
氏名 ふりがな 年齢 現住所

渡 　秀教 わたなべ　ひでのり 61歳 元 一般社団法人北海道薬剤師会十勝支部支部長 北海道帯広市

木村　隆次 きむら　りゅうじ 57歳 現 一般社団法人青森県薬剤師会会長 青森県青森市

関　　俊昭 せき　としあき 67歳 現 一般社団法人岩手県薬剤師会理事 岩手県一関市

高砂子　　修作 たかさご　しゅうさく 64歳 元 社団法人岩手県薬剤師会常務理事 岩手県盛岡市

佐々木　孝雄 ささき　たかお 58歳 現 一般社団法人宮城県薬剤師会会長 宮城県栗原市

下山　誠 しもやま　まこと 57歳 元 一般社団法人秋田県薬剤師会常務理事 秋田県秋田市

髙𣘺　利幸 たかはし　としゆき 63歳 現 一般社団法人茨城県病院薬剤師会会長 茨城県稲敷郡

小菅　敏雄 こすげ　としお 65歳 現 一般社団法人栃木県病院薬剤師会顧問 栃木県佐野市

白井　賢一 しらい　けんいち 71歳 元 栃木県薬剤師会黒磯薬剤師会会長 栃木県那須塩原市

山縣　義一 やまがた　よしかず 66歳 現 渋川地区薬剤師会会長 群馬県渋川市

増田　栄一 ますだ　えいいち 85歳 現 桶川市薬剤師会会長 埼玉県桶川市

岡本　茂 おかもと　しげる 66歳 元 社団法人千葉県薬剤師会理事 千葉県市原市

鈴木　晃一 すずき　こういち 70歳 元 一般社団法人足立区薬剤師会会長 東京都足立区

田中　依子 たなか　よりこ 80歳 現 一般社団法人東京都女性薬剤師会理事 東京都練馬区

内藤　温子 ないとう　あつこ 68歳 元 社団法人東京都薬剤師会常務理事 東京都品川区

西羅　輝雄 にしら　てるお 66歳 元 一般社団法人東京都病院薬剤師会常任理事 東京都文京区

西尾　公秀 にしお　きみひで 57歳 現 公益社団法人富山県薬剤師会会長 富山県富山市

向　孝次 むかい　こうじ 67歳 元 石川県薬剤師会副会長 石川県輪島市

大塚　宰 おおつか　つかさ 74歳 元 一般社団法人長野県薬剤師会会長 長野県長野市

天野　栄次 あまの　えいじ 66歳 元 焼津市薬剤師会会長 静岡県焼津市

藤戸　健司 ふじと　けんじ 58歳 現 一般社団法人四日市薬剤師会会長 三重県四日市市

西井　諭司 にしい　さとし 65歳 元 社団法人大阪府病院薬剤師会副会長 大阪府吹田市

松本　憲和 まつもと　のりかず 56歳 現 一般社団法人兵庫県薬剤師会副会長 兵庫県西宮市

徳吉　公司 とくよし　こうじ 63歳 現 一般社団法人鳥取県薬剤師会会長 鳥取県鳥取市

池田　篤正 いけだ　あつまさ 60歳 現 一般社団法人岡山県薬剤師会津山支部副会長 岡山県津山市

木平　健治 きひら　けんじ 65歳 現 公益社団法人広島県薬剤師会副会長 広島県広島市

俣賀　隆 またが　たかし 61歳 元 一般社団法人山口県薬剤師会副会長 山口県山口市

井上　信裕 いのうえ　のぶひろ 64歳 現 一般社団法人徳島県薬剤師会副会長 徳島県徳島市

賀勢　泰子 かせ　やすこ 63歳 現 徳島県病院薬剤師会副会長 徳島県鳴門市

久間　一德 くま　かずのり 62歳 現 一般社団法人香川県薬剤師会副会長 香川県高松市

寺尾　幸佳 てらお　ゆきよし 67歳 元 社団法人愛媛県薬剤師会今治支部支部長 愛媛県今治市

