令和３年度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３年度は28名の方を表彰しました。
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受賞者名

受賞理由

推薦団体

赤松 英雄

茅ヶ崎徳洲会病院に27年以上勤務し地域医療の尽力に努め、
茅ヶ崎支部
その実務実績は多大なる功績に値する。

岩村 正嗣

北里大学病院長として、COVID-19の蔓延に際し閉院となった
旧北里大学東病院を相模原病院協会と協働して神奈川モデル
重点医療機関として再稼働させ、旧東病院看護師寮を軽症者
相模原支部
の宿泊療養施設として相模原市に提供するなど、相模原医療
圏を中心とした新型コロナウイルス感染症対策に大きく貢献し
た。

遠藤 次正

神奈川県医薬品登録販売者協会県西支部の理事として協会
一般社団法人
の公衆衛生活動に率先して参加し、協会の実施する事業に意
神奈川県医薬品登録販売者協会
欲的に参加している。

及川 充

湘南平塚ビル管理協議会会長（2期）、副会長を歴任する等、
地域の公衆衛生の推進に多大な貢献をしている。

加来 めぐみ

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
公益社団法人神奈川県歯科医師会
普及・向上に大きく貢献している。

加藤 貴美子

横須賀市の母子保健福祉や感染症等の分野において、地域
に根差した活動を幅広く展開し、横須賀市のソーシャルキャピタ 横須賀支部
ルの醸成に寄与した。

北村 恵子

長年にわたり、学校給食を通して子供の健康と公衆衛生改善に
寄与し、また、地域のイベントにおいて公衆衛生の向上に寄与 公益社団法人神奈川県栄養士会
している。

久保田 充明

永きに亘り薬剤師として、誠実な人柄をもって薬業に精励すると
共に、地域はもとより、広く公衆衛生の向上に尽力している、そ 公益社団法人神奈川県薬剤師会
の功績は顕著である。

小森 文明

神奈川県調理師連合会の福利厚生委員として、活躍している。 一般社団法人神奈川県調理師連合会

境 敏秀

開業以来、医療行政、学校医・予防接種・各種健診・急患診療
大和支部
への協力等公衆衛生の保持・向上に貢献している。

佐久間 謙一

地域の各種関係機関と連携し、精神障害者の社会復帰と地域 一般社団法人
生活支援に尽力し地域の公衆衛生向上に貢献してきた。
神奈川県精神科病院協会

鈴木 宣子

行政保健師として、市民の健康の保持増進、親子の保健向上
公益社団法人川崎市看護協会
に係る施策立案や専門職の人材育成に尽力している

諏訪 和美

地域に密着した母子支援活動と、健全な事業運営、地域包括
公益社団法人神奈川県助産師会
支援に尽力している。

髙﨑 瑞恵

保健所等で公衆衛生活動に携わり、性犯罪・性暴力被害者支
神奈川県保健師協議会
援センターで被害者の相談支援に尽力している。

髙橋 茂

正しい医薬品の普及と健康づくりに努め、神奈川県医薬品配置
公益社団法人
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
神奈川県医薬品配置協会
献した。

武井 純一

永年にわたり組合活動に参加、副理事長・専務理事等を歴任し
組合及び業界発展に寄与した。また、温厚で年齢を問わず誰と 神奈川県歯科用品商協同組合
でも平等に接し組合員からの信頼が厚い。

平塚支部

受賞者名

受賞理由

推薦団体

田澤 裕二

33年余りの長きにわたり、地域の公衆衛生の向上に尽力する一
方、法人においては支部長、業務執行理事、代表理事等の重 公益社団法人神奈川県柔整復師会
職を歴任し、会員の資質向上に貢献した。

長澤 充城子

理学療法士として、長年にわたり臨床と地域医療支援活動等に
公益社団法人神奈川県理学療法士会
優れた功績を残している。

西川 利彦

（一社）神奈川県歯科技工士会、横浜市歯科技工士会の役職
一般社団法人神奈川県歯科技工士会
を歴任し歯科医療の向上に功績がある。

野崎 靖子

浄化槽に係る業務に長年にわたり精励し、社内業務効率化に
貢献し、公衆衛生の向上及び事業発展に功績をあげた。

長谷川 佐知

永年に亘り、助産師として地域の母子保健活動に尽力し、母子
鎌倉支部
ケアの質の向上に貢献している。

濱田 順爾

神奈川県放射線技師会など複数団体で、リーダー的役割を果
公益社団法人神奈川県放射線技師会
たして県民の公衆衛生向上に貢献している。

平田 美紀

看護師として患者の社会復帰に貢献した他、看護師の養成、入 社会福祉法人
院支援等多岐に渡り県内の公衆衛生に貢献した。
神奈川県総合リハビリテーション事業団

藤崎 誠

臨床検査業務に精励する傍ら、神奈川県臨床検査技師会の役 一般社団法人
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。 神奈川県臨床検査技師会

牧田 浩行

新型コロナウイルス感染症に対して神奈川県立足柄上病院病
院長として、入院治療を指揮した功績は大である。

足柄上支部

矢口 幹人

獣医師として多年にわたり、地域に密着し、豊富な経験とすぐ
れた知識により、公衆衛生の向上に貢献した。

川崎支部

栁川 秀史

厚木医師会の各種事業に永年にわたり従事し、地域医療の向
公益社団法人神奈川県医師会
上と公衆衛生事業の普及発展に多大なる尽力をしている。

山根 千穂

長きにわたり、保健師として地域保健、母子保健、感染症対策
公益社団法人神奈川県看護協会
等の業務に従事し、公衆衛生活動に尽力した。

小田原支部

神奈川県公衆衛生協会長表彰
岩村 正嗣

受賞者コメント

様
この度は大変名誉ある賞を受賞させていただく事になり、光栄に存じます。
2020 年早々より始まった新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対し、
私ども北里大学病院は相模原市の基幹病院として、地域の医療機関と協力し
ながら一丸となって対応してまいりました。
このような賞をいただけたことは、「高度医療の追及と地域医療への貢献」
を開院以来の運営方針としてきた私どもにとって、大変な名誉であり大きな
喜びです。

