
１　個人の部（１５３名）

(１)　医療関係功労者（５６名）

　 （ 医師・歯科医師・薬剤師 ）

（50音順/敬称略）

氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

赤塚　英則 三浦郡葉山町 医師 神奈川診療所

赤羽　重樹 横浜市港北区 医師 西神奈川ヘルスケアクリニック

浅井　俊弥 横浜市中区 医師 浅井皮膚科クリニック

朝倉　照雄 茅ヶ崎市 歯科医師 朝倉歯科医院

飯塚　典男 川崎市麻生区 医師 飯塚クリニック

石田　康男 横浜市緑区 医師 横浜旭中央総合病院

井上　瑞 三浦市 医師 みなみ湘南医院

井上　宜生 横須賀市 歯科医師 井上歯科医院

今村　豊 平塚市 歯科医師 今村歯科医院

岩﨑　仁彦 三浦郡葉山町 医師 葉山岩﨑内科クリニック

大木　昭子 横浜市瀬谷区 薬剤師 有限会社さつき台薬局

大久保　辰雄 横浜市戸塚区 医師 おおくぼ総合内科クリニック

小笹　貴夫 藤沢市 医師 おざさ医院

加藤　圭 横浜市西区 医師 武山加藤医院

加藤　茂之 相模原市中央区 歯科医師 加藤歯科医院

加藤　康人 平塚市 薬剤師 有限会社昭和薬局

鎌田　正広 横浜市青葉区 医師 医療法人社団友愛会　鎌田クリニック

上出　正之 厚木市 医師 厚木市立病院

喜古　康博 東京都町田市 薬剤師 藤沢市民病院

岸　忠宏 川崎市多摩区 医師 岸内科胃腸科医院

久代　裕史 横浜市港北区 医師 新横浜リハビリテーション病院

久保田　充明 横浜市瀬谷区 薬剤師 カワセ薬局本店

倉田　真衣 川崎市宮前区 医師
医療社団法人想真会　横浜みなとメディカルクリ
ニック

神前　泰希 横浜市磯子区 医師 大和さくらクリニック

知 事 表 彰
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氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

小杉　一弘 小田原市 医師 小杉産婦人科内科小児科クリニック

小竹　伊津子 藤沢市 医師 コタケ皮膚科医院

小林　好彦 横浜市栄区 歯科医師 －

佐々木　明德 川崎市幸区 医師 医療法人元德会　佐々木内科クリニック

佐藤　和義 東京都大田区 医師 医療法人社団佐藤内科医院

東海林　隆男 三浦郡葉山町 医師 三浦シーサイドクリニック

菅　泰博 横浜市青葉区 医師 医療法人社団総生会　麻生総合病院

関　英雄 伊勢原市 歯科医師 関歯科クリニック

髙柴　重幸 千葉県浦安市 歯科医師 髙柴歯科

髙梨  哲也 藤沢市 薬剤師 エルム薬局株式会社

高橋　正純 横浜市都筑区 医師 横浜市立市民病院

千葉　宏一 大和市 医師 高座渋谷内科外科クリニック

寺澤　孝興 横浜市鶴見区 歯科医師 リバーク歯科

外池　利夫 横浜市旭区 歯科医師 くぬぎ台歯科診療所

外山　基 厚木市 歯科医師 アミティ歯科

長堀　薫 横浜市磯子区 医師 横須賀共済病院

名古屋　孝夫 横浜市青葉区 医師
医療法人社団なごや会　なごや耳鼻咽喉科クリ
ニック

夏目　宗治 小田原市 歯科医師 なつめ歯科医院

野村　良彦 逗子市 医師 野村内科クリニック

馬場　淳臣 横浜市戸塚区 医師 日野病院

引地　信之 相模原市南区 薬剤師 ヒキチ薬局

平山　勝徳 鎌倉市 歯科医師 片瀬歯科医院

保崎　晃子 東京都杉並区 医師 塚本医院

細田　稔 大和市 医師 細田クリニック

松元　淳一 足柄上郡開成町 医師 松元医院

山内　由光 鎌倉市 歯科医師 山内歯科医院

山口　康夫 秦野市 医師 山口内科循環器科

山崎　真弘 足柄上郡大井町 薬剤師 くすのき薬局
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氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

吉澤　八千代 川崎市多摩区 薬剤師 花梨薬局

吉本　全 藤沢市 医師 にれファミリークリニック

米元　康蔵 相模原市南区 医師 なごみ皮ふ科

渡邊　みどり 東京都世田谷区 医師 医療法人社団晃進会　たま日吉台病院

(２)　医療関係功労者（４２名）

（50音順/敬称略）

氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

相川　浩一 大和市 理学療法士
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
ホームヘルスケア事業部

