神奈川県公衆衛生協会長表彰

受賞者名簿

神奈川県公衆衛生協会長表彰は、多年にわたり、公衆衛生に貢献された方に対してその功績を賞
するもので、令和２年度は 27 名の方を表彰しました。
50 音順

受賞者名

市野瀬 厚

今井 愛

薄井 信子

内山 純子
大澤 俊夫
奥橋 園子
金岩 清雄

國本 由紀子

小山 哲士

紺野 義彦
齋藤 憲尚

白川 守

受賞理由
市町村や企業等のニーズを踏まえた効果的な健
康づくりの活動をとおして、広く公衆衛生事業
の推進に貢献した。
藤沢市や横浜市において、食事と運動を通して
の肥満改善等の指導を継続し実績を上げてき
た。また、神奈川県栄養士会の栄養ケア・ステ
ーションの基盤整備に携わり、特定保健指導の
基盤作りに尽力した。
多年にわたり、地域における乳幼児期から学童
期を中心とした歯科保健活動に携わり、現在は
それに加え成人及び高齢者の介護予防に向けて
の訪問診療、保健指導など社会的弱者を対象と
した歯科保健の普及向上に大きく貢献してい
る。
長年に渡り保健所業務や看護教育に携わり、４
回の災害地派遣やかながわ保健指導モデル事業
に貢献した。
多年にわたり食を扱う責務として、日々食品衛
生管理に留意している。また、会の調理師の資
質向上と会員増強に尽力している。
各種の歯科保健事業に積極的に携わり、歯科公
衆衛生思想の普及・向上に大きく貢献してい
る。
神奈川県放射線技師会の理事として渉外委員会
の委員長を務め、県内の各健康イベントにおい
て神奈川県民の公衆衛生に貢献している。
横須賀市の難病、高齢者及び児童の保健福祉分
野において、地域に根差した活動を幅広く展開
するとともに、本市のソーシャルキャピタルの
醸成に寄与した。
県北支部の支部長として協会の公衆衛生活動に
率先して参加し、地域の公衆衛生の向上に貢献
している。また、理事として協会の事業に意欲
的に参加し、会員の知識普及、保健衛生向上に
貢献している。
横浜市旭区内の各種関係機関と協力し、精神障
碍者の社会復帰・地域生活支援に従事してきた
功績は多大である。
信念が強く会員のリーダー的存在で、地域医療
及び口腔衛生活動など幅広く活躍し、公衆衛生
事業に貢献している。
会の初期の段階から事務局担当理事として役員
を歴任し、長年にわたり理学療法士として臨
床、教育およびスポーツ医学支援活動等に優れ
た功績を残してきた。

