
設立5周年記念 《団体》 東洋工業株式会社

(昭和49年度) 有限会社坂井紙管製作所

広島断酒ふたば会

設立10周年記念 《個人》 花神　すま子　　甲奴町民生委員

(昭和54年度) 森川　春女　　　神石郡三和町職親

村上　清吉　　　さざなみ会会長

横路　百々作　　海田家族会副会長

熊野　久夫　　　広島県断酒連合会会長

《団体》 因島市

日本基準寝具株式会社

昭和55年度　 《個人》 卯山　義務　　　ともえ家族会会長

《団体》 呉市精神科医会

海田保健所管内精神障害者家族会　海田家族会

呉みどり断酒会

因島保健所

昭和56年度　 《個人》 松田　鎮雄　　　広島県精神病院協会会長

中本　とし子　　東部断酒会役員

伊藤　ナツエ　　広島市精神障害者家族連合会会長

《団体》 三原断酒友の会

備南断酒新生会

地域精神障害者家族会　八起会

昭和57年度　 《個人》 末本　晴美　　　三次保健所管内職親

高路　テル子　　呉みどり断酒会役員

黒瀬　ヒデ子　　広島県精神障害者家族連合会理事

《団体》 甲山町

広島市精神科医会

尾道断酒うず潮会

昭和58年度　 《個人》 筧中　郁雄　　　呉みどり断酒会会長

中本　太郎　　　府中保健所管内職親

《団体》 備後断酒友の会

有限会社　力石木工所

昭和59年度　 《個人》 堤　幸子　　　　元東広島保健所予防課長

永井　太郎　　　医療法人（社団）大慈会三原病院院長

寺岡　光子　　　医療法人（社団）緑風会長尾病院総婦長

中村　正夫　　　広島県断酒会連合会副会長

《団体》 西日本リネンサプライ株式会社

協会長表彰被表彰者一覧（敬称略）



桝本木工株式会社

竹原保健所管内精神障害者家族会　竹水会

福山断酒友の会

合田木工有限会社

昭和60年度　 《個人》 馬屋原　大輔　　医療法人（社団）緑誠会馬屋原病院理事長

天本　毅　　　　天本病院院長

佐藤　東　　　　広島県精神障害者家族連合会理事

沼田　五月　　　広島県精神障害者家族連合会副会長

北浦　泰三　　　広島県断酒連合会副会長

岡森　和昭　　　東広島保健所管内職親

吉川　繁美　　　ともえ家族会会長

田森　朝子　　　ともえ家族会役員

檜山　謙二　　　医療法人（社団）恵愛会安佐病院理事長

児玉　昌幸　　　医療法人（社団）仁和会児玉病院理事長

《団体》 福山みずほ断酒会

廿日市保健所管内精神障害者家族会　一進会

尾道地区精神障害者家族会　玉の浦家族会

昭和61年度　 《個人》 石井　宏　　　　東広島保健所社会復帰訓練事業講師

梶川　栄三　　　竹水会副会長

藤井　貞利　　　広島県精神障害者家族連合会会長

木村　進　　　　木村神経科内科クリニック院長

日域　昭三　　　日域医院院長

浅田　成也　　　浅田病院院長

赤松　和彦　　　赤松神経科内科医院院長

日高　靖彦　　　日高神経科内科医院院長

岩佐　艶子　　　広島県精神障害者家族連合会理事

入沢　卓　　　　呉みどり断酒会会長

《団体》 広島県PSW協会

福山断酒会

昭和62年度　 《個人》 西村　利次　　　医療法人（社団）恵宣会竹原病院理事長

十河　勝正　　　十河神経科内科医院院長

河村　隆弘　　　河村クリニック院長

島崎　朗　　　　医療法人（社団）静寿会西条精神病院理事長

門脇　博三　　　竹水会会長

高垣　等　　　　玉の浦家族会会長

柳井　芳子　　　バラ会副会長

石川　高土　　　広島県断酒会連合会副会長

堀田　邦治　　　株式会社堀田木工所取締役社長

平野　美汐　　　社会福祉法人広島厚生事業協会広島静養院PSW

福島　和子　　　府中保健所主任

《団体》 医療法人（社団）大慈会三原病院

府中保健所管内精神障害者家族会　油木家族会

国立療養所賀茂病院患者家族会　まつかぜ会



大竹断酒新生会

広島県老人呆けの人を支える家族の会

