
神谷まさゆきプロフィール 

○薬剤師 

〇本籍／愛知県 

○生年月日／1979 年 1 月 6 日（43 歳） 

〇星座／やぎ座 

○血液型／AB型 

〇趣味／音楽（ポップス）、読書 

〇家族／妻、子供 2 人 

◆学 歴 

 平成 9 年 3 月 桜丘高校卒業 

 平成 15 年 3 月 福山大学薬学部卒業 

◆職 歴 

 平成 15 年 4 月エーザイ㈱ 

平成 18 年 9 月ドラッグストアー・カミヤ 

◆団体役員歴 

平成 21 年／豊橋市薬理事  

平成 25 年／愛知県薬理事・県薬連盟総務  

平成 26 年／日薬連盟企画実行委員会委員  

平成 29 年／愛知県薬常務理事  

平成 30 年／日薬災害対策委員会委員  

 平成 30 年／豊橋青年会議所開発理事  

令和元年／豊橋市薬副会長 

令和 2 年／日薬連盟副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本薬剤師連盟組織内統一候補の神谷
かみや

まさゆきでございます。                 

私は、製薬メーカーの営業を経て、令和 2 年まで愛知県で薬

局経営をしておりましたが、現在は後輩に譲り組織内候補とし

ての活動に専念しております。これまで薬剤師会・連盟の役員

として様々な活動させて頂きました。学術大会では、実行委員

長を任せられたこともあり、病院薬剤師や大学教員などの異な

る環境の薬剤師と情報交換をするきっかけになりました。薬剤

師会がどのような活動をしているのか、どのような団体と連携

しているのか実際現場で触れてきました。日本薬剤師連盟にお

いては、平成 26 年より企画実行委員を 6 年間務めさせて頂き、

藤井基之先生、本田あきこ先生の参議院選挙に携わらせて頂き

ました。この 6 年間多くの薬剤師に連盟活動への関心を持って

もらうために取り組みました。その過程で法律や制度など薬剤

師を取り巻く環境や、薬業界にとって政治が重要であることを

強く感じました。 

令和元年本田あきこ先生が見事初当選を果たされ、日本薬剤

師連盟の悲願であった組織内議員の 2 名体制が整いました。し

かし、藤井基之先生が次期参議院選挙への不出馬を表明された

ことをきっかけに、政治家を目指すことにしました。 

 

新型コロナウイルス感染症を機に薬局・薬剤師・薬業界は更

なる変化を求められるでしょう。国民の命、健康、生活を守る

のは政治だということを痛感しました。 

私は、国民が健康で安心して生活ができる社会を創設したい

と考えております。災害等に強い医療・介護体制の整備、国民

皆保険制度の堅持と薬局経営の安定化、かかりつけ薬局・薬剤

師の定着、医薬品の開発・安定供給を訴えていきたいと思って

おります。 

 

より可能性に満ちた輝ける未来がこの国に訪れるように、そ

のためにも薬業に係る全ての方が一層活躍できる社会を目指し

て全力で取り組みます。皆様のご支援を賜りますよう一生懸命

活動して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

次期参議院選挙 

組 織 内 候 補  



  神谷神谷神谷神谷
か み や

まさゆき君まさゆき君まさゆき君まさゆき君
 

私たちは、日本薬剤師連盟の

ります。 

神谷まさゆき君は、製薬会社

れました。今回藤井基之参議院議員

神谷まさゆき君は、全国の都道府県薬剤師連盟

私たちの代表として、薬剤師

業界の未来を託したいと思います

                                                                                        

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、製薬メーカーの営業を経

な活動させて頂きました。学術大会

教員などの異なる環境の薬剤師と

薬剤師会の組織活動に関わることで
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り企画実行委員を 6 年間務めさせて

