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北海道 和泉　早智子 (医)東札幌病院 2020年度
北海道 宇野　健一 岩見沢市立総合病院 2021年度
北海道 大森　克哉 札幌医科大学附属病院 2018年度
北海道 梶原　徹 株式会社モロオ 2018年度
北海道 桂川　みき ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 2021年度
北海道 加藤　晋一郎 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 2022年度
北海道 加藤　信太郎 北海道大学病院 2019年度
北海道 金住　麻子 JA北海道厚生連帯広厚生病院 2018年度
北海道 神山　秀一 市立札幌病院 2018年度
北海道 君島　亨 市立釧路総合病院 2018年度
北海道 日下部　鮎子 小樽市立病院 2019年度
北海道 熊井　正貴 北海道大学病院 2021年度
北海道 小島　佑太 (独)労働者健康安全機構釧路労災病院 2019年度
北海道 後藤　悠 JA北海道厚生連旭川厚生病院 2022年度
北海道 齋藤　裕輝 NTT東日本札幌病院 2019年度
北海道 佐々木　理絵 (医)渓仁会手稲渓仁会病院 2018年度
北海道 里見　眞知子 旭川医科大学病院 2021年度
北海道 下口谷　貴 JCHO札幌北辰病院 2022年度
北海道 鈴木　直哉 株式会社ナカジマ薬局 2018年度
北海道 鈴木　景就 北海道済生会小樽病院 2019年度
北海道 須藤　美穂子 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 2021年度
北海道 高野　陽平 砂川市立病院 2018年度
北海道 高橋　健太 NTT東日本札幌病院 2020年度
北海道 谷岡　哲 医療法人徳洲会　札幌南徳洲会病院 2022年度
北海道 谷藤　隼人 ナカジマ薬局　札幌在宅調剤センター 2022年度
北海道 谷本　亜由美 社会医療法人孝仁会　札幌孝仁会記念病院 2019年度
北海道 寺田　和文 市立旭川病院 2021年度
北海道 土井　真喜 (株)メディカルシステムネットワーク 2022年度
北海道 長尾　裕悟 2019年度
北海道 中村　俊之 (社福)函館厚生院函館五稜郭病院 2018年度
北海道 西崎　颯斗 砂川市立病院 2022年度
北海道 深井　雄太 国立病院機構　北海道がんセンター 2019年度
北海道 藤井　達郎 JCHO　札幌北辰病院 2018年度
北海道 前田　直大 小樽市立病院 2021年度
北海道 水谷　彰史 JA北海道厚生連札幌厚生病院 2021年度
北海道 簑島　弓未子 旭川赤十字病院 2021年度
北海道 矢澤　諭 社会医療法人孝仁会　札幌孝仁会記念病院 2022年度
北海道 横山　知佳 苫小牧市立病院 2019年度
青森県 相内　志織 青森県立中央病院 2022年度
青森県 岡野　聡 日本調剤弘前薬局 2021年度
青森県 奥山　裕子 八戸市立市民病院 2022年度
青森県 清川　明慶 一部事務組合下北医療センターむつ総合病院 2022年度
青森県 番場　麻菜美 青森県立中央病院 2022年度
青森県 由良　有規枝 青森市民病院 2019年度
青森県 吉田　慎太郎 青森県立つくしが丘病院 2018年度
岩手県 浅沼　美和 盛岡赤十字病院 2018年度
岩手県 久喜　美由紀 久喜内科・脳神経内科医院 2021年度
岩手県 佐藤　和文 岩手県立磐井病院 2021年度
岩手県 高橋　典哉 岩手県立中部病院 2020年度
岩手県 船水　祐里 岩手県立磐井病院 2019年度
岩手県 森　恵 岩手医科大学附属病院 2020年度
岩手県 山屋　千恵子 2018年度
宮城県 上杉　章紀 東日本旅客鉄道株式会社仙台支社　JR仙台病院 2021年度
宮城県 内山　弘子 東北労災病院 2019年度
宮城県 大内　友季江 一般財団法人光ヶ丘愛世会光ヶ丘スペルマン病院 2022年度
宮城県 大内　竜介 東北医科薬科大学、東北医科薬科大学病院 2022年度
宮城県 押切　華映 東北大学病院 2022年度
宮城県 熊谷　史由 (独)労働者健康安全機構　東北労災病院 2022年度
宮城県 鈴木　訓史 (独)国立病院機構仙台医療センター 2021年度
宮城県 樋川　雄一 仙台市医療センター仙台オープン病院 2019年度