秋山　芳子 横浜市旭区 管理栄養士 医療法人いしかわ内科クリニック

池谷　和美 川崎市幸区 看護師 独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病院

石山　圭子 中郡大磯町 看護師 東海大学医学部付属大磯病院

伊藤　充代 横浜市金沢区 助産師 山本助産院

内山　祐一 高座郡寒川町 診療放射線技師 平塚共済病院

大久保　靖史 南足柄市 診療放射線技師 大内病院

往田　和章 川崎市中原区
はり師・きゅう師・あ
ん摩マッサージ指圧師 株式会社よもぎ屋ライフアンドヘルス

大谷　知広 横浜市港北区
臨床（衛生）検
査技師

独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病院

大西　淳也 逗子市 歯科技工士 大西デンタルラボラトリー

岡﨑　悦子
横浜市保土ケ谷
区

看護師 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

尾川　松義 横浜市磯子区 診療放射線技師 横浜市立大学附属病院

押田　好美 相模原市中央区 臨床検査技師 北里大学病院　臨床検査部

片山　俊行 横須賀市 歯科技工士 社会福祉法人鶴門会　横浜技術センター

木村　麻美子 三浦郡葉山町 管理栄養士 衣笠病院

小峰　美和子 三浦郡葉山町 歯科衛生士 藤沢市

西郷　千代子 小田原市 看護師 医療法人尽誠会　山近記念総合病院

斉藤　安司 小田原市
地方公務員（診
療放射線技師）

茅ヶ崎市立病院

島田　珠美 川崎市川崎区 看護師 川崎大師訪問看護ステーション

　    助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士・理学療法士・作業療法士

　  　診療放射線技師・臨床（衛生）検査技師・診療工学技士・栄養士（医療関係）

　    救急救命士等

　    あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・療術師・ケースワーカー
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氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

清水　慎司 海老名市
はり師・きゅう師・あ
ん摩マッサージ指圧師 有馬鍼灸温療院

髙木　政雄 秦野市 臨床工学技士 湘南藤沢徳洲会病院

髙橋　智美 伊勢原市 歯科衛生士 伊勢原市役所

田澤　俊二 横浜市中区 柔道整復師 戸部接骨院

田代　修士 愛甲郡愛川町 歯科技工士 株式会社アイディシー

土肥　淑江 相模原市南区 看護師 相模ヶ丘病院

名古　亜貴子 横須賀市 管理栄養士 介護老人保健施設　ハートケア湘南・芦名

西村　智子 藤沢市
地方公務員（看
護師）

茅ヶ崎市立病院

橋場　広史 平塚市 診療放射線技師 医療法人愛仁会　太田総合病院

長谷川　利希子 横浜市中区 管理栄養士 えいよう　とことこ

林　秀和 横須賀市 臨床検査技師 衣笠病院

樋口　美佳 横浜市瀬谷区
神奈川県立病院機
構職員（看護師）

神奈川県立精神医療センター

布施　明美 小田原市 助産師 堀病院

古見　田鶴子 藤沢市 看護師 藤沢御所見病院

本田　恵美 横浜市金沢区
神奈川県立病院機構職
員（臨床検査技師） 神奈川県立循環器呼吸器病センター

本舘　教子 川崎市多摩区 看護師 聖マリアンナ医科大学病院

森岡　深雪
横浜市保土ケ谷
区

看護師・感染管
理認定看護師

大船中央病院

栁川　政道
静岡県田方郡函
南町

はり師・きゅう師・あ
ん摩マッサージ指圧師 三快堂治療院

栁澤　裕美 川崎市幸区 助産師 オリーブ母子相談室

山田　直子 茅ヶ崎市
地方公務員（看
護師）

茅ヶ崎市立病院

横塚　政久 横浜市神奈川区
はり師・きゅう師・あ
ん摩マッサージ指圧師 横塚鍼灸治療院

渡邊　輝子 東京都品川区 看護師 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院

渡辺　美加子 厚木市 看護師 神奈川リハビリテーション病院
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(３)　医療関係功労者（３名）

