島県郡山市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

國枝　正憲 くにえだ　まさのり 76歳 現 岐阜県医薬品小売商業組合副理事長 岐阜県大垣市

大塚　俊行 おおつか　としゆき 63歳 現 愛知県薬業協同組合理事長 愛知県春日井市

根津　孝一 ねづ　こういち 68歳 現 日本チェーンドラッグストア協会常任理事 東京都渋谷区

樋口　俊一 ひぐち　としかず 63歳 現 日本チェーンドラッグストア協会副会長 東京都中野区

主要経歴

5．医薬品小売業関係（4名）

主要経歴

主要経歴

3．医療機器製造業関係（2名）

主要経歴

4．医薬品卸業関係（5名）

2．医薬品製造業関係（8名）



氏名 ふりがな 年齢 現住所

阿部　敏宏 あべ　としひろ 73歳 元 公益社団法人北海道医薬品登録販売者協会専務理事 北海道札幌市

鈴木　啓右 すずき　けいすけ 83歳 元 社団法人群馬県医薬品登録販売者協会常務理事 群馬県桐生市

柳平　直行 やなぎだいら　なおゆき 76歳 元 社団法人静岡県医薬品登録販売者協会副会長 静岡県駿東郡

奥倉　博美 おくくら　ひろみ 78歳 現 一般社団法人三重県医薬品登録販売者協会代表理事会長 三重県松阪市

米田　宗一 よねだ　そういち 63歳 現 公益社団法人京都府医薬品登録販売者協会常務理事・研修委員長 京都府京都市

松本　武 まつもと　たけし 66歳 現 一般社団法人奈良県医薬品登録販売者協会理事 奈良県橿原市

湊　孝明 みなと　たかあき 71歳 現 一般社団法人鳥取県医薬品登録販売者協会会長 鳥取県岩美郡

櫛部　秀夫 くしべ　ひでお 69歳 現 一般社団法人愛媛県薬業協会理事 愛媛県今治市

柿原　乃子 かきはら　あいこ 67歳 現 長崎県医薬品登録販売者協会会長 長崎県佐世保市

穴見　親 あなみ　ちかし 71歳 現 一般社団法人熊本県医薬品登録販売者協会副会長 熊本県熊本市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

吉村　登喜男 よしむら　ときお 76歳 現 一般社団法人秋田県医薬品配置協会会長 秋田県秋田市

浦田　正信 うらだ　まさのぶ 75歳 元 山形県医薬品配置協議会副会長 山形県南陽市

田中　修一 たなか　しゅういち 70歳 元 一般社団法人福島県医薬品配置協会会長 福島県須賀川市

辻本　泰三 つじもと　たいぞう 76歳 現 栃木県配置薬協議会副会長 奈良県吉野郡

濱谷　晃嗣 はまたに　あきつぐ 72歳 現 公益社団法人神奈川県医薬品配置協会副会長 神奈川県藤沢市

布村　富久 ぬのむら　とみひさ 68歳 現 福井県医薬品配置協議会会長 福井県福井市

内山　利孝 うちやま　としたか 70歳 現 愛知県医薬品配置協議会副会長 愛知県安城市

寺田　吉豊 てらだ　よしとよ 73歳 現 宮崎県医薬品配置協議会理事・監査 奈良県御所市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

三浦　政雄 みうら　まさお 82歳 元 北海道歯科用品商協同組合理事長 北海道札幌市

浅若　博敬 あさわか　ひろゆき 64歳 元 宮城県医療機器販売業協会会長 宮城県仙台市

今村　清 いまむら　きよし 70歳 現 商工組合日本医療機器協会理事長 東京都文京区

堀井　孝一 ほりい　こういち 64歳 現 大阪医療機器協会理事長 和歌山県和歌山市

有本　清隆 ありもと　きよたか 67歳 現 近畿歯科用品商協同組合兵庫県支部支部長 兵庫県姫路市

黒田　雅明 くろだ　まさあき 63歳 現 熊本県歯科用品商組合組合長 熊本県熊本市

末石　藏八 すえいし　くらはち 67歳 現 一般社団法人日本医療機器販売業協会副会長 福岡県福岡市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

池森　政治 いけもり　まさはる 73歳 現 千葉県化粧品工業会理事 千葉県流山市

立岡　寛次 たつおか　かんじ 69歳 現 西日本化粧品工業会理事 大阪府東大阪市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

阿部　弦 あべ　ゆづる 61歳 現 埼玉県毒物劇物協会副会長 埼玉県羽生市

主要経歴

主要経歴

9．化粧品関係（2名）

主要経歴

10．毒物劇物関係（1名）

主要経歴

7．医薬品配置販売業関係（8名）

主要経歴

8．医療機器販売業関係（7名）

6．薬種商販売業・医薬品登録販売業関係（10名）