宮城県 山寺　文博 みやぎ県南中核病院 2021年度
秋田県 伊藤　郁恵 由利組合総合病院 2021年度
秋田県 小川　信二 JA秋田厚生連北秋田市民病院 2021年度
秋田県 上遠野　剛司 (株)サノ・ファーマシー 2022年度
秋田県 木南　志朗 (独)労働者健康安全機構　秋田労災病院 2019年度
山形県 阿部　美佐緒 山形県・酒田市病院機構 2020年度
山形県 荒井　浩一 山形市立病院済生館 2021年度
山形県 小林　由佳 山形県立新庄病院 2020年度
山形県 齋藤　智美 山形県立中央病院 2019年度
山形県 志田　敏宏 山形大学医学部附属病院 2021年度
山形県 鈴木　麻友 山形市立病院済生館 2022年度
福島県 岩上　泰崇 (一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 2018年度
福島県 小﨑　恵美 JA福島厚生連塙厚生病院 2021年度
福島県 木本　真司 一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院 2022年度
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福島県 香内　綾 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 2018年度
福島県 渡部　寿康 福島赤十字病院 2018年度
茨城県 荒蒔　優 筑波メディカルセンター病院 2022年度
茨城県 安藤　寛子 総合病院土浦協同病院 2022年度
茨城県 海老根　香里 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院 2018年度
茨城県 小野瀬　祐次 水戸赤十字病院 2022年度
茨城県 坂本　岳志 有限会社サンメディカル 2020年度
茨城県 酒向　あずみ (独)国立病院機構霞ヶ浦医療センター 2022年度
茨城県 立原　茂樹 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 2019年度
茨城県 萩原　諒一 小山記念病院 2021年度
茨城県 細田　奈七恵 東京医科大学茨城医療センター 2020年度
茨城県 山﨑　令子 医療法人慶友会　守谷慶友病院 2019年度
栃木県 相田　和希 佐野厚生総合病院 2019年度
栃木県 稲見　正幸 医療法人　社団友志会　石橋総合病院 2019年度
栃木県 大野　凜太郎 済生会宇都宮病院 2018年度
栃木県 奥田　泰考 自治医科大学附属病院 2020年度
栃木県 加藤　悠 さくら薬局　壬生店 2021年度
栃木県 加納　亜由子 上都賀総合病院 2018年度
栃木県 佐藤　淳也 国際医療福祉大学病院 2021年度
栃木県 中島　優子 JAかみつが厚生連上都賀総合病院 2022年度
栃木県 藤村　昭太 自治医科大学附属病院 2022年度
栃木県 矢部　雅子 足利赤十字病院 2022年度
栃木県 山﨑　朋子 栃木県立がんセンター 2021年度
群馬県 天川　雅彦 緩和ケア診療所　いっぽ 2021年度
群馬県 伊藤　雅子 SUBARU健康保健組合太田記念病院 2022年度
群馬県 金井　貴充 (独)国立病院機構　渋川医療センター 2020年度
群馬県 齋田　和江 公立富岡総合病院 2020年度
群馬県 鈴木　博晃 独立行政法人　国立病院機構　渋川医療センター 2019年度
群馬県 中野　恵介 公立館林厚生病院 2018年度
群馬県 蛭田　英里子 群馬県立がんセンター 2020年度
群馬県 増田　智美 日本赤十字社前橋赤十字病院 2018年度
群馬県 宮前　香子 利根中央病院 2018年度
埼玉県 市川　祥子 独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院 2022年度
埼玉県 伊藤　剛貴 草加市立病院 2019年度
埼玉県 岩井　峻一 戸田中央総合病院 2019年度
埼玉県 上野　悦子 ふれあい薬局 2019年度
埼玉県 大矢　浩之 埼玉医科大学総合医療センター 2019年度
埼玉県 奥田　真由美 秀和会秀和綜合病院 2022年度
埼玉県 折原　正和 さいたま市立病院 2020年度
埼玉県 髙山　俊輔 埼玉医科大学国際医療センター 2019年度