   （ 事務等 ）

（50音順/敬称略）

氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

平野　春代 厚木市 医療事務職 黄金井形成外科小児科クリニック

峰松　弘久 横浜市鶴見区 医療事務職 医療法人誠医会　宮川病院

望月　稔之
横浜市保土ケ谷
区

医療事務職 医療法人尽誠会　山近記念総合病院

(４)　環境衛生関係功労者（１７名）

（50音順/敬称略）

氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

小林　雅樹 川崎市中原区 獣医師 小林獣医科医院

近藤　親弘 横浜市鶴見区 獣医師 ＫＯＮＤＯＨどうぶつ病院

齋田　一郎 中郡二宮町 理容師 理容サイダ

齋藤　隆 鎌倉市 獣医師 七里ガ浜ペットクリニック

佐藤　嘉作 相模原市中央区 理容師 理容サトウ

瀬戸　伸一 海老名市 美容師 トミ美容室

高橋　延幸
足柄下郡湯河原
町

宿泊施設関係者
（旅館営業）

旅館　魚判

髙橋　良一 川崎市多摩区
ペストコントー
ル従事者

株式会社宮下ビルサービス

田中　孝明 秦野市
ペストコントー
ル従事者

有限会社関東消毒

内藤　浩一
足柄下郡湯河原
町

理容師 モーラ理容館

中田　浩司 東京都多摩市 美容師 CUT House Milky Boy

林　昌邦 横浜市磯子区 公衆浴場業 大盛館

平井　壽治 横浜市港南区 浄化槽管理士 有限会社葉山衛生社

福井　正文 中郡二宮町 温泉事業関係者 藤田観光株式会社　箱根小涌園

藤崎　英介 横須賀市 美容師 パシフィック・ヘアー・カンパニー

矢嶋　信也 藤沢市 理容師 床信

山崎　敏彦 伊勢原市 理容師 Hair Salon Dia

　    ビル管理関係者・公衆浴場業関係者・興行業関係者等

　    消毒事業関係者・墓地管理関係者・野犬捕獲関係者・ペストコントロール関係者

　    獣医師・理容師・美容師・クリーニング師・水道事業関係者・温泉事業関係者
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(５)　食品衛生関係功労者（１９名）

（50音順/敬称略）

氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

飯島　敏雄 横須賀市 食品販売業 株式会社協同

石塚　克利 鎌倉市
宿泊施設関係者
（ホテル支配人）

鎌倉パークホテル

石原　和久 平塚市 飲食店営業 中華料理　弁慶

板橋　克也 足柄上郡中井町 食品製造業 マルハン食品株式会社

内田　武司 小田原市 飲食店営業 スナック喫茶　城山

奥山　政彦 相模原市緑区 飲食店営業 鳥久

北村　恵子 逗子市 管理栄養士
川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　南部学
校給食センター

金田　忠義 小田原市
ふぐ包丁師・飲
食店営業

酒肴 きん田

小林　英俊 川崎市中原区 飲食店営業 合資会社　升兼

菅沼　照武 相模原市南区 飲食店営業 有限会社割烹きよ寿し

鈴木　孝一 川崎市川崎区 調理師 日本そば店　寿々喜

鈴木　正昭 座間市 食品製造業 有限会社羽田製麺

鈴木　元次 綾瀬市 飲食店営業 すずらん

野崎　光宏 茅ヶ崎市 飲食店営業 たけのや

濵口　光男 藤沢市 飲食店営業 ハルミ食堂

槇野　秀樹 秦野市 飲食店営業 中華　秀一

満本　充 南足柄市 調理師 有限会社南足柄増田屋

山下　博也 川崎市宮前区 飲食店営業 株式会社ダイス

𠮷川　輝子 川崎市川崎区 飲食店営業 酒房　もあ

(６)　薬事関係功労者（２名）

　 （ 医薬品製造関係者・医薬品販売関係者等 ）

（50音順/敬称略）

氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

大草　貴之 鎌倉市 医薬品製造販売 大草薬品株式会社

川西　弘章 横浜市神奈川区
医薬品配置販売
業

山七薬品株式会社

　    栄養士（給食関係）・調理師・製菓衛生師・食品製造関係者

　    飲食店関係者・乳肉魚介類営業関係者等
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(７)　地域公衆衛生活動関係功労者（１４名）

　 （ 保健師・保健指導員・食生活改善推進員等 ）

（50音順/敬称略）

氏 名 住 所 職 種 等 勤 務 先

安達　修一 中郡二宮町
薬剤師（大学教
員）

相模女子大学短期大学部食物栄養学科

磯﨑　夫美子 小田原市
地方公務員（保
健師）

小田原保健福祉事務所

大澤　由香 秦野市
地方公務員（保
健師）

秦野市こども健康部健康づくり課

岡本　裕子 相模原市中央区 管理栄養士 シルバータウン相模原特別養護老人ホーム

上城　裕子 相模原市南区
食生活改善推進
員

－

菅野　美穂 横浜市戸塚区
地方公務員（保
健師）

横浜市健康福祉局健康安全課

関戸　晴子 茅ヶ崎市
地方公務員（臨
床検査技師）

神奈川県衛生研究所

瀬戸　晶子 横浜市港南区
地方公務員（保
健師）

横浜市中区役所こども家庭支援課

高宮　聖子 横浜市南区
地方公務員（保
健師）

平塚保健福祉事務所

鳥居　貴子 足柄上郡大井町
地方公務員（保
健師）

南足柄市役所

永井　知寿子 藤沢市
地方公務員（保
健師）

二宮町立百合が丘保育園

水谷　三枝子 横浜市旭区 保健活動推進員 －

山下　恵美子 横浜市栄区
食生活改善推進
員

－

湧上　直美 大和市
地方公務員（保
健師）

座間市健康部健康づくり課
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２　施設の部（５施設）

（50音順/敬称略）

所 在 地 業 種 等

綾瀬市 飲食店

大和市 美容所

藤沢市 美容所

茅ヶ崎市 飲食店

海老名市 飲食店有限会社靜華

施 設 名

イタリアンレストラン　バフェット

ＣａＭＩＥＵ

都食堂

ケイ美容室
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