きました。この 6 年間多くの薬剤師

その過程で法律や制度など薬剤師

く感じました。昨年本田あきこ先生

制が整いました。しかし、藤井基之先生

けに、政治家を目指すことといたしました

国民皆保険制度の堅持と薬局経営

らせる災害に強い医療・介護体制

より可能性に満ちた輝ける未来

る社会を目指して全力で取り組みます
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○薬剤師  

○生年月日／

〇星座／やぎ座

〇趣味／音楽（ポップス）、読書

◆学 歴 

 平成 9年

 平成 15年

◆職 歴 

 平成 15年

平成 18 年

◆団体役員歴

平成 21 年／豊橋市薬理事

平成 25 年／愛知県薬理事・県薬連盟総務

平成 26 年／日薬

平成 29 年／愛知県薬常務理事

平成 30 年／日薬

 平成 30 年／豊橋青年会議所開発理事

令和元年／豊橋市薬副会長

令和 2年

まさゆき君まさゆき君まさゆき君まさゆき君を応援しよう！を応援しよう！を応援しよう！を応援しよう！

の組織内候補「神谷まさゆき」君を支援

製薬会社・薬局を経営され、また薬剤師会の様々

参議院議員の後任として国政への挑戦を決意

都道府県薬剤師連盟より選ばれた若手の

薬剤師の声を国政に届けて頂き、国民の健康

います。ご支援のほどよろしくお願いいたします

神奈川県薬剤師連盟

会

                                                                                            

 

                           

経て、愛知県内の薬局を経営し、薬剤師会

学術大会では実行委員長を任せられたこともあり

と情報交換をするきっかけになりました。

わることで、薬剤師会がどのような活動をしているのか

現場で触れてきました。日本薬剤師連盟においては

めさせて頂き、藤井基之先生、本田あきこ先生

薬剤師に連盟活動への関心を持ってもらうために

薬剤師を取り巻く環境や、薬業界にとって政治

先生が見事初当選を果たされ、悲願であった

藤井基之先生が次期参議院選挙への不出馬を表明

いたしました。 

薬局経営の安定化、かかりつけ薬局・薬剤師の

介護体制の整備を訴えていきたいと思っております

未来がこの国に訪れるように、そのためにも

みます。今後ともご支援のほどよろしくお

日本薬剤師連盟 副会長
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  〇本籍／愛知県 

○生年月日／1979 年 1 月 6日 

〇星座／やぎ座 ○血液型／AB 型 

〇趣味／音楽（ポップス）、読書 

 

年 3月 桜丘高校卒業 

年 3月 福山大学薬学部卒業 

 

年 4月エーザイ㈱ 

年 9月ドラッグストアー・カミヤ 

◆団体役員歴 

年／豊橋市薬理事  

年／愛知県薬理事・県薬連盟総務 

年／日薬連盟企画実行委員会委員 

年／愛知県薬常務理事  

年／日薬災害対策委員会委員  

年／豊橋青年会議所開発理事  

令和元年／豊橋市薬副会長 

年／日薬連盟副会長 

を応援しよう！を応援しよう！を応援しよう！を応援しよう！！！！！    

支援する活動を行ってお

様々な活動にも参加さ

決意されました。          

の有望な人材です。 

健康と薬剤師・薬局・薬

いいたします。 

神奈川県薬剤師連盟  

会 長  川田 哲  

 

薬剤師会・連盟役員として様々

せられたこともあり、病院薬剤師や大学

。日本薬剤師会や愛知県

をしているのか、どのような団
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先生の選挙に携わらせて頂

ってもらうために取り組みました。

政治が重要であることを強

であった組織内議員の 2 名体

表明されたことをきっか

の定着、国民が安心に暮

っております。 

そのためにも薬剤師が一層活躍でき

よろしくお願い申し上げます。 

副会長 神谷 まさゆき 
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○薬剤師 

〇本籍／愛知県 

○生年月日／1979年 1月 6日 

〇星座／やぎ座 

○血液型／AB型 

〇趣味／音楽（ポップス）、読書 

◆学 歴 

 平成 9年 3月 桜丘高校卒業 

 平成 15年 3月 福山大学薬学部卒業 

◆職 歴 

 平成 15年 4月エーザイ㈱ 

平成 18年 9月ドラッグストアー・カミヤ 

◆団体役員歴 

平成 21年／豊橋市薬理事  

平成 25年／愛知県薬理事・県薬連盟総務  

平成 26年／日薬連盟企画実行委員会委員  

平成 29年／愛知県薬常務理事  

平成 30年／日薬災害対策委員会委員  

 平成 30年／豊橋青年会議所開発理事  

令和元年／豊橋市薬副会長 

令和 2年／日薬連盟副会長 

 

 

 

 

