
　　委 員 会 名 簿         　　   (任期：2022年４月１日～2024年3月31日まで）

1.総務委員会(11名）   E-mail：soumu@tokyo-shoyaku.com
氏 名    所　　属

　委員長 坪井　正樹　 　㈱龍角散　　　

　副委員長 但野　洋一 　㈱ツムラ　

　委員 池村　国弘   個人正会員　　　　　　　   【広報委員会】

　委員 磯田　進   個人正会員　　　　　　　    【薬用植物国内栽培委員会】

　委員 加賀　亮司   東京生薬協会                【薬用植物園事業管理委員会】

  委員 菊地  祐一   個人正会員 　　　　　　　 　      【学術委員会】

  委員 小林  義典  　 北里大学東洋医学研究所 【薬用植物国内栽培委員会】

　委員 白瀧  義明   個人正会員 　　　　　　　 　 【学術委員会】

　委員 山内　盛 　個人正会員　                 【学術委員会】

  委員 山上　勉   東京生薬協会               【薬用植物園事業管理委員会】

  委員 和田　浩志   個人正会員　　　　　　　 　 【広報委員会】

2.学術委員会（17名）　E-mail：gakujutsu@tokyo-shoyaku.com
　委員長 山内　盛 　個人正会員　

  副委員長 菊地  祐一   個人正会員

　副委員長 白瀧  義明   個人正会員

　委員 小根山隆祥   個人正会員

　委員 磯田　進 　個人正会員  

  委員 小栗　一輝   ㈱ツムラ　

  委員 神本  敏弘   ㈱ツムラ　

　委員 木村  宜仁 　㈱常磐植物化学研究所

　委員 清水　虎雄   個人正会員

　委員 武田  修己 　㈱ツムラ　　

　委員 新澤　伸一   イスクラ産業㈱

  委員 橋尾　実 　㈱和漢薬研究所　

　委員 原  三貴

  委員 福田  達男   個人正会員

　委員 松浦　 匡 　㈱ツムラ　　

  委員 松崎 桂一   個人正会員

  委員 和田　浩志   個人正会員  

3.広報委員会（4名）　E-mail：koho@tokyo-shoyaku.com
　委員長 池村　国弘   個人正会員

  副委員長 和田　浩志   個人正会員

　委員 磯田　進   個人正会員

　委員 羽馬　忠宏 　大正製薬㈱　

　委員長 加賀　亮司   東京生薬協会 

　副委員長 山上　勉 　東京生薬協会 　

　委員 小根山隆祥   個人正会員

　委員 金原　德典 　㈱金原市兵衛商店

　委員 清水　虎雄   個人正会員

　委員 但野　洋一 　㈱ツムラ　

　委員 坪井　正樹　   ㈱龍角散

　委員 山内　盛 　個人正会員　

5.薬用植物国内栽培事業委員会（17名）　E-mail：saibai@tokyo-shoyaku.com
  委員長 小林  義典   北里大学東洋医学研究所

  副委員長 磯田　進    個人正会員

  委員 笠原  広祐    農業生産法人 JATs（ジャッツ）有限会社

  委員 齋藤　和興 　㈱セネコム

  委員 佐々木 純一 　CMICホールディングス㈱

  委員 清水　虎雄   個人正会員

　委員 新澤　伸一   イスクラ産業㈱

  委員 竹内　眞哉   ㈱山崎帝國堂

  委員 田村 直博 　田村薬品工業㈱

  委員 栃本久美子   ㈱栃本天海堂
  委員 中島　育美   明志㈱

  委員 針ヶ谷哲也   (医)金匱会診療所

　委員 樋口　隆 　三国㈱

　委員 福田　徹 　㈱和漢薬研究所　
  委員 大谷　泰三   シミックホールディングス

　委員 山内　盛 　個人正会員　    

　委員 吉永 晴美 　安博株式会社

6.栽培指導員（19名）　E-mail：shidou@tokyo-shoyaku.com　　担 当 地 区

 指導員長 岡田　稔   個人正会員　         新潟市、新発田市

 指導員 渥美  聡孝 高浜町

 指導員 飯田　修 　個人正会員 八峰町、杵築市、岐阜市

 指導員 磯田　進   個人正会員　　　　　 高浜町

 指導員 池村　国弘   個人正会員 美郷町

 指導員 加賀　亮司 　東京生薬協会 八峰町、美郷町

 指導員 金井　澄雄   個人正会員
 指導員 金井　藤雄   個人正会員  
 指導員 川又　勝行   個人正会員　　　　　 岐阜市

 指導員 小谷　宗司   長野県製薬㈱        高浜町

 指導員 白瀧　義明 　個人正会員 新潟市

 指導員 芝野　真喜雄 美郷町

 指導員 末次　大作 　東京生薬協会 

 指導員 高橋　宏之   個人正会員 岐阜市

 指導員 田中　建次   東京生薬協会

 指導員 戸田　則明 岐阜市

 指導員 福田  達男   個人正会員 新潟市

 指導員 山上　勉   東京生薬協会        杵築市、八峰町

 指導員 和田　浩志   個人正会員 美郷町

7.創立70周年記念事業準備委員会(7名）  
氏 名    所　　属

  委員長 末次　大作 　東京生薬協会 

　委員 坪井　正樹　 　㈱龍角散　　　 【総務委員会】

　委員 池村　国弘   個人正会員　　　　　　　   【広報委員会】

　委員 加賀　亮司   東京生薬協会                【薬用植物園事業管理委員会】

  委員 小林  義典  　 北里大学東洋医学研究所 【薬用植物国内栽培委員会】

　委員 山内　盛 　個人正会員　                 【学術委員会】

  委員 山上　勉   東京生薬協会               【東京都薬用植物園】

事務局（3名）   E-mail：jimukyoku@tokyo-shoyaku.com

 専務理事 末次　大作 　東京生薬協会 

 事務局長 田中　建次 　東京生薬協会 

 事務局 原島　葉子 　東京生薬協会 

　個人正会員

　個人正会員

　個人正会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（委員長・副委員長以外は五十音順）

　イスクラ産業㈱

4.薬用植物園事業管理委員会（8名）　E-mail：jigyokanri@tokyo-shoyaku.com