昭和63年度　 《個人》 高畑　長吉　　　高畑医院院長

津久江　一郎　   医療法人（社団）瀬野川病院理事長

佐々木　誠　　   佐々木病院院長

長尾　澄夫　　　呉みどりヶ丘病院院長

増田　文枝　　　比治山病院院長

浅海　理恵　　　医療法人（社団）緑風会長尾病院PSW

宮地　繁雄　　　因島さざなみ会会長

荒川　幸一　　　西城町国民健康保険西城病院家族会会長

筒井　守　　　　前尾道断酒うず潮会会長

三宅　義人　　　広島断酒ふたば会会長

大下　貢　　　　川尻町民生児童委員協議会総務

《団体》 公立上下湯ケ丘病院患者家族会

庄原断酒会

広島市精神障害者家族連合会

平成元年度　 《個人》 谷本　康子　　　医療法人（社団）仁康会小泉病院理事長

大林　貞子　　　医療法人（社団）大林会福山仁風荘病院理事長

中村　英雄　　　中村病院院長

尾方　勢津子　   医療法人（社団）あさだ会浅田病院PSW

小川　悦子　　　前バラ会会長

平岡　篤夫　　　ともえ家族会会長

田淵　精三　　　一進会会長

浜本　茂次郎　   のぎく会会長

須田　一郎　　　広島県断酒会連合会副会長

藤川　幸雄　　　芸南断酒会事務局長

《団体》 広島市中保健所管内精神障害者家族会　鯉城会

広島市安佐北保健所管内精神障害者家族会　あゆみ会

三次断酒会

大柿町民生委員・児童委員協議会

平成２年度　 《個人》 佐々木　敏弼　　佐々木医院院長

森田　博方　　　森田神経科内科医院院長

天本　貴　　　　天本病院副院長

佐藤　恒男　　　医療法人（社団）更生会草津病院理事長

西小原　信之　　広島県断酒会連合会副会長

山根　多賀資　　広島県断酒会連合会常任理事

槇尾　静馬　　　友和家族会会長

大橋　英雄　　　広島県精神障害者家族連合会幹事

北山　歩　　　　元一進会会長

川辺　伸子　　　医療法人（社団）大慈会三原病院PSW

《団体》 府中断酒会

佐伯断酒会

府中・新一地区精神障害者家族会　さつき会



平成３年度　 《個人》 馬屋原　荘六　　医療法人（社団）若葉会蔵王病院理事長

枝松　一安　　　枝松医院院長

松岡　征夫　　　広島第一病院院長

曽根　喬　　　　医療法人（社団）恵宣会竹原病院院長

松島　フジエ　   医療法人（社団）新和会三次病院看護婦長

大下　布佐子　　元海田家族会会長

半田　晶彦　　　バラ会会長

板倉　源吉　　　庄原断酒会会長

久保　正康　　　大垣町社会福祉協議会理事

横山　千代子　　元油木町保健婦

《団体》 賀茂・東広島地区精神障害者家族会　あけぼの会

尾道地区老人呆けの人を支える家族の会

平成４年度　 《個人》 西本　順次郎　　医療法人（社団）西本会理事長

浅田　清子　　　医療法人（社団）あさだ会浅田病院理事長

野村　昭太郎　　廿日市野村病院院長

下永　和洋　　　医療法人（社団）永和会下永病院理事長

本井　春男　　　ひまわり会会長

脇　  思郎　　　 大竹断酒新生会会長

浜田　虎雄　　　みつわ会会長

田辺　哲郎　　　前朋友家族会会長

横山　トモエ　　くみ木作業所指導員

礒亀　サツエ　   大柿町社会福祉協議会監事

桒田　孝子　　　福山痴呆性老人を支える家族の会顧問

《団体》 広島断酒ふたば会婦人部

有限会社　巴紙工

広島市東保健所管内精神障害者家族会　東家族会

広島市佐伯保健所管内精神障害者家族会　ほほえみ家族会

賀茂台地断酒会

平成５年度　 《個人》 井上　武司　　　社会福祉法人広島厚生事業協会広島静養院副院長

越後　敬　　　　医療法人（社団）新和会三次病院院長

宇田　誠之　　　福山断酒新生会顧問

山本　豊子　　　みどり会会長

村上　昭　　　　広島県老人呆けの人を支える家族の会世話人代表

伊藤　百枝　　　一進会役員

金子　文夫　　　有限会社ホームドライアサヒ会長