 

 

『神谷
か み や

まさゆき』 です。 
薬剤師の代表として、薬剤師・薬業界の要望等を国政に反映        

する議員となることを目指している 

愛知県出身。福山大学卒業後、製薬会社（エーザイ）の営業を

経て、ドラッグストアー・カミヤを経営されていた    

薬剤師会・連盟役員として活動された。平成 26 年からは、日本

薬剤師連盟の企画実行委員を 6 年間務められ、藤井基之先

生、本田あきこ先生の選挙に携わり、法律や制度など薬剤師を

取り巻く環境や、薬業界にとって政治が重要であることを強く感じ

たという 

令和元年本田あきこ先生が当選を果たされ、組織内議員の  

2 名体制が整ったが、藤井基之先生が次期参議院選挙への不

出馬を表明されたことをきっかけに手を挙げられた    

現在は日本薬剤師連盟の副会長に就任され、経営されていた

会社を後輩に譲られ、背水の陣で活動されている 

    

 

薬剤師議員が必要な理由 〈薬剤師の仕事と政治の関係〉 

保険制度、薬剤師の仕事は法律によって決められていきます 

その法律・政策は国会で議論され決定されます 

我々の要望を政策・法律に反映できるのは専門家である薬剤師議員で

あるため、ひとりでも多い方がいい 

診療報酬では、医科・歯科・調剤で分け合っており、今回の配分比率

（医科：歯科：調剤 1：1.1：0.3）が守られたのは薬剤師議員の力が大き

かった 

2 人目の組織内議員を当選させた令和元年以降は、国会や自民党内

での人事において良い影響があり、厚生労働委員会・予算委員会など

の質問機会が多くなった 

万が一、組織内議員が少なくなると、薬局・薬剤師の声が届かなくなる 

薬剤師・薬業界・国民の健康を守るためには、我々薬剤師の組織代表

の国会議員が必要である 

    
日本日本日本日本薬剤師連盟が薬剤師連盟が薬剤師連盟が薬剤師連盟が、全国薬剤師連盟の中から選出した薬剤師の代表です。、全国薬剤師連盟の中から選出した薬剤師の代表です。、全国薬剤師連盟の中から選出した薬剤師の代表です。、全国薬剤師連盟の中から選出した薬剤師の代表です。    
組織の一員組織の一員組織の一員組織の一員としてとしてとしてとして支援支援支援支援し、し、し、し、自分たちの職業を守自分たちの職業を守自分たちの職業を守自分たちの職業を守りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。    

次期参議院選挙 

組 織 内 候 補 決 定 



 

 

 

 

 

 

神谷まさゆき君の応援をお願いします！ 

神谷まさゆき氏は、長年薬剤師議員としてご活躍された藤井もとゆき

先生の任期満了でのご勇退に伴い、日本薬剤師連盟の組織内統一候補と
して立ち上がりました。 

直前まで愛知県豊橋市で薬局を営み最前線の現場で活躍していた、私

たちと全く同じ立場の人物です。 

後継者が絶対に必要です！ 

～藤井もとゆき先生の業績～ 

☆薬学６年制の実現（平成 16年 学校教育法の改正） 

☆薬局を医療提供施設として位置付ける（平成 18年 医療法の改正） 

☆公平な医療費改定を取り戻す（平成 16年度以降、医科：調剤＝1:0.3） 

☆要指導医薬品の新設（平成 25年 薬事法の改正） 

☆薬剤師の義務として薬学的知見に基づく指導を明記（平成 25年 薬剤師法の改正） 

☆危険ドラッグ規制の強化（平成 25・26年 薬事法、薬機法の改正） 

☆製薬企業の総括製造販売責任者を薬剤師に限定（平成 14年 薬事法の改正） 

 

藤井先生の代表的な業績です。麻薬の薬局間譲受・譲渡や、在宅の現場での疑義照会

なども現場の声を国政に届けてくれた結果できるようになったものです。 

この業績を引き継ぎ、さらに輝かしい未来の薬業界を作っていくためには、薬剤師参

議院議員の２名体制堅持が必要不可欠です。 

 

無名の新人ですが、皆様の熱い応援を心よりお願い申し上げます。 

我々の力で、我々の代表を政治の場に送り込みましょう！ 