埼玉県 佐古　久美子 吉川中央総合病院 2022年度
埼玉県 佐藤　良太 丸木記念福祉メディカルセンター 2019年度
埼玉県 澤辺　由美 埼玉協同病院 2018年度
埼玉県 椎名　果歩 (有)秩父薬剤師会調剤センターおがの薬局 2022年度
埼玉県 芝崎　由美子 さいたま市民医療センター 2020年度
埼玉県 島崎　洋平 埼玉医科大学病院 2022年度
埼玉県 下山　加奈恵 草加市立病院 2022年度
埼玉県 杉田　英章 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 2021年度
埼玉県 関根　貴之 埼玉県済生会川口総合病院 2021年度
埼玉県 高橋　未來 越谷市立病院 2019年度
埼玉県 武井　大輔 埼玉県立がんセンター 2019年度
埼玉県 田代　麻美 スギ薬局 2021年度
埼玉県 田中　祐介 壮幸会　行田総合病院 2022年度
埼玉県 棚山　学 さいたま市立病院 2019年度
埼玉県 塚田　昌樹 上尾中央総合病院 2018年度
埼玉県 土屋　裕伴 上尾中央総合病院 2022年度
埼玉県 藤堂　真紀 埼玉医科大学国際医療センター 2022年度
埼玉県 徳重　恵子 済生会栗橋病院 2020年度
埼玉県 豊田　倫之 深谷赤十字病院 2021年度
埼玉県 永倉　史子 イムス富士見総合病院 2019年度
埼玉県 長島　秀幸 北里大学メディカルセンター 2019年度
埼玉県 中山　季昭 埼玉県立がんセンター 2019年度
埼玉県 船越　彩 上尾中央総合病院 2022年度
埼玉県 星野　真之 春日部市立医療センター 2020年度
埼玉県 松坂　和正 埼玉県立がんセンター 2019年度
埼玉県 三浦　惇史 埼玉県済生会加須病院 2020年度
埼玉県 宮田　成康 スギ薬局 2022年度
埼玉県 茂木　孝裕 草加市立病院 2019年度
埼玉県 諸橋　賢人 上尾中央総合病院 2021年度
埼玉県 矢倉　愛子 防衛医科大学校病院 2019年度
埼玉県 山田　眞由美 春日部市立医療センター 2018年度
埼玉県 山本　麻千子 みさと健和病院 2019年度
千葉県 市田　泰彦 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院 2020年度
千葉県 伊東　美歩 津田沼中央総合病院 2022年度
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千葉県 今関　尊司 千葉市立青葉病院 2022年度
千葉県 岩川　悟 順天堂大学医学部附属浦安病院 2019年度
千葉県 岩田　佳之 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 2022年度
千葉県 宇津木　智美 HyugaPharmacy株式会社 2018年度
千葉県 大木　健史 国保直営総合病院君津中央病院 2022年度
千葉県 岡野　希 小張総合病院 2019年度
千葉県 加藤　幸三 千葉メディカルセンター 2018年度
千葉県 金子　綾乃 東邦大学医療センター佐倉病院 2022年度
千葉県 亀田　祥代 2018年度
千葉県 川名　真理子 (医)鉄蕉会亀田総合病院 2019年度
千葉県 神﨑　雅子 (医)徳洲会成田富里徳洲会病院 2018年度
千葉県 岸本　大裕 千葉県済生会習志野病院 2021年度
千葉県 岸本　真希子 2018年度
千葉県 君塚　舜 船橋市立医療センター 2019年度
千葉県 小林　麻衣子 社会医療法人社団さつき会　袖ケ浦さつき台病院 2019年度
千葉県 須藤　知子 千葉大学医学部附属病院 2020年度
千葉県 高柳　論也 株式会社あゆみ　あかり薬局 2022年度
千葉県 德留　智子 スギ薬局 2019年度
千葉県 畑下　真希 国立病院機構　千葉医療センター 2022年度
千葉県 林　隼輔 東京慈恵会医科大学附属柏病院 2020年度
千葉県 平田　一耕 (医)鉄蕉会亀田総合病院 2018年度
千葉県 桝田　智子 白井聖仁会病院 2018年度
千葉県 松岡　秀和 千葉県立がんセンター 2019年度
千葉県 松原　千香 東京歯科大学市川総合病院 2021年度
千葉県 餅原　弘樹 医療法人社団いぶきの森　のぞみの花クリニック 2022年度
千葉県 矢嶋　美樹 (医社)協友会船橋総合病院 2022年度
千葉県 安田　博子 2019年度
