
１．薬剤師会関係（41名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

原岡　通晴 はらおか　みちはる 82歳 元 (社)北海道薬剤師会稚内支部支部長 北海道稚内市

田村　英博 たむら　ひでひろ 69歳 元 (社)北海道薬剤師会室蘭支部副支部長 北海道伊達市

岡島秀雄 おかじま　ひでお 57歳 元 （社）青森県薬剤師会常務理事 青森県青森市

畑澤　博巳 はたざわ　ひろみ 60歳 現 (社)岩手県薬剤師会会長 岩手県盛岡市

佐藤　晴壽 さとう　はるひさ 65歳 現 宮城県学校薬剤師会会長 宮城県仙台市

松田泰行 まつだ　やすゆき 57歳 現 （社）秋田県薬剤師会会長 秋田県大仙市

佐藤　宏 さとう　ひろし 71歳 現 （社）山形県薬剤師会専務理事 山形県山形市

田尻耕太郎 たじり　こうたろう 60歳 現 （社）群馬県薬剤師会常務理事 群馬県前橋市

坂田　博 さかた　ひろし 79歳 元 熊谷市薬剤師会会長 埼玉県熊谷市

堀野　忠夫 ほりの　ただお 70歳 現 （社）さいたま市薬剤師会副会長 埼玉県さいたま市

岡村　慶一 おかむら　けいいち 61歳 現 （社）船橋薬剤師会専務理事 千葉県鎌ケ谷市

水野　昭 みずの　あきら 84歳 元 （社）東京都薬剤師会世田谷支部支部長 東京都世田谷区

遠藤　完一郎 えんどう　かんいちろう 85歳 元 （社）東京都薬剤師会豊島区支部支部長 東京都豊島区

大根田　順子 おおねだ　じゅんこ 70歳 元 東京都女性薬剤師会理事 東京都世田谷区

金子　重雄 かねこ　しげお 60歳 現 （社）東京都病院薬剤師会副会長 東京都荒川区

小島　源市 こじま　げんいち 75歳 元 (社)新潟県薬剤師会魚沼支部支部長 新潟県魚沼市

吉﨑　正雄 よしざき　まさお 83歳 元 （社）富山県薬剤師会専務理事 富山県富山市

三浦　智子 みうら　ともこ 64歳 現 （社）石川県薬剤師会副会長 石川県金沢市

山本　日出男 やまもと　ひでお 68歳 元 (社)山梨県薬剤師会常務理事 山梨県甲府市

小林　基江 こばやし　もとえ 77歳 元 長野県女性薬剤師会会長 長野県岡谷市

曽布川　和則 そぶかわ　かずのり 60歳 現 (社)静岡県薬剤師会会長 静岡県浜松市

西井　政彦 にしい　まさひこ 57歳 現 （社）三重県薬剤師会副会長 三重県度会郡

鷹羽　頼勝 たかは　よりかつ 56歳 現 滋賀県病院薬剤師会副会長 滋賀県栗東市

宇野　進 うの　すすむ 64歳 現 （社）京都府薬剤師会副会長 京都府京都市

山村　万里子 やまむら　まりこ 60歳 現 （社）大阪府薬剤師会理事 大阪府八尾市

滝川　秀樹 たきがわ　ひでき 56歳 元 （社）兵庫県薬剤師会副会長 兵庫県西宮市

常風　潤一 じょうぶ　じゅんいち 63歳 元 和歌山県病院薬剤師会会長 和歌山県日高郡

小林　健治 こばやし　けんじ 68歳 現 （社）鳥取県薬剤師会会長 鳥取県倉吉市

石井　美江 いしい　よしえ 68歳 元 一般社団法人岡山県薬剤師会理事 岡山県岡山市

前田　泰則 まえだ　やすのり 62歳 現 （社）広島県薬剤師会会長 広島県呉市



石本　敬三 いしもと　けいぞう 62歳 現 山口県病院薬剤師会理事 山口県宇部市

安西　英明 あんざい　ひであき 62歳 現 （社）香川県薬剤師会副会長 香川県木田郡

岡田　俊二 おかだ　しゅんじ 63歳 現 （社）愛媛県薬剤師会副会長 愛媛県新居浜市

杉　廣喜 すぎ　ひろき 61歳 元 （社）八幡薬剤師会副会長 福岡県北九州市

長　研一 ちょう　けんいち 61歳 元 （社）飯塚薬剤師会会長　 福岡県飯塚市

曲渕　直喜 まがりぶち　なおき 61歳 現 （社）佐賀県薬剤師会副会長 佐賀県唐津市

今上　亨 いまがみ　とおる 82歳 元 （社）佐世保市薬剤師会理事 長崎県佐世保市

澁田　達幸 しぶた　たつゆき 68歳 元 熊本県病院薬剤師会会長 熊本県菊池郡

赤嶺　佳子 あかみね　よしこ 68歳 現 （社）大分県薬剤師会常務理事 大分県臼杵市

迫田　初 さこだ　はじめ 64歳 元 （社）鹿児島市薬剤師会副会長 鹿児島県鹿児島市

齋藤　侑也 さいとう　ゆきや 81歳 元 日本病院薬剤師会会長 埼玉県越谷市

２．医薬品製造業関係（4名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

大石　勝敏 おおいし　かつとし 58歳 現 茨城県医薬工業会理事 千葉県香取市

吉田　昌雄 よしだ　まさお 71歳 現 （社）富山県薬業連合会副会長 富山県滑川市

丸山　興史 まるやま　こうし 72歳 現 大阪生薬協会副会長 大阪府吹田市

井本　誓亮 いもと　せいりょう 71歳 現 和歌山県製薬協会理事 和歌山県和歌山市

３．医療機器製造業関係（2名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

長野　雄二 ながの　ゆうじ 63歳 現 （社）日本衛生材料工業連合会理事 愛媛県四国中央市

榊原　康雄 さかきばら　やすお 61歳 現 愛知県医療機器工業協会副会長 愛知県名古屋市

４．医薬品卸業関係（3名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