《団体》 三次保健所管内精神障害者家族会　ともえ家族会

府中保健所管内三和町精神障害者家族会　むつみ会

加計老人呆けの人を支える家族の会

芸南断酒会

呉保健所管内精神障害者家族会　くらはし家族会

株式会社　ニチマン

大柿保健所管内精神障害者家族会　江能地区家族会



平成６年度　 《個人》 長尾　邦雄　　　医療法人（社団）緑風会長尾病院理事長

村田　穣也　　　村田クリ二ック院長

石井　知行　　　医療法人（社団）知仁会大竹新生病院理事長

神人　勉　　　　医療法人（社団）えとむ会神人クリニック院長

盛山　輝明　　　大竹断酒新生会副会長

高路　忠文　　　呉みどり断酒会副会長

神田　幸三　　　高田家族会理事

四国　五郎　　　広島市精神保健指導センター講師

吉国　清子　　　共同住居運営委員

《団体》 府中保健所管内神石町精神障害者家族会　小鳩会

中区老人呆けの人を支える家族の会

呉保健所大柿支所管内精神障害者作業所　あおぞら作業所

平成７年度　 《個人》 末丸　鈜三　　　福山友愛病院院長

岡田　正範　　　立町クリニック院長

田中　政直　　　広島県断酒会連合会副会長

小田　良景　　　山県郡西部精神障害者家族会副会長

蔵田　美智子　　賀茂・東広島地区精神障害者家族会会長

藤田　京子　　　広島市精神保健指導センター講師

養祖　千代人　　精神障害者作業所ひまわりの家指導員

《団体》 地域精神障障害者家族会　ひまわり会

地域精神障障害者家族会　小菊の会

地域精神障障害者家族会　みどり会

福山地区老人呆けの人を支える家族の会

東区お年寄りを介護している家族の会

共同作業所　かざぐるま舎

平成８年度　 《個人》 児玉　久　　　　医療法人（社団）仁和会児玉病院院長

瀬川　芳久　　　千代田病院院長

増田　勝幸　　　比治山病院副院長

熊谷　康徳　　　福山みずほ断酒会会長

重松　梢　　　　広島市精神保健福祉センター講師

福田　俊彦　　　賀茂台地断酒会会長

山城戸　芳行　　広島断酒ふたば会山県郡支部長

義村　美恵子　　アイビ一作業所指導員

《団体》 共同作業所　ショップひまわり

西区お年寄りを支える家族の会

広島市安佐南区精神障害者家族会　のぞみ家族会

共同作業所　東作業所

南区お年寄りの介護をしている家族の会

平成９年度　 《個人》 田口　冠藏　　　医療法人（社団）仁康会小泉病院院長

森川　龍一　　　医療法人（社団）和恒会ふたば病院理事長

中山　純維　　　中山神経内科クリニック院長

壇上　昇　　　　府中断酒会会長

池下　英行　　　庄原断酒会会長



米田　照子　　　廿日市地区精神障害者家族会一進会補佐

大谷  ウタ子　　 江能地区精神障害者家族会前会長

三好　フミコ　　三原地区痴呆性老人を支える家族の会世話人

寺田　朱美　　　甲奴郡あらくさ共同作業所所長

森田　初恵　　　広島県立総合精神保健福祉センター講師

鎌田　悊　　　　広島県立総合精神保健福祉センター講師

石田　洋子　　　広島県立総合精神保健福祉センター講師

海藤　みち子　   医療法人(社団)緑誠会光の丘病院PSW

児玉　フジヱ　   社会福祉法人のぞみ会理事長

《団体》 共同作業所　ともえ三次工房

共同作業所　仲よし共同作業所

山県西福祉作業所　クローバータウン

呉地区精神障害者家族会　つばき会

三原地区精神障害者家族会　三保会

府中地区精神障害者家族会　もみじ会

広島市安芸区精神障害者家族会　あきの会

広島市安芸区老人呆けの人を支える家族の会

社会福祉法人三原社会福祉協議会

平成10年度　 《個人》 石井　和彦　　　医療法人（社団）翠和会養神館病院理事長

清川　育男　　　清川神経科内科クリニック院長

中村　忠　　　　広島断酒ふたば会吉田支部長

川重　文人　　　三原断酒友の会会長

重政　正明　　　医療法人（社団）大林会福山仁風荘病院PSW