東京都 吾妻　美香 株式会社水戸薬局 2019年度
東京都 熱海　幸恵 医療法人社団永生会　みなみ野病院 2021年度
東京都 阿部　健太郎 国立がん研究センター中央病院 2021年度
東京都 淡路　健作 日本医科大学多摩永山病院 2022年度
東京都 石田　ゆり 帝京大学医学部附属病院 2019年度
東京都 伊東　俊雅 東京女子医科大学付属足立医療センター 2019年度
東京都 伊藤　まり絵 国立国際医療研究センター病院 2020年度
東京都 今中　智子 社会福祉法人　聖母会　聖母病院 2022年度
東京都 上島　健太郎 日本大学医学部附属板橋病院 2019年度
東京都 江藤　壮志 東京都立病院機構　東京都立荏原病院 2022年度
東京都 江原　純也 日本赤十字社医療センター 2021年度
東京都 大久保　正人 文部科学省 2021年度
東京都 大戸　祐治 昭和大学江東豊洲病院 2020年度
東京都 沖田　直美 東京都立荏原病院 2019年度
東京都 奥隅　貴久美 あきしま相互病院 2020年度
東京都 小田切　麻味 慶應義塾大学病院 2021年度
東京都 小俣　裕之 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 2019年度
東京都 織本　桂 (医社)哺育会　浅草病院 2019年度
東京都 柏原　由佳 昭和大学江東豊洲病院 2019年度
東京都 加藤　あゆみ 日本医科大学付属病院 2022年度
東京都 金沢　和幸 慶應義塾大学病院 2019年度
東京都 金森　太郎 令和あらかわ病院 2022年度
東京都 金子　健 慶應義塾大学病院 2021年度
東京都 鎌滝　真永 日本調剤　江東薬局 2022年度
東京都 河原　英子 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 2020年度
東京都 岸田　悦子 日本医科大学付属病院 2019年度
東京都 喜田　昌記 昭和大学江東豊洲病院 2019年度
東京都 北村　和香子 医療法人社団杏順会　越川病院 2018年度
東京都 木下　仁淑 全国土木建築国民健康保険組合　総合病院　厚生中央病院 2019年度
東京都 木村　奈美 東京女子医科大学東医療センター 2018年度
東京都 桐林　美緒 国家公務員共済組合連合会立川病院 2018年度
東京都 工藤　浩史 国立国際医療研究センター病院 2021年度
東京都 黒岩　祐里香 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 2018年度
東京都 輿石　徹 東京医科大学八王子医療センター 2021年度
東京都 小瀬　英司 順天堂大学医学部附属順天堂医院 2019年度
東京都 小林　崇史 東京都立神経病院 2021年度
東京都 坂田　和佳子 日本大学医学部附属板橋病院 2022年度
東京都 佐久間　詠理 (医社)淳友会わたホームクリニック 2020年度
東京都 櫻井　洋臣 慶應義塾大学病院 2018年度
東京都 指田　博也 武蔵野赤十字病院 2022年度
東京都 佐藤　公彦 国立がん研究センター中央病院 2021年度
東京都 塩田　一智 多摩北部医療センター 2022年度
東京都 周治　由香里 東京女子医科大学東医療センター 2018年度
東京都 城山　亮輔 東京大学医学部附属病院 2022年度
東京都 鈴木　慶介 台東区立台東病院 2019年度
東京都 鈴木　麻由香 NTT東日本関東病院 2022年度
東京都 須田　奈美 東京慈恵会医科大学附属病院 2019年度
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東京都 関本　明子 日本大学医学部附属板橋病院 2020年度
東京都 高木　茂実 東京都立墨東病院 2019年度
東京都 高瀬　久光 日本医科大学多摩永山病院 2019年度
東京都 髙橋　早織 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院 2019年度
東京都 髙橋　幹子 国立がん研究センター中央病院 2020年度
東京都 滝澤　詠美子 慶應義塾大学病院 2022年度
東京都 田口　典子 日本調剤株式会社 2021年度
東京都 田島　紳介 杏林大学医学部付属病院 2019年度
東京都 谷　健太郎 国立病院機構　東京医療センター 2018年度
