
氏名 ふりがな 年齢 現住所

三浦　洋嗣 みうら　ひろつぐ 61歳 元 一般社団法人北海道薬剤師会　副会長 北海道札幌市

千葉　英三 ちば　えいぞう 58歳 現 一般社団法人青森県薬剤師会　副会長 青森県青森市

畑澤　昌美 はたざわ　まさみ 62歳 現 一般社団法人岩手県薬剤師会　常務理事 岩手県盛岡市

四倉　雄二 よつくら　ゆうじ 61歳 元 社団法人岩手県薬剤師会　専務理事 岩手県盛岡市

村田　善重 むらた　よししげ 65歳 現 一般社団法人秋田県薬剤師会　副会長 秋田県横手市

浅井　則子 あさい　のりこ 65歳 現 一般社団法人福島県薬剤師会　常務理事 福島県郡山市

稲瀨　實 いなせ　みのる 67歳 元 栃木県病院薬剤師会　会長 栃木県大田原市

林　昌洋 はやし　まさひろ 59歳 現 一般社団法人東京都病院薬剤師会　副会長 茨城県守谷市

森　利惠子 もり　りえこ 60歳 現 館林邑楽薬剤師会　副会長 群馬県邑楽郡

松永　仁 まつなが　やすし 71歳 元 一般社団法人朝霞地区薬剤師会　会長 埼玉県朝霞市

島津　和男 しまず　かずお 73歳 元 春日部薬剤師会　会長 埼玉県春日部市

北田　光一 きただ　みつかず 69歳 元 一般社団法人日本病院薬剤師会　会長 千葉県佐倉市

金親　肇 かねおや　はじめ 73歳 現 一般社団法人千葉市薬剤師会　会長 千葉県千葉市

小坂　一郎 こさか　いちろう 78歳 現 一般社団法人南多摩薬剤師会　副会長 東京都多摩市

大木　一正 おおき　かずまさ 61歳 現 公益社団法人東京都薬剤師会　副会長 東京都墨田区

向井　秀人 むかい　ひでと 59歳 現 公益社団法人神奈川県薬剤師会　理事 神奈川県横浜市

立川　泰雄 たちかわ　やすお 61歳 現 公益社団法人新潟県薬剤師会　常務理事 新潟県新潟市

松井　竹史 まつい　たけし 75歳 元 公益社団法人富山県薬剤師会　会長 富山県富山市

中森　慶滋 なかもり　けいじ 55歳 現 公益社団法人石川県薬剤師会　副会長 石川県野々市市

神澤　陸雄 かんざわ　むつお 67歳 現 長野県製薬協会　会長 長野県松本市

竹中　一美 たけなか　かずみ 70歳 現 岐阜県医薬品小売商業組合　常務理事 岐阜県揖斐郡

石川　幸伸 いしかわ　ゆきのぶ 60歳 現 公益社団法人静岡県薬剤師会　副会長 静岡県静岡市

石淵　幹人 いしぶち　みきひと 62歳 現 一般社団法人三重県薬剤師会　副会長 三重県尾鷲市

富田　国男 とみだ　くにお 59歳 現 一般社団法人滋賀県病院薬剤師会　副会長 滋賀県大津市

藤垣　哲彦 ふじがき　てつひこ 64歳 現 一般社団法人大阪府薬剤師会　会長 大阪府大阪市

河本　由紀子 かわもと　ゆきこ 59歳 現 一般社団法人兵庫県病院薬剤師会　副会長 兵庫県宝塚市

大澤　泰輔 おおさわ　たいすけ 60歳 元 姫路薬剤師会　会長 兵庫県姫路市

濵口　達子 はまぐち　たつこ 76歳 元 社団法人奈良県薬剤師会　理事 奈良県奈良市

原　利一郎 はら　りいちろう 62歳 現 一般社団法人鳥取県薬剤師会　常務理事 鳥取県倉吉市

津戸　富太郎 つど　とみたろう 63歳 元 一般社団法人島根県薬剤師会　会長 島根県松江市

黒田　敏彦 くろだ　としひこ 69歳 元 社団法人岡山県薬剤師会笠岡支部　支部長 岡山県浅口郡

多森　繁美 たもり　しげみ 67歳 元 一般社団法人三原薬剤師会　会長 広島県三原市