《団体》 呉みどり断酒会家族会

因島市精神障害者家族会　さざ波会

呉地区老人呆けの人を支える家族の会

三次老人呆けの人を支える家族の会

すみれ工房

ほほえみ作業所

ウイング

社会福祉法人瀬戸田町社会福祉協議会

平成11年度　 《個人》 藤原　宏　　　　(財)全国精神障害者家族連合会常務理事

宮野　積　　　　呉みどり断酒会副会長

安原　勝志　　　福山断酒友の会会長

金山　繁樹　　　精神障害者小規模作業所　オレンジ作業所長

西田　正佾　　　ソーシャルクラブ講師

喜種　保男　　　デイケアプログラム講師

井上　スミエ　　日本精神科看護協会広島県支部前支部長

《団体》 上下町精神障害者家族会「みのり会」

安佐北区ひまわり家族会（安佐北区老人呆けの人を支える家族の会）

若竹作業所（在宅精神障害者共同作業所）

アンダンテのぞみ（在宅精神障害者共同作業所）

中山女性会（精神保健ボランティア団体）

社会福祉法人　沼隈町社会福祉協議会



社会福祉法人　三次市社会福祉協議会

平成12年度　 《個人》 湯谷　靖則　　　尾道断酒うず潮会会長

島　　雅彦　　　島神経科内科クリニック院長

村上　由美　　　備後断酒友の会会長

村上　克登　　　福山市精神障害者家族会副会長

《団体》 医療法人（社団）　二山会

三良坂町社会福祉協議会

有限会社　大丸日本料理場

呉東地区お年寄りを支える家族の会

みどり作業所

精神障害者小規模作業所　わかば作業所

湯来町お年寄りを支える家族の会「いきぬき会・ともしび会」

平成13年度　 《個人》 大谷　順子　　　三原地区痴呆性老人を支える家族の会世話人代表

高橋　源吾　　　高橋プレス・府中市議会議員

細川　静枝　　　福山地区老人呆けの人を支える家族の会世話人代表

山口　光男　　　広島県断酒会連合会副会長

山中　祐介　　　神経内科山中クリニック院長

横藤田  久夫　　 福屋クリーニング代表取締役

《団体》 安佐南在宅看護職の会

安佐南区呆け老人を支える家族の会

株式会社　山下金属工芸

共同作業所　カープクラブ

共同作業所　やっさ工房

佐伯区痴呆性老人を支える家族の会

社会福祉法人　福山市社会福祉協議会

精神保健ボランティア　コスモス会

ハート作業所

有限会社　ヒロセー

平成14年度　 《個人》 小田　尊之　　　小田クリニック院長

尾上　栄　　　　デイケアプログラム講師

梶山　多鶴子　　府中新市地区精神障害者家族会世話人代表

兼定　一枝　　　ソーシャルクラブ講師

小林　幹夫　　　前広島県精神医学ソーシャルワーカー協会会長

宮越　純子　　　日本精神科看護技術協会政策委員

《団体》 安佐南区祇園女性会

江田島町民生委員・児童委員協議会

大野町痴呆性老人を支える家族の会

山東ひまわり家族会

瀬戸田町精神障害者家族会（ひまわり会）

平成15年度　 《個人》 岡崎　貞子　　　ハート作業所指導員

岡藤　月江　　　千代田病院看護師

直田　八千代　　アイビー作業所指導員



高下　蓮美　　　日本精神科看護技術協会広島県支部事務局長

《団体》 若椿作業所

精神保健福祉ボランティア　ふれあいの会

精神保健福祉ボランティアグループ　らいふ

共同作業所　パンダハウス

平成16年度　 《個人》 松田　文雄　　　松田病院院長

伊関　勝彦　　　伊関神経科クリニック院長

藤田　康信　　　袋町クリニック院長

田辺　綾子　　　精神保健福祉ボランティア

藤井　あ津子　　日本精神科看護技術協会広島県支部看護師

奥田　一三　　　精神保健福祉ボランティア

《団体》 株式会社フジ　フジグラン安芸

精神保健ボランティアの会　

社会福祉法人庄原市社会福祉協議会　　　　　　　　　　

廿日市市痴呆老人を支える家族の会

ボランティアグループ　つくしの会

　　　　　　　　　　