東京都 出川　美沙子 日本赤十字社医療センター 2020年度
東京都 豊田　真史 東京都立病院機構　東京都立豊島病院 2022年度
東京都 内藤　陽子 医療法人社団　杏順会　越川病院 2022年度
東京都 中川　隼一 東京慈恵会医科大学附属第三病院 2022年度
東京都 永吉　ひとみ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 2018年度
東京都 土師　知子 東京都立墨東病院 2018年度
東京都 日高　あづみ 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 2022年度
東京都 平山　武司 北里大学北里研究所病院(北里大学) 2019年度
東京都 廣瀬　藍子 東京医科歯科大学病院 2018年度
東京都 藤掛　沙織 JCHO東京新宿メディカルセンター 2019年度
東京都 古沢　紗綾香 独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター 2021年度
東京都 星　茜 昭和大学病院 2021年度
東京都 堀越　久仁恵 (地独)東京都立病院機構　東京都立豊島病院 2022年度
東京都 牧田　久美子 国立がん研究センター中央病院 2019年度
東京都 益子　里美 公益財団法人　東京都保健医療公社　多摩南部地域病院 2021年度
東京都 増田　佳織 株式会社地域保健企画　多摩薬局 2021年度
東京都 松本　高広 東邦大学医療センター大森病院 2019年度
東京都 松本　佳子 (株)ユニスマイル　ファーコス薬局新宿 2018年度
東京都 三ツ木　英子 聖路加国際病院 2018年度
東京都 三村　睦美 東京女子医科大学病院 2019年度
東京都 宮里　明芽 東京医科大学病院 2020年度
東京都 宮澤　真帆 東京都立多摩総合医療センター 2019年度
東京都 宮沢　祐太 東京慈恵会医科大学附属病院 2022年度
東京都 宮田　広樹 日本調剤株式会社 2019年度
東京都 安田　俊太郎 東京医科歯科大学病院 2019年度
東京都 山﨑　智世 東京都保健医療公社　豊島病院 2019年度
東京都 山田　早百合 東邦大学医療センター大森病院 2019年度
東京都 山田　啓美 東京都立多摩総合医療センター 2021年度
東京都 山村　康比古 東京都立駒込病院 2019年度
東京都 吉井　博美 有限会社ケンコーポレーション 2019年度
東京都 米窪　恭子 東京都立駒込病院 2018年度
東京都 和田　紀子 昭和大学病院 2021年度
神奈川県 相澤　康子 横須賀市立市民病院 2019年度
神奈川県 秋山　幸子 鶴巻温泉病院 2019年度
神奈川県 荒井　幸子 横浜市立大学附属病院 2019年度
神奈川県 飯塚　雅子 AOI国際病院 2018年度
神奈川県 石川　遥介 望星鶴見薬局 2019年度
神奈川県 稲田　佑亮 横浜労災病院 2021年度
神奈川県 伊部　聡子 (独)労働者健康安全機構　関東労災病院 2020年度
神奈川県 岩船　めぐみ 新百合ヶ丘総合病院 2020年度
神奈川県 太田　久美子 (医)平和会平和病院 2019年度
神奈川県 太田　恵 済生会横浜市東部病院 2022年度
神奈川県 大野　朋子 株式会社akホールディングス　上永谷薬局 2018年度
神奈川県 小澤　康久 (医)沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 2018年度
神奈川県 小澤　有輝 けいゆう病院 2022年度
神奈川県 尾関　あゆみ 医療法人社団康心会　湘南東部総合病院 2018年度
神奈川県 柏木　栄一 小田原市立病院 2022年度
神奈川県 勝田　雄太 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 2022年度
神奈川県 川野　千尋 北里大学病院 2021年度
神奈川県 姜　元美 鶴巻温泉病院 2018年度
神奈川県 櫛引　智子 湘南中央病院 2018年度
神奈川県 光野　真弓 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 2018年度
神奈川県 後藤　大輔 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 2021年度