推薦団体
公益財団法人
かながわ健康財団
公益社団法人
神奈川県栄養士会

特定非営利活動法人
神奈川県歯科衛生士会

神奈川県保健師協議会

一般社団法人
神奈川県調理師連合会
公益社団法人
神奈川県歯科医師会
公益社団法人
神奈川県放射線技師会
横須賀支部

一般社団法人
神奈川県医薬品登録販売者協
会

一般社団法人
神奈川県精神科病院協会
大和支部

公益社団法人
神奈川県理学療法士会
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受賞者名

芹澤 昭彦

髙橋 良二

田中 栄蔵
谷口 陽子
田村 英樹
角田 浩
永井 麻由美
福嶋 仁
松本 俊夫
松本 美由紀
水嶋 一耀

三角 隆彦

森内 幸美

山本 洋一
吉川 栄智

受賞理由
臨床検査業務に精励する傍ら、当会の役員とし
て各種公益事業に参加し、公衆衛生の向上に貢
献した。
永きに亘り、薬の正しい使い方等の普及啓発活
動に努め、薬事を通じて県民の厚生福祉に尽力
し、公衆衛生の向上と地域社会の発展に寄与し
ている。
正しい医薬品の普及と健康づくりに努め、当協
会実施の公衆衛生活動に従事し県民の保健衛生
向上に貢献した。
急性期医療を担っている北里大学病院におい
て、主に看護職の教育に尽力し、看護の質向上
に貢献した。
委員、理事等の役員を歴任し、災害医療、病院
勤務薬剤師の資質向上、県民の公衆衛生思想の
普及啓発に寄与してきた。
職務に対する熱意は旺盛で他の模範とするとこ
ろであり、38 年以上の長きにわたり地域の公衆
衛生に貢献してきた。
行政施策の流れやニーズに沿った健康課題に取
組むと共に、職員同士の連携に尽力し、行政サ
ービスの向上に努めた。
薬剤師として多年にわたり川崎市民の健康保持
や健康増進に寄与し、地域における公衆衛生の
向上に貢献した。
温泉観光地の重要資源である温泉の保護と適正
な利用に貢献し、箱根町における温泉の安定供
給に尽力した。
地域保健支援センター・生活困窮等の福祉の分
野で、県民の健康維持や自立した生活の支援に
尽力した。
平塚地区食品衛生協会として、食品衛生思想の
普及啓発や公衆衛生思想の普及向上に貢献して
いる。
多年に渡り横浜地区の中核病院の院長として役
割を果たし、神奈川県病院協会の常任理事とし
ても、公衆衛生と病院医療の向上に寄与する事
業に取組み、地域医療の充実と県民の健康増進
に貢献した。
地域の母子保健に関する多くの相談事業を実施
してきた。また、会の理事として、助産師の研
修の企画・立案・実施に携わり、助産師の資質
向上に貢献した。
神奈川県歯科技工士会や横浜市歯科技工士会の
役職を歴任し、会の業務に精通しており、歯科
医療の向上や社会貢献に寄与してきた。
長きに亘り神奈川県柔道整復療養費審査委員を
務め、保険取扱いの適正化、会員の資質向上に
大いに貢献した。

推薦団体
一般社団法人
神奈川県臨床検査技師会
公益社団法人
神奈川県薬剤師会

公益社団法人
神奈川県医薬品配置協会
相模原支部

公益社団法人
神奈川県病院薬剤師会
公益社団法人
神奈川県医師会
公益社団法人
川崎市看護協会
川崎支部

小田原支部

公益社団法人
神奈川県看護協会
平塚支部

公益社団法人
神奈川県病院協会

公益社団法人
神奈川県助産師会

一般社団法人
神奈川県歯科技工士会
公益社団法人
神奈川県柔道整復師会
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市野瀬 厚

受賞者コメント

様

この度は、神奈川県公衆衛生協会長表彰を頂きましたこと、とても栄誉のあることと感謝してお
ります。
この栄誉は、私個人の力ではなく、これまで活動する場を与えて頂いた県民の皆様を始め、支え
て頂いた職場の皆様のお陰であると実感しております。
今後も感謝の心を忘れることなく、健康づくり実践活動に向け精進を重ねて参ります。有難うご
ざいました。

今井 愛

様

この度は栄誉ある賞を表彰して頂き心から御礼申し上げます。
一人でも多くの人が安心して健康的な生活を送れるように、管理栄養士として貢献していきたいと
思っております。

奥橋 園子

様
ありがとうございます。神奈川県歯科医師会の広報として神奈川テレビで２
年間にわたりお口の健康の大切さについて話したり、オーラルフレイルの啓蒙
に努めてまいりました。
又、医療管理委員として感染対策にも取り組んできました。

金岩 清雄

様
この度は栄誉ある表彰を頂き大変嬉しく感じております。
神奈川県放射線技師会として各地域技師会と協力しながら、県内の各市町村
での健康イベント等にブースを出展し、県民の健康増進や放射線に関する啓発
活動を行っています。
今後も放射線の専門家として正しい知識を県民の方にお伝えするとともに、
安心して検査を受けていただくために活動を行いたいと思います。ありがとう
ございました。

國本 由紀子

様

この度は、身に余る賞を頂戴し光栄に思います。
多くの先輩方や仲間に助けてもらいながら大好きな保健師という仕事を続けることができ、今日
があると思います。住民も含め、これまでのすべての出会いに感謝申し上げます。この受賞を励み
に、今後も、健康問題の予防に関わっていくことができれば幸せです。ありがとうございました。

小山 哲士

様

この度は、神奈川県公衆衛生協会長表彰という、名誉ある賞を頂戴し、嬉しく光栄に思います。
店舗販売業の開店以来、公衆衛生の向上、お客様の健康のために良い成果が生まれるように導いて
くださった、多くの先輩方のお陰であると、身に染みて感じております。
今後とも、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
神奈川県公衆衛生学会誌

