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冠省、 

 

日頃よりお世話になり、心より感謝申し上げます。 

 

保険薬局協会では、昨年度よりセルフメディケーションを支える 

電子お薬手帳の普及に努めてまいりました。 

 

昨年 5 月から各地で説明を開始したところ、短期間ながら多くの会員

企業において理解が進み、本年 4 月 1 日現在、同封しました資料に記

載があるように 240の薬局店舗で運用が開始されつつあり、本年度 

その数は急速に増大していくものと見込んでおります。また、この間

に行われた薬事法改正、調剤報酬改定等の内容にも対応するべくシス

テムの改修を進め、薬局現場、患者様に一層使いやすく利便性の高い

ものとしております 

 

これにより、厚生労働省医薬食品局が進める、「電子お薬手帳を 15000

の薬局が活用し、薬局が地域の健康情報拠点として機能させる」とい

う目標に貢献できるものと考えています。 

 

引き続き当会の活動にご理解いただくとともに、ご支援賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

草々 

 

保険薬局協会専務理事 

皆川 尚史 

平成 26年 4月 2 日 

 



1 厚生労働省 厚生労働大臣 田村　憲久 様

2 厚生労働省 厚生労働大臣 秘書官事務取扱 矢田貝　泰之 様

3 厚生労働省 厚生労働副大臣 佐藤　茂樹 様

4 厚生労働省 厚生労働副大臣 土屋　品子 様

5 厚生労働省 厚生労働大臣政務官 髙鳥　修一 様

6 厚生労働省 厚生労働大臣政務官 赤石　清美 様

7 厚生労働省 厚生労働審議官 榮畑　潤 様

8 厚生労働省 大臣官房長 二川　一男 様

9 厚生労働省 大臣官房 参事官（人事担当） 濱谷　浩樹 様

10 厚生労働省 医政局 医政局長 原　德壽 様

11 厚生労働省 医政局 大臣官房審議官（健康医療戦略、職業能力開発担当） 新原　浩明 様

12 厚生労働省 医政局　 総務課長 土生　栄二 様

13 厚生労働省 医政局　 総務課長補佐 本後　健 様

14 厚生労働省 医政局　 医療政策企画官 田中　耕太郎 様

15 厚生労働省 医政局　 保険医療技術調整官 山本　英紀 様

16 厚生労働省 医政局　 医療統括管理官 佐原　康之 様

17 厚生労働省 医政局 指導課長 梶尾　雅宏 様

18 厚生労働省 医政局 医師確保等地域医療対策室長 佐々木　昌弘 様

19 厚生労働省 医政局　 経済課長 城　克文 様

20 厚生労働省 医政局　経済課 医療機器政策室長 関野　秀人 様

21 厚生労働省 医政局　経済課 首席流通指導官 池元　伸孝 様

22 厚生労働省 医政局　経済課 流通指導官 阿部　雅信 様

23 厚生労働省 医政局　経済課 流通指導官 吉武　徹 様

24 厚生労働省 医政局　経済課 流通指導官 井上　智博 様

25 厚生労働省 医政局　経済課 後発医薬品使用促進専門官 増川　直樹 様

26 厚生労働省 医薬食品局 医薬食品局長 今別府　敏雄 様

27 厚生労働省 医薬食品局 大臣官房審議官（医薬担当） 成田　昌稔 様

28 厚生労働省 医薬食品局 官房総務課企画官（医薬品副作用被害対策室長併任） 須田　俊孝 様

29 厚生労働省 医薬食品局 官房総務課企画官（医薬情報室長併任） 中井　清人 様

30 厚生労働省 医薬食品局 総務課長 鎌田　光明 様

31 厚生労働省 医薬食品局 総務課長補佐 高木　有生 様

32 厚生労働省 医薬食品局 総務課長補佐 田中　大平 様

33 厚生労働省 医薬食品局 薬事企画官 尾崎　守正 様

34 厚生労働省 老健局 老健局長 原　勝則 様

35 厚生労働省 保険局 保険局長 木倉　敬之 様

36 厚生労働省 保険局 大臣官房審議官（医療保険、医政、医療・介護連携担当） 神田　裕二 様

37 厚生労働省 保険局 総務課長 大島　一博 様

38 厚生労働省 保険局 総務課長補佐 山下　譲 様

39 厚生労働省 保険局 保険システム高度化推進室長 佐久間　敦 様

40 厚生労働省 保険局 医療費適正化対策推進室長 安藤　公一 様

41 厚生労働省 保険局 保険課長 鳥井　陽一 様

42 厚生労働省 保険局 国民健康保険課長 中村　博治 様

43 厚生労働省 保険局 高齢者医療課長 横幕　章人 様

44 厚生労働省 保険局 医療課長 宇都宮　啓 様

45 厚生労働省 保険局 医療課長補佐 高宮　裕介 様

46 厚生労働省 保険局 医療課長補佐 井本　昌克 様

47 厚生労働省 保険局 官房総務課企画官（保険局併任） 佐々木　健 様

48 厚生労働省 保険局 薬剤管理官 近澤　和彦 様

49 厚生労働省 保険局 保険医療企画調査室長 竹林　経治 様

50 厚生労働省 政策統括官 政策統括官（社会保障担当） 唐澤　剛 様

51 厚生労働省 政策統括官 参事官（社会保障担当参事官室長併任） 福本　浩樹 様

52 厚生労働省 医薬食品局 官房総務課企画官（医薬品副作用被害対策室長併任） 須田　俊孝 様

53 内閣官房 内閣審議官（健康・医療戦略室） 中垣　英明 様

54 内閣官房 内閣審議官（社会保障改革担当室） 吉田　学 様

55 内閣官房 内閣府 参事官（社会システム担当） 鈴木　建一 様

厚生労働省配布リスト一覧