神奈川県 近藤　潤一 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 2020年度
神奈川県 佐伯　朋哉 国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院 2021年度
神奈川県 佐々木　豪貴 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 2022年度
神奈川県 佐々木　美理 済生会横浜市南部病院 2022年度
神奈川県 佐藤　弘子 横浜市立市民病院 2022年度
神奈川県 佐藤　仁宣 国立病院機構　横浜医療センター 2018年度
神奈川県 島本　一志 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 2019年度
神奈川県 清水　佐良子 東海大学医学部付属病院 2022年度
神奈川県 鈴木　澪 済生会横浜市南部病院 2019年度
神奈川県 瀬戸　聡 すばる中央薬局　大船店 2021年度
神奈川県 外園　弥生 けいゆう病院 2021年度
神奈川県 曽根　敦子 東海大学医学部付属病院 2020年度
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神奈川県 高橋　篤 神奈川県立足柄上病院 2021年度
神奈川県 高橋　忍 AOI国際病院 2020年度
神奈川県 武嶋　常 厚木市立病院 2018年度
神奈川県 竹村　智行 株式会社メディカルガーデン 2018年度
神奈川県 立石　朝子 横浜労災病院 2020年度
神奈川県 塚川　麻利子 横浜市立市民病院 2020年度
神奈川県 土屋　佳世 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 2022年度
神奈川県 津野　丈彦 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 2020年度
神奈川県 坪谷　綾子 川崎市立多摩病院 2021年度
神奈川県 徳永　愛美 昭和大学横浜市北部病院 2021年度
神奈川県 永瀬　怜司 済生会横浜市東部病院 2022年度
神奈川県 西　悠吾 済生会横浜市東部病院 2019年度
神奈川県 原田　寿 日本調剤株式会社　横浜支社 2018年度
神奈川県 深澤　拓也 恩賜財団済生会横浜市東部病院 2021年度
神奈川県 藤田　奈緒子 横須賀市立うわまち病院 2019年度
神奈川県 本間　雅士 北里大学病院 2019年度
神奈川県 松井　美月 上永谷薬局 2021年度
神奈川県 宮﨑　百合 横浜市立みなと赤十字病院 2021年度
神奈川県 宮澤　正幸 藤沢市民病院 2018年度
神奈川県 宮澤　由梨 薬樹株式会社 2019年度
神奈川県 宮永　幸実 神奈川県済生会若草病院 2018年度
神奈川県 八城　学 相模台病院 2019年度
神奈川県 山本　美智子 神奈川県厚生連伊勢原協同病院 2018年度
神奈川県 吉川　康彦 横浜市立みなと赤十字病院 2019年度
神奈川県 渡邊　文 湘南鎌倉総合病院 2019年度
新潟県 稲田　圭介 ウエルシア薬局株式会社 2021年度
新潟県 岩尾　瑠璃 新潟県立中央病院 2022年度
新潟県 勝山　里佳 新潟県立がんセンター新潟病院 2021年度
新潟県 金子　睦志 佐渡総合病院 2018年度
新潟県 工藤　範子 新潟大学医歯学総合病院 2022年度
新潟県 小島　佳浩 長岡赤十字病院 2021年度
新潟県 小竹　泰子 済生会新潟病院 2018年度
新潟県 佐々木　奈穂 新潟県立がんセンター新潟病院 2022年度
新潟県 島田　泉 新潟大学医歯学総合病院 2020年度
新潟県 竹野　孝慶 社会福祉法人　新潟市社会事業協会　信楽園病院 2022年度
新潟県 田中　裕子 新潟市民病院 2022年度
新潟県 樋口　貴子 長岡中央綜合病院 2022年度
新潟県 村山　貴子 新潟県立新発田病院 2019年度
富山県 伊藤　友梨 株式会社ヘリックスケアファーマ　本郷はなの木薬局 2022年度
富山県 上島　聖秀 (独)労働者健康安全機構富山労災病院 2022年度
富山県 高瀬　美咲枝 厚生連高岡病院 2019年度
富山県 田畑　佳孝 真生会富山病院 2018年度
富山県 近岡　伸悟 富山大学附属病院 2022年度
富山県 山崎　由香 真生会富山病院 2021年度