平成17年度　 《個人》 押尾　雅友　　　押尾クリニック院長

小林　由美子　　日本精神科看護技術協会広島県支部　看護師

佐川　正治　　　己斐ヶ丘病院院長

瀬川　真知子　　医療法人せのがわ　精神保健福祉士

濱田　賢藏　　　竹水会会長

吉田　怜夫　　　医療法人(社団)吉田会理事長

《団体》 精神保健福祉ボランティア「なのはな」

特定非営利活動法人　とらい工房

夢ハウス

平成18年度　 《個人》 勝岡　勝也　　　住職

木村　雅昭　　　医療法人社団友和会　精神保健福祉士

児玉　次郎　　　広島市障害者スポーツ協会　副会長

谷本　雄謙　　　医療法人仁康会　理事長

福本　花子　　　小規模通所授産施設わかば作業所　施設長

三島　貴美子　   医療法人緑誠会　看護師

山崎　正数　　　山崎神経科内科医院　院長

山田　道治　　　江田島市家族会　会長

《団体》 特定非営利活動法人　貴船

福山市精神保健福祉ボランティアグループ「そよかぜ」

平成19年度　 《個人》 馬野　育次　　　馬野神経科クリニック院長

圓通　ひふみ　　就労継続支援事業所管理者

大林　正和　　　医療法人大林会福山仁風荘病院理事長

神原　頼人　　　尾道地区精神障害者福祉会会長

山西　千代子　　医療法人仁和会　児玉病院　看護師

《団体》 特定非営利活動法人つくし工房可部

やさしい手　らっこの会



　　　　　　　　　　