松永　賢二 まつなが　けんじ 71歳 現 公益社団法人八幡薬剤師会副会長 福岡県鞍手郡

本田　茂樹 ほんだ　しげき 55歳 現 一般社団法人佐賀県薬剤師会副会長 佐賀県佐賀市

蒲池　芳明 かまち　よしあき 61歳 現 一般社団法人長崎県薬剤師会副会長 長崎県佐世保市

主要経歴

１．薬剤師会関係（39名）



北原　敏弘 きたはら　としひろ 72歳 現 一般社団法人県北薬剤師会会長 長崎県平戸市

森山　憲治 もりやま　けんじ 58歳 現 公益社団法人熊本県薬剤師会常務理事 熊本県合志市

阿部　敏幸 あべ　としゆき 63歳 現 公益社団法人大分県薬剤師会理事 大分県大分市

田代　和久 たしろ　かずひさ 65歳 元 一般社団法人宮崎県薬剤師会会長 宮崎県都城市

内野　悟 うちの　さとる 67歳 現 公益社団法人鹿児島県薬剤師会会長 鹿児島県鹿児島市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

大北　正人 おおきた　まさと 57歳 現 一般社団法人滋賀県薬業協会副会長 滋賀県甲賀市

山本　隆造 やまもと　りゅうぞう 63歳 現 和歌山県製薬協会会長 和歌山県和歌山市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

鈴木　信夫 すずき　のぶお 63歳 現 中部医療機器工業協会会長 愛知県日進市

吉野　守明 よしの　もりあき 70歳 現 大阪衛生材料協同組合理事 大阪府堺市

古守　康直 こもり　やすなお 66歳 現 一般社団法人日本ホームヘルス機器協会理事 山梨県甲府市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

林　一成 はやし　かずなり 67歳 現 岐阜県医薬品卸協同組合理事長 岐阜県岐阜市

太田　裕史 おおた　ひろし 66歳 現 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会副会長 愛知県名古屋市

鈴木　賢 すずき　けん 67歳 現 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長 宮城県仙台市

芦田　健 あしだ　たけし 79歳 現 一般社団法人日本ジェネリック医薬品販社協会副会長 福岡県北九州市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

木澤　之男 きざわ　ゆきお 82歳 現 富山県医薬品小売商業組合理事 富山県南砺市

北尾　昭 きたお　あきら 77歳 現 奈良県医薬品小売商業組合副理事長 奈良県大和郡山市

三好　晴雄 みよし　はるを 83歳 現 香川県医薬品小売商業組合副理事長 香川県高松市

青木　桂生 あおき　けいせい 73歳 現 日本チェーンドラッグストア協会会長 石川県白山市

舌古　宏 ぜっこ　ひろし 69歳 元 日本チェーンドラッグストア協会常任理事 三重県津市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