富山県 渡部　孝太郎 いかるぎ薬局 2021年度
石川県 梅下　翔 石川県済生会金沢病院 2018年度
石川県 枝廣　茂樹 金沢赤十字病院 2020年度
石川県 桂　英之 国民健康保険　小松市民病院 2021年度
石川県 後藤　義之 石川県済生会金沢病院 2022年度
石川県 小林　星太 2021年度
石川県 塩本　佑季子 金沢大学附属病院 2022年度
石川県 高林　真貴子 金沢大学附属病院 2019年度
石川県 中野　智尋 金沢市立病院 2022年度
石川県 西川　美香子 金沢医科大学病院 2021年度
石川県 東　弥生 公立松任石川中央病院 2022年度
石川県 平木　祥子 金沢医科大学病院 2020年度
石川県 船戸　元子 （医社）浅ノ川浅ノ川総合病院 2020年度
石川県 松波　寿雄 金沢赤十字病院 2018年度
石川県 丸一　泰雅 (株)ナチュラルライフ 2022年度
石川県 山田　千代子 石川県立こころの病院 2019年度
福井県 古川　順章 (独)国立病院機構　敦賀医療センター 2019年度
福井県 山田　憲和 福井厚生病院 2019年度
山梨県 土橋　和久 山梨厚生病院 2022年度
山梨県 南　貴之 山梨県立中央病院 2019年度
長野県 赤坂　知香 諏訪赤十字病院 2021年度
長野県 指宿　貴博 社会医療法人　中信勤労者医療協会　松本協立病院 2019年度
長野県 木下　貴司 長野医療生活協同組合長野中央病院 2019年度
長野県 佐々木　聡美 長野県立信州医療センター 2020年度
長野県 篠原　佳祐 JA長野厚生連佐久総合病院　佐久医療センター 2022年度
長野県 杉本　恵実 飯田市立病院 2022年度
長野県 征矢　由美 伊那中央病院 2022年度
長野県 高木　洋明 (社医)財団慈泉会相澤病院 2021年度
長野県 滝澤　康志 飯山赤十字病院 2020年度
長野県 田幸　稔 長野赤十字病院 2019年度
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長野県 田中　康裕 医療法人　輝山会　輝山会記念病院 2022年度
長野県 西澤　さとみ 飯山赤十字病院 2021年度
長野県 畠山　浩明 佐久市立国保浅間総合病院 2019年度
長野県 花岡　容子 JA長野厚生連北信総合病院 2022年度
長野県 萬谷　摩美子 (医)愛和会愛和病院 2019年度
長野県 三浦　篤史 長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院 2018年度
岐阜県 石原　正志 岐阜大学医学部附属病院 2019年度
岐阜県 井上　昇 高山赤十字病院 2022年度
岐阜県 臼井　哲宏 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 2019年度
岐阜県 兼松　友紀 岐阜県立多治見病院 2019年度
岐阜県 神田　友江 大垣市民病院 2022年度
岐阜県 工藤　佐智子 羽島市民病院 2019年度
岐阜県 鈴木　宣雄 大垣市民病院 2019年度
岐阜県 隅田　美紀 患者サポート薬剤師事務所 2019年度
岐阜県 辻　若子 公立学校共済組合東海中央病院 2018年度
岐阜県 土井田　愛 岐阜県総合医療センター 2021年度
岐阜県 中野　雄介 スギ薬局 2021年度
岐阜県 永冶　正太郎 (社)地域医療振興協会市立恵那病院 2019年度
岐阜県 西川　智子 岐阜市役所 2018年度
岐阜県 長谷部　千夏 岐阜県立多治見病院 2018年度
岐阜県 林　美香 海津市医師会病院 2019年度
岐阜県 船渡　三結 岐阜大学医学部附属病院 2018年度
岐阜県 星野　良 岐阜大学医学部附属病院 2019年度
岐阜県 牧野　哲平 岐阜市民病院 2019年度
岐阜県 宮本　愛果 中部国際医療センター 2022年度
静岡県 浅井　澄子 中東遠総合医療センター 2018年度
静岡県 荒川　大輔 (社福)聖隷福祉事業団聖隷浜松病院 2018年度
静岡県 石川　寛 静岡県立静岡がんセンター 2019年度
静岡県 石塚　友一 株式会社レーベンプラン(レモン薬局) 2020年度
静岡県 小野田　千晴 焼津市立総合病院 2018年度
静岡県 後藤　敏也 磐田市立総合病院 2020年度
静岡県 佐藤　哲 静岡がんセンター 2018年度
静岡県 清水　真弓 聖隷浜松病院 2021年度