奥村　匡博 おくむら　まさひろ 75歳 現 奈良県家庭薬卸協同組合理事 奈良県高市郡

五島　高明 ごとう　たかあき 74歳 元 熊本県医薬品卸業協会理事長 熊本県熊本市

松谷　高顕 まつたに　たかあき 70歳 現 （社）日本医薬品卸業連合会副会長 東京都杉並区



５．医薬品小売業関係（5名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

河嶋　健 かわしま　たけし 79歳 現 柏薬業会副会長 千葉県柏市

大玉　昭夫 おおだま　あきお 69歳 現 山口県医薬品商業組合理事 山口県萩市

井上　通一 いのうえ　みちかず 62歳 現 愛媛県医薬品小売商業組合理事長 愛媛県宇和島市

遠藤　孝人 えんどう　たかと 57歳 現 山口県医薬品商業組合理事長 山口県山口市

松本　南海雄 まつもと　なみお 68歳 元 日本チェーンドラッグストア協会会長 千葉県松戸市

６．薬種商販売業・医薬品登録販売業関係（13名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

桐木　武則 きりき　たけのり 68歳 現 (社)北海道医薬品登録販売者協会会長 北海道苫小牧市

野口　明彦 のぐち　あきひこ 74歳 現 （社）埼玉県医薬品登録販売者協会会長 埼玉県川口市

野村　勇 のむら　いさむ 79歳 現 (社)福井県医薬品登録販売者協会会長 福井県坂井市

宮下　慶治 みやした　けいじ 61歳 現 (社)岐阜県医薬品登録販売者協会副会長 岐阜県岐阜市

藤本泰夫 ふじもと　やすお 78歳 元 京都府薬種商協会理事 京都府乙訓郡

田尾　一志 たお　ひとし 59歳 現 （社）奈良県医薬品登録販売者協会会長 奈良県吉野郡

天野　ひろみ あまの　ひろみ 64歳 現 （社）岡山県医薬品登録販売者協会会長 岡山県岡山市

藤裏　一行 ふじうら　かずゆき 64歳 現 （社）広島県医薬品登録販売者協会専務理事 広島県安芸郡

佐藤　信夫 さとう　のぶお 67歳 現 （社）徳島県医薬品登録販売者協会副会長 徳島県美馬市

今澤　暉子 いまざわ　てるこ 78歳 現 （社）香川県医薬品登録販売者協会副会長 香川県高松市

佐竹　義滋 さたけ　よししげ 72歳 現 （社）佐賀県医薬品登録販売者協会副会長 佐賀県三養基郡

福田　照明 ふくだ　てるあき 63歳 現 （社）長崎県医薬品登録販売者協会理事 長崎県大村市

大薗　清二 おおぞの　きよし 79歳 元 (社)宮崎県医薬品登録販売者協会都城支部副会長 宮崎県都城市



７．医薬品配置販売業関係（10名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

永井利憲 ながい　としのり 78歳 現 （社）青森県医薬品配置協会副会長 奈良県葛城市

林　孝雄 はやし　たかお 68歳 現 （社）茨城県医薬品配置協会会長 茨城県常総市

加藤　恒雄 かとう　つねお 72歳 現 （社）栃木県医薬品配置協会理事 栃木県宇都宮市

加藤　秀夫 かとう　ひでお 68歳 現 新潟県医薬品配置協議会会長 新潟県上越市

北代　文久 きただい　ふみひさ 67歳 現 山梨県医薬品配置協議会会長 山梨県上野原市

熊崎　和弘 くまざき　かずひろ 66歳 現 (社)岐阜県医薬品配置協会副会長 岐阜県恵那市

榮　千代壽 さかえ　ちよし 74歳 元 静岡県配置医薬品協議会副会長 静岡県静岡市

西川　正毅 にしかわ　まさき 76歳 元 島根県医薬品配置協議会会長 島根県浜田市

髙原　昭義 たかはら　あきよし 72歳 現 宮崎県医薬品配置協議会理事 富山県射水市

荒垣　好業 あらがき　よしなり 80歳 元 （社）鹿児島県医薬品配置協会理事 鹿児島県奄美市

８．医療機器販売業関係（3名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

南部　雄二 なんぶ　ゆうじ 68歳 元 北陸歯科用品商協同組合理事長 石川県金沢市

金井　宏素 かない　ひろもと 74歳 元 長野県医科器械同業組合理事長 長野県松本市

大森　森次 おおもり　もりつぐ 62歳 現 愛知県医療機器販売業協会会長 愛知県名古屋市

９．化粧品関係（1名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

並河　榮三 なびか　えいぞう 71歳 現 西日本化粧品工業会理事 大阪府大阪市

１０．毒物劇物関係（1名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

服部　信一郎 はっとり　しんいちろう 70歳 現 愛知県化学工業薬品協同組合副理事長 愛知県名古屋市

１１．その他（3名）

氏名 ふりがな 年齢 主要経歴 現住所

山下　英世 やました　えいせい 61歳 元 一般社団法人日本産業・医療ガス協会近畿地域本部兵庫県支部支部長 兵庫県芦屋市

十字　猛夫 じゅうじ　たけお 76歳 元 日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所長 千葉県松戸市

池田　久實 いけだ　ひさみ 71歳 元 日本赤十字社北海道赤十字血液センター所長 北海道札幌市
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