ご推薦いただいた相模原市病院協会をはじめ関係各位に心より感謝申し上げます。

遠藤 次正

様

この度は名誉ある表彰いただき誠にありがとうございました。
この期に今后、一層仕事にはげんでいきたいと思います。

及川 充

様

加来 めぐみ

様

この度は、会長表彰をいただき大変光栄に存じます。
改めて歯科保健の重要性を見直すと共に、今後も公衆衛生事業の発展に一層尽力する所存です。
誠にありがとうございました。

北村 恵子

様

この度は栄誉ある表彰をいただき、大変光栄に思うと同時に身の引き締まる思いでございます。
ご推薦くださった皆様をはじめ、共に活動してくださいました皆様に心より感謝申し上げます。
今後も管理栄養士として、県民の皆様が生涯健康で過ごすことができますよう食生活の面だけで
はなく、多くの職種の皆様と連携しサポートできるよう活動してまいりたいと存じます。本当にあ
りがとうございました。

境 敏秀

様

会長表彰を頂き身に余る光栄です。
有難うございました。

佐久間 謙一

様

この度は「神奈川県公衆衛生協会会長表彰」の表彰をして頂くこととなり誠にありがとうござい
ます。
今回、表彰いただけましたことは、とても栄誉のあることと感動しております。
これからも今回の表彰を心の糧として、初心を忘れず精進してまいります。
今後とも関係各位のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。

鈴木 宣子

様

この度は、名誉ある賞をいただき、光栄に存じます。
行政保健師として 32 年従事してまいりました。市民の健康づくりから始まり、近年は地震、台
風、感染症と公衆衛生の役割、その重要性を再認識したところです。先輩方や関係機関の皆様に支
えられて、ここまでやってこれたと思います。ありがとうございました。

諏訪 和美

様

武井 純一

様

歯科業界に携わって 30 年ほどになります。
多くの歯科医院の先生・歯科技工士さん・歯科衛生士さん等に関わらせて頂きました。
ただ商品を販売するのではなく、心の触れ合いが大切だと思っています。
今回このような表彰を頂き感謝致します。

田澤 裕二

様

長澤 充城子

様
この度は、名誉ある賞を頂戴し心より光栄に存じます。この表彰は私個人
の努力だけではなく、これまで私が理学療法士として県民の皆様に貢献でき
るように導き、そして支えてくださった「公益社団法人神奈川県理学療法士
会」の皆様、「社会福祉法人川崎市社会福祉事業団」の皆様のお陰であると
実感しています。今後も多くの方が健康で楽しみのある生活を続けられるよ
う、仕事に邁進して言いたいと思います。ありがとうございました。

野崎 靖子

様

このたび神奈川県公衆衛生協会長表彰をいただき誠にありがとうございます。思いもよらない表
彰にただ驚くばかりです。
コロナ禍、公衆衛生各分野においては大変な思いで御尽力いただいている方も多いかと思います。
御努力に感謝申し上げます。

濱田 順爾

様
今回、表彰いただきましたこと、とても栄誉のあることと感動しておりま
す。
私がこのように喜びを得ることができましたのも、これまで放射線診療に
携わって来られた多くの先輩方のご指導とよき同僚に恵まれたおかげだと思
っております。心から感謝を申し上げます。
この身が動く間は、今後も良き医療人でいる事を念頭に、”MEN FOR
OTHERS, WITH OTHERS”の精神で精進していきたいと思います。

平田 美紀

様

このたび、このような賞を頂けること大変感謝しております。
表彰を受けられたのは、言うまでもなく個人の力によるものではありません。
これからも、リハビリテーション看護の楽しさやうれしさを皆様に伝えていきたいと思っており
ます。
ありがとうございました。

藤崎 誠

様

この度は、栄えある神奈川県公衆衛生表彰を頂きましたこと、とても栄誉のあることと感動して
います。この栄誉は私個人の力ではなく、これまでに自分を指導し、育てて頂いた諸先輩方と、自
分を支え共に活動してきた仲間のお陰であると実感しております。まだまだ先の見通しづらい状況
ではありますが、県民の健康増進や未病へのアプローチを臨床検査技師としてできることが山のよ
うにあると思っております。多くの人たちにお力添えを頂きながら、神奈川県民の皆様がより健や
かな生活が送れるように邁進していきたいと思います。

牧田 浩行

様

この度は光栄な賞を頂き、心よりうれしく思っております。
県民の皆様の期待に添えますよう、これからも地域医療の推進に励んでまいります。
本当にありがとうございました。

栁川 秀史

様

山根 千穂

様

このたびは神奈川県公衆衛生協会長表彰を授与していただき、誠にありがとうございます。大変
栄誉のあることと感じると同時に、身の引き締まる思いです。何より、これまで多くの区民・市民
の皆さまに出会い、そしてご指導いただき、様々な面から成長させていただいたことに心から感謝
いたします。
今回ご推薦いただいた神奈川県看護協会での取組を通じて、県内の看護職の連携を図りながら、
県民の皆さまの健康に関わることができ、とても良い経験を積み重ねさせていただいております。
まだまだ未熟ではありますが、今後も川崎市の職員として、また公衆衛生分野の専門職の一人と
して、県民の皆さまの健康に貢献できるよう尽力していきたいと思っています。
このたびは本当にありがとうございました。