平成20年度　 《個人》 青山　高子　　　青山神経科内科クリニック院長

高山　育子　　　福山市精神障害者家族連合会会長

辻　　紋子　　　医療法人大慈会　三原病院　看護師

中川　裕子　　　医療法人社団共愛会　己斐ヶ丘病院　精神保健福祉士

真島　宏海　　　医療法人社団仁和会　児玉病院院長

脇田　恵子　　　社会福祉法人　若竹会　理事長

《団体》 特定非営利活動法人　オレンジハウス

特定非営利活動法人　ひだまりの家

特定非営利活動法人　広島鯉城断酒会

平成21年度　 《個人》 熊田　利郎　　　社会福祉法人広島厚生事業協会　府中みくまり病院院長

東方田　芳邦　　医療法人宇品神田クリニック院長

土肥　節子　　　医療法人社団二山会宗近病院　看護師

《団体》 社会福祉法人光の園　広島マック作業所

平成22年度　 《個人》

増田　裕幸　　　メンタルクリニック比治山院長

馬屋原　健　　   医療法人緑誠会　光の丘病院　理事長

岩井　智美　　　医療法人せのがわ　訪問看護ステーションビジテ　看護師

垣内　晴昭　　　社団法人広島県精神保健福祉家族会監事

《団体》 社会福祉法人江田島市社会福祉協議会

東広島市認知症と家族の会

平成23年度　 《個人》 秋田　博孝　　　秋田クリニック院長

浅田　護　　　　医療法人あさだ会　浅田病院院長

若山　靖子　　　医療法人和風会　広島第一病院　看護師

金子　百合子　　地域生活支援センターまほろば施設長

高畑　見心　　　広島県断酒会連合会　常任理事

《団体》 医療法人社団　吉田会　吉田病院

紙ふうせん

とちの実

ドリーム

特定非営利活動法人　中央・幸工房

特定非営利活動法人　トムハウス

平成24年度　 《個人》 冨永　春夫　　　医療法人社団二山会　宗近病院院長

藤田　博久　　　フジタクリニック院長

本田　誠四郎　　メディカルカウンセリングルーム本田クリニック院長

永井　龍三　　　医療法人仁和会　児玉病院　看護師

満田　美智子　　医療法人社団二山会　宗近病院　精神保健福祉士

大田　信子　　　(社福)江田島市社協　自立支援センターあおぞら　職業指導員

石井　睦子　　　精神保健福祉ボランティアみらくる会　

《団体》 ＧＡ広島

府中町精神障害者家族会　ふちゅう風の会

特定非営利活動法人　ミルキーハウス

佐々木　光　　　医療法人こころの休憩室　ささき神経科内科クリニック院長



アイビー作業所

平成25年度　一般社団法人移行のため無し

平成26年度　 《個人》 織田　一衛　　　医療法人社団若恒会理事長兼ふたば病院　院長

長尾　正嗣　　　医療法人緑風会　ほうゆう病院　院長 

佐々木　高伸　　佐々木メンタルクリニック　院長　　　 

森岡　壯充　　　森岡神経内科　院長　　

松田　信子　　　小泉病院　看護師　

藤原　富江　　　ともえ家族会

《団体》 特定非営利活動法人　WINDえのみや

佐伯区精神保健福祉家族会　つむぎ会

社会福祉法人　桜虹会

平成27年度　 《個人》 山中　敏郎　　　医療法人三永会京橋心療クリニック医師

大谷　達夫　　　医療法人社団二山会　宗近病院　医師

中島　哲夫　　　中島クリニック医師

堀本　三千代　　医療法人永和会　下永病院　看護師

日山　誠　　　　医療法人永和会　下永病院　精神保健福祉士

塩山　二郎　　　(株)心理臨床センターしおやま代表取締役

《団体》 医療法人あさだ会　就労継続支援(B型)事業所　スペースぶなの森

ふくやまNABA

平成28年度　 《個人》 山岡　信明　　　医療法人仁康会　小泉病院　医師

太田垣　洋子　　医療法人三永会　京橋心療クリニック　医師

岩本　裕子　　　いわもとメンタルクリニック　医師

角野　菊枝　　　医療法人緑風会　ほうゆう病院　看護師

山根　郁江　　　広島県立総合精神保健センター　デイケアプログラム講師

長岡　修　　　　庄原断酒会　元会長

甲田　実　  　    三原断酒会の友　会長

《団体》 森の工房あやめ 

フリースペーススマイル中山　

平成29年度　 《個人》 横田　則夫　　　横田メンタルクリニック　医師

檜山　俊夫　　　医療法人社団恵愛会　安佐病院　医師

田村　達辞　　　たむらメンタルクリニック　医師

平石　協　      　(特医)大慈会　生活訓練事業所あいあい寮　管理者・PSW

次田　秀樹　　　医療法人社団共愛会　己斐が丘病院　看護師

瀧川　良江　　　広島県立総合精神保健センター　ヨガ療法学会専任講師　

《団体》 特定非営利活動法人　エポケー 

精神保健福祉ボランティア　かすみ草

GA　福山グループ

平成30年度 《個人》 長田　昌士　　　おさだメンタルクリニック　医師

藤井　康能　　　藤井心療内科クリニック　医師

高畑　紳一　　　県立広島病院精神神経科　医師



小山田　孝裕　　特定医療法人大慈会　三原病院　医師

岡崎　明子　　　医療法人社団更生会　草津病院　看護師

長谷部　隆一　　広島国際大学　精神保健福祉士

《団体》 表彰団体なし

平成31年度 《個人》 倉本　恭成　　　本通くらもと心療内科　医師

（令和元年度） 日域　広昭　　　日域医院　医師

長岡　幾雄　　　医療法人社団恵宣会　竹原病院　医師

和田　健　　　　広島市立広島市民病院　医師

吉原　朝江　　　医療法人社団二山会　宗近病院　看護師

長崎　和則　　　川崎医療福祉大学　教員（精神保健福祉士）

永岡　正信　　　医療法人新和会　三次病院　精神保健福祉士

《団体》 特定非営利活動法人　ローズマリー　しまなみ瀬戸田夢工房

令和2年度 《個人》 松岡　龍雄　　　医療法人社団和風会　広島第一病院　医師

古庵　路子　　　医療法人社団雄知会　アクア心のクリニック　医師

柳井　一郎　　　やない心療内科クリニック　医師

水野　創一　　　独立行政法人国立病院機構　福山医療センター　医師

岡本　千秋　　　医療法人社団恵宣会　竹原病院　看護師

中村　卓治　　　広島文教大学　教授（精神保健福祉士）

片山　聖子　　　医療法人社団吉田会　吉田病院　精神保健福祉士

佐々木　護　　　庄原断酒会　会長

《団体》 地域生活支援センターさ・ポート

精神保健福祉ボランティア「アンダンテ」

令和３年度 《個人》 長尾　早江子　　医療法人正雄会　呉みどりケ丘病院　医師

町野　彰彦　　　独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　医師

兒玉　憲一　　　比治山大学　教授（臨床心理士）

内野　悌司　　　広島修道大学　教授（臨床心理士）

佐藤　由美子　　医療法人社団緑誠会　光の丘病院　看護師

早川　浩　　　　早川クリニック　医師

山本　修　　　　宇品メンタルクリニック　医師

平田　恵子　　　広島県立総合精神保健センター　デイケアプログラム講師

《団体》 AA中四国セントラルオフィス