今川　直樹 いまかわ　なおき 67歳 現 公益社団法人北海道医薬品登録販売者協会会長 北海道札幌市

棚橋　敬 たなはし　たかし 78歳 現 一般社団法人新潟県医薬品登録販売者協会副会長 新潟県長岡市

冨松　みね子 とみまつ　みねこ 67歳 現 一般社団法人三重県医薬品登録販売者協会常務理事 三重県亀山市

遠山　美喜子 とおやま　みきこ 73歳 現 一般社団法人大阪府医薬品登録販売者協会副会長 大阪府富田林市

宮脇　千吉 みやわき　せんきち 76歳 元 一般社団法人兵庫県医薬品登録販売者協会副会長 兵庫県美方郡

髙橋　誠一 たかはし　せいいち 66歳 現 一般社団法人鳥取県医薬品登録販売者協会副会長 鳥取県米子市

安部　豊 あべ　ゆたか 66歳 現 一般社団法人山口県医薬品登録販売者協会会長 山口県下関市

杉本　雄一 すぎもと　ゆういち 66歳 現 公益社団法人高知県医薬品登録販売者協会会長 高知県香美市

岩見　圭祐 いわみ　けいすけ 58歳 現 公益社団法人大分県医薬品登録販売者協会副会長 大分県別府市

2．医薬品製造業関係（2名）

主要経歴

3．医療機器製造業関係（3名）

主要経歴

4．医薬品卸業関係（4名）

主要経歴

5．医薬品小売業関係（5名）

主要経歴

6．薬種商販売業・医薬品登録販売業関係（9名）

主要経歴



氏名 ふりがな 年齢 現住所

金山　正美 かなやま　まさみ 64歳 現 一般社団法人青森県医薬品配置協会会長 青森県弘前市

温盛　裕 ぬくもり　ゆたか 65歳 現 公益社団法人茨城県医薬品配置協会副会長 茨城県筑西市

油谷　恒匡 あぶらたに　つねまさ 75歳 元 一般社団法人群馬県医薬品配置協会会長 奈良県吉野郡

大村　洋三 おおむら　ようぞう 78歳 元 一般社団法人埼玉県医薬品配置協会会長 埼玉県ふじみ野市

森　三郎 もり　さぶろう 67歳 現 一般社団法人千葉県医薬品配置協会会長 東京都荒川区

岡本　健男 おかもと　たけお 72歳 現 石川県配置協議会副会長 石川県加賀市

米田　治夫 こめだ　はるお 67歳 現 静岡県配置医薬品協議会会長 静岡県富士市

井上　輝雄 いのうえ　てるお 72歳 現 愛知県医薬品配置協議会常任理事 富山県富山市

佐伯　友偵 さえき　ともさだ 73歳 現 岡山県医薬品配置協議会副会長 岡山県総社市

近藤　雅美 こんどう　まさみ 65歳 現 一般社団法人広島県配置医薬品連合会副会長 広島県広島市

清水　慶一 しみず　よしかず 73歳 現 高知県医薬品配置協議会相談役兼監査 富山県射水市

上村　光昭 うえむら　みつあき 62歳 現 公益社団法人福岡県医薬品配置協会会長 福岡県福岡市

中村　孝博 なかむら　たかひろ 65歳 現 一般社団法人熊本県医薬品配置協会副会長 熊本県菊池郡

阿南　良信 あなん　よしのぶ 65歳 現 大分県医薬品配置協議会会長 大分県日田市

経澤　照子 つねざわ　てるこ 64歳 現 宮崎県医薬品配置協議会会長 宮崎県日向市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

宮越　宏一 みやこし　こういち 71歳 元 長野県医療機器販売業協会会長 長野県長野市

鷲見　利勝 すみ　としかつ 77歳 現 岐阜県医療機器販売業協会会長 岐阜県岐阜市

北畠　庸志 きたばたけ　つねじ 71歳 元 大阪医療機器協会理事 大阪府大阪市

得居　卓也 とくい　たくや 71歳 現 愛媛県医療機器販売業協会副会長 愛媛県松山市

上山　哲司 うえやま　てつじ 69歳 現 日本歯科用品商協同組合連合会副会長 大阪府泉南市

小西　賢三 こにし　けんぞう 58歳 現 一般社団法人日本医療機器販売業協会副会長 大阪府大阪市

渡邉 巳 わたなべ　ひろみ 69歳 現 日本歯科用品商協同組合連合会副会長 愛知県日進市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

野口　秀人 のぐち　ひでと 66歳 現 京都化粧品工業会理事 京都府京都市

氏名 ふりがな 年齢 現住所

正木　利和 まさき　としかず 64歳 現 全国化学工業薬品団体連合会副会長 愛知県名古屋市

古城　博 こじょう　ひろし 83歳 元 奈良県毒物劇物協会副会長 奈良県桜井市

7．医薬品配置販売業関係（15名）

主要経歴

8．医療機器販売業関係（7名）

主要経歴

主要経歴

9．化粧品関係（1名）

主要経歴

10．毒物劇物関係（2名）