中原　靖明 なかはら　やすあき 58歳 現 一般社団法人山口県薬剤師会　会長 山口県防府市

秋本　壽一郎 あきもと　じゅいちろう 57歳 現 山口県医薬品商業組合　理事 山口県下関市

１．薬剤師会関係（45名）

【個人】

主要経歴



氏名 ふりがな 年齢 現住所

熊澤　勝 くまざわ　まさる 67歳 現 一般社団法人徳島県薬剤師会　理事 徳島県阿南市

元木　泰史 もとき　やすし 61歳 現 一般社団法人香川県薬剤師会　専務理事 香川県高松市

矢野　光 やの　みつ 64歳 現 高知県病院薬剤師会　副会長 高知県高知市

正木　堅一 まさき　けんいち 62歳 現 高知県薬剤師会　理事 高知県高知市

田尻　泰典 たじり　やすのり 60歳 現 公益社団法人福岡県薬剤師会　常務理事 福岡県北九州市

川副　隆裕 かわそえ　たかひろ 58歳 現 一般社団法人佐賀県薬剤師会　理事 佐賀県佐賀市

太田　充穂 おおた　みつほ 64歳 元 長崎市薬剤師会　副会長 長崎県長崎市

富永　孝治 とみなが　こうじ 60歳 現 公益社団法人熊本県薬剤師会　常務理事 熊本県熊本市

倉澤　敎昭 くらさわ　のりあき 73歳 元 社団法人延岡市西臼杵郡薬剤師会　会長 宮崎県延岡市

原口　哲夫 はらぐち　てつお 67歳 元 社団法人鹿児島県薬剤師会　常務理事 鹿児島県鹿児島市

下地　仁 しもぢ　ひとし 57歳 元 宮古地区薬剤師会　会長 沖縄県宮古島市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

金森　俊樹 かなもり　としき 62歳 現 一般社団法人富山県薬業連合会　理事 富山県富山市

望月　弘章 もちづき　ひろゆき 57歳 現 一般社団法人滋賀県薬業協会　理事 滋賀県甲賀市

高木　幸一 たかぎ　こういち 62歳 元 大阪医薬品協会　副会長 兵庫県宝塚市

小西　龍作 こにし　りゅうさく 64歳 現 大阪医薬品協会　理事 兵庫県西宮市

二反田　正弘 にたんだ　まさひろ 64歳 現 広島県製薬協会　理事 広島県呉市

古川　賢 ふるかわ　さとし 71歳 現 愛媛県製薬協会　理事 愛媛県松山市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

古関　伸一 こせき　しんいち 74歳 元 杏友医療機器協同組合　理事長 東京都文京区

瀧本　次友 たきもと　つぎとも 67歳 現 一般社団法人日本眼科医療機器協会　会長 東京都港区

井上　博 いのうえ　ひろし 61歳 元 愛知県医療機器工業会　会長 愛知県瀬戸市

長谷川　浩 はせがわ　ひろし 56歳 現 一般社団法人日本衛生材料工業連合会　常任理事 愛知県名古屋市

湯川　直城 ゆかわ　なおき 59歳 現 大阪衛生材料協同組合　副理事長 大阪府泉南郡

氏名 ふりがな 年齢 現住所

三浦　忠一郎 みうら　ちゅういちろう 75歳 現 一般社団法人日本ジェネリック医薬品販社協会　会長 山形県東村山郡

松井　秀夫 まつい　ひでお 74歳 現 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会　理事 埼玉県さいたま市

東　勇太郎 あずま　ゆうたろう 64歳 元 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会　理事 長崎県佐世保市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