第66号

紺野 義彦

様

昭和 56 年に社会に出て、爾来一貫してこの世界に身を置いて参りましたが、人様に認められる
ことなどまるで念頭になく、目の前にある使命をただひたすら地道に果たして参りました。
今回こうして身に余る賞を賜りました事はまったく望外でありむしろ戸惑うばかりですが、もっ
と精進せよとのお達しだと捉えて、さらなる研鑽を積みたいと存じます。誠に有難うございました。

芹澤 昭彦

様
この度は、神奈川県公衆衛生表彰を賜り光栄に存じます。ご推薦ならびに選考
いただきました皆様、今までの活動に理解とご協力いただきました皆様と神奈
川県臨床検査技師会に深く感謝申し上げます。今回の表彰に関しては、臨床検
査技師として技師会を通じ取り組んできたことを評価していただき大変嬉しく
思っております。現在、新型コロナウイルスによる影響で、国民の皆様やわた
くしが務める医療業界においても大変厳しい状況が続いておりますが、今回の
表彰を励みに、さらに国民や神奈川県民の皆様の医療に貢献できるようさらな
る努力をしていく所存です。この度は本当に有難う御座いました。

谷口 陽子

様

この度は、身に余る賞をいただき誠にありがとうございます。
ただ 35 年、好きな看護を続けてきたことが認められ、大変嬉しく思っております。これを励み
に一層、がんばりたいと思います。

田村 英樹

様
受賞を機に、より一層の努力を行い、県民の皆様の為になるように努めてま
いります。

水嶋 一耀

様

以前、ネットに掲載されていた情報で、アメリカの年間食中毒死亡者数が
5,000 人というデータを見て驚いたことがありました。最近、3,000 人に修正
されましたが、それでもとてもおおざっぱな数で、日本のように下一桁まで把
握できていないようです。これは、彼の国の公衆衛生観念の低さにつながって
いるのではないか、と。逆に、日本では、ゼロの年もありますし、多くてもい
いとこ一桁といったところですから、これはそのまま公衆衛生に対する意識の
高さにつながっているのではないか、と考えています。
５００店の飲食業者が加盟する平塚市料理飲食業組合連合会の会長を私は仰
せつかっていますが、特に食品衛生に関する点でも責任ある立場であるという自覚を持ってはいま
す。日本の公衆衛生の優れたレベルを維持しているのは、関係する行政の管理や一般市民の方々の
意識が、その背景にあると思われます。これはコロナ対策においても欧米との比較の中で明確に表
れていますが、土壌に公衆衛生観念という要素が存在しているからであろうと思われます。しかし、
これで十分ということはないわけです。もっと向上できる余地は残っているはずで、食中毒死亡者
ゼロを目指す努力を続けたいと思っています。
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三角 隆彦

様

この度は大変名誉ある表彰を賜りありがとうございます。これまで医療現場で行ってきたことを
改めて認めて頂けたと感謝しております。また私個人だけでなく病院職員や支えてくれた皆様の業
績を含めた表彰だと思っております。
これからもこの表彰に恥じることのないよう、より真摯に業務にあたってまいります。

森内 幸美

様

この度は、神奈川県公衆衛生協会長表彰を賜りありがとうございます。
公益社団法人神奈川県助産師会の一員として、地域母子保健に従事して参りました。今後とも母
子保健活動に力を尽くしたいと思います。

吉川 栄智

様

今回の神奈川県公衆衛生協会長表彰の栄誉を授けられましたのも、多くの関係者と地域の皆様方
のご支援とご指導のおかげと存じ、深く感謝申し上げます。私は、川崎市で接骨院を開業して 27
年が経過し、地域住民の皆様の健康のため、日常の施術や居宅介護支援、スポーツ外傷等の研究に
取り組んで参りましたが、図らずも、今回、これらの取組をこのような形で評価していただき、栄
えある授賞を賜りましたことはこの上ない喜びであります。今回の栄誉を励みとし、これからもな
お一層の研鑽を重ね、それぞれの活動に引き続き精進して参りたいと存じます。
今後とも、一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
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