江黒　純一 えぐろ　じゅんいち 67歳 現 日本チェーンドラッグストア協会　副会長 群馬県前橋市

中村　勝 なかむら　まさる 74歳 現 一般社団法人日本保険薬局協会　会長 千葉県松戸市

久松　正志 ひさまつ　まさし 63歳 元 日本チェーンドラッグストア協会　副会長 兵庫県神戸市

山下　雄二 やました　ゆうじ 63歳 現 香川県医薬品小売商業組合　理事長 香川県小豆郡

2．医薬品製造業関係（6名）

主要経歴

主要経歴

3．医療機器関係（5名）

主要経歴

4．医薬品卸業関係（3名）

主要経歴

5．医薬品小売業関係（4名）

主要経歴



氏名 ふりがな 年齢 現住所

山田　浩章 やまだ　ひろのぶ 73歳 現 公益社団法人北海道医薬品登録販売者協会　副会長 北海道旭川市

平脇　美良 ひらわき　みよし 65歳 現 一般社団法人青森県医薬品登録販売者協会　専務理事 青森県八戸市

設楽　勇 したら　いさむ 64歳 現 一般社団法人山形県医薬品登録販売者協会　副会長 山形県山形市

古宮　政雄 こみや　まさお 73歳 現 一般社団法人神奈川県医薬品登録販売者協会　理事 神奈川県横浜市

横山　充雄 よこやま　みつお 66歳 現 一般社団法人岐阜県医薬品登録販売者協会　副会長 岐阜県名務原市

永井　周作 ながい　しゅうさく 73歳 現 一般社団法人大阪府医薬品登録販売者協会　会長 大阪府岸和田市

油谷　博文 ゆたに　ひろふみ 62歳 現 一般社団法人鳥取県医薬品登録販売者協会　会長 鳥取県鳥取市

熊　弘幸 くま　ひろゆき 70歳 現 一般社団法人福岡県医薬品登録販売者協会　会長 福岡県福岡市

米村　一成 よねむら　いっせい 69歳 現 一般社団法人沖縄県医薬品登録販売者協会　会長 沖縄県沖縄市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

長濱　博明 ながはま　ひろあき 66歳 元 一般社団法人北海道医薬品配置協会　会長 北海道札幌市

中谷　成作 なかたに　せいさく 79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

川和　清二 かわわ　せいじ 61歳 現 公益社団法人茨城県医薬品配置協会　副会長 茨城県水戸市

苧出　和利 おで　かずとし 60歳 現 徳島県医薬品配置協議会　会長 埼玉県桶川市

栗田　勝治 くりた　かつじ 78歳 現 一般社団法人東京都医薬品配置協会　理事 東京都葛飾区

中林　和夫 なかばやし　かずお 75歳 現 栃木県配置薬協議会　理事 富山県滑川市

井上　一博 いのうえ　かずひろ 69歳 現 山梨県医薬品配置協議会　会長 富山県富山市

藻谷　昭司 もたに　しょうじ 75歳 元 長野県医薬品配置協議会　会長 長野県須坂市

吉川　善武 よしかわ　よしたけ 75歳 現 愛知県医薬品配置協議会　常任理事 奈良県高市郡

涌田　行徳 わくだ　ゆきのり 65歳 現 奈良県医薬品配置協議会　副会長 奈良県大和高田市

福井　康則 ふくい　やすのり 65歳 現 和歌山県医薬品配置協議会　会長 和歌山県紀の川市

井出　和則 いで　かずのり 60歳 現 一般社団法人愛媛県配置薬協会　副会長 愛媛県松山市

柴田　篤男 しばた　あつお 69歳 元 一般社団法人長崎県医薬品配置協会　専務理事 長崎県諫早市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

内藤　昌勝 ないとう　まさかつ 72歳 現 京都化粧品工業会　副会長 京都府京都市

宮崎　仁之 みやざき　ひとし 69歳 現 西日本化粧品工業会　理事 大阪府豊中市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

小堺　裕一郎 こさかい　ゆういちろう 65歳 現 公益社団法人東京薬事協会　副会長 東京都港区

岩田　彰夫 いわた　あきお 68歳 現 愛知県化学工業薬品協同組合　副理事長 兵庫県伊丹市

6．薬種商販売業・医薬品登録販売業関係（9名）

主要経歴

8．化粧品関係（2名）

主要経歴

9．毒物劇物関係（2名）

主要経歴

7．医薬品配置販売業関係（13名）

主要経歴

医薬品卸業関係（1団体）

所在地

【団体】

東京都中央区

団体名

一般社団法人日本医薬品卸売業連合会