静岡県 杉山　弘樹 静岡市立清水病院 2021年度
静岡県 高科　嘉章 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷三方原病院 2018年度
静岡県 高屋敷　奈々 磐田市立総合病院 2019年度
静岡県 田中　怜 静岡県立静岡がんセンター 2018年度
静岡県 中村　和代 地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立総合病院 2018年度
静岡県 濵田　菜緒 磐田市立総合病院 2019年度
静岡県 星野　剛史 順天堂大学医学部附属静岡病院 2021年度
静岡県 宮城　明実 聖隷三方原病院 2022年度
静岡県 森下　真奈 市立島田市民病院 2018年度
静岡県 八木　貴彦 浜松医療センター 2021年度
静岡県 横田　ゆか 2018年度
愛知県 秋山　理恵 三聖堂薬局 2019年度
愛知県 石川　敬祐 津島市民病院 2022年度
愛知県 伊藤　慎二 津島市民病院 2019年度
愛知県 今井　視保子 名古屋第二赤十字病院 2020年度
愛知県 岩津　慎次郎 公立陶生病院 2019年度
愛知県 植松　夏子 安城更生病院 2021年度
愛知県 宇佐美　初雄 稲沢厚生病院 2019年度
愛知県 宇野　達也 ヤナセ薬局 2020年度
愛知県 江﨑　秀樹 (医)豊田会刈谷豊田総合病院 2021年度
愛知県 江尻　将之 愛知医科大学病院 2021年度
愛知県 覚前　有希子 医療法人社団たいようのき　オリーブ在宅クリニック 2019年度
愛知県 笠原　愛菜 小牧市民病院 2019年度
愛知県 片山　広美 碧南市民病院 2021年度
愛知県 加藤　種子 株式会社　はなももメディカル 2020年度
愛知県 加藤　遥 半田市立半田病院 2022年度
愛知県 加藤　涼子 愛知医科大学病院 2022年度
愛知県 壁谷　めぐみ 名古屋記念病院 2022年度
愛知県 河口　義典 岡崎市民病院 2022年度
愛知県 北川　素子 医療法人北国会　北川内科 2021年度
愛知県 郷治　久美 公立陶生病院 2022年度
愛知県 小玉　幸与 JA愛知厚生連江南厚生病院 2018年度
愛知県 後藤　健志 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院 2020年度
愛知県 近藤　有 JA愛知厚生連豊田厚生病院 2021年度
愛知県 榊原　隆志 刈谷豊田総合病院 2021年度
愛知県 佐藤　由美 めいてつ調剤薬局本店 2019年度
愛知県 末吉　真樹 JA愛知厚生連知多厚生病院 2019年度
愛知県 杉本　智哉 トヨタ記念病院 2021年度
愛知県 杉本　初枝 2018年度
愛知県 杉山　洋介 名古屋市立大学病院 2020年度
愛知県 鈴木　大吾 春日井市民病院 2020年度
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愛知県 鈴木　利規 豊橋市民病院 2021年度
愛知県 高岡　龍蔵 トヨタ記念病院 2018年度
愛知県 高木　裕介 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 2022年度
愛知県 高島　直樹 公立陶生病院 2022年度
愛知県 高津　章恵 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 2019年度
愛知県 高原　悠子 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 2018年度
愛知県 竹内　美緒 中部労災病院 2022年度
愛知県 立花　京香 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院 2022年度
愛知県 築山　郁人 名城大学 2020年度
愛知県 柘植　友考 名鉄病院 2020年度
愛知県 出口　裕子 小牧市民病院 2021年度
愛知県 土井　直美 公立西知多総合病院 2018年度
愛知県 遠山　幸男 トヨタ記念病院 2019年度
愛知県 外海　友規 名古屋市立大学病院 2022年度
愛知県 冨田　祐作 （社福）聖霊会聖霊病院 2019年度
愛知県 鳥居　昌太 刈谷豊田総合病院 2019年度
愛知県 中島　瑞紀 南生協病院 2019年度
愛知県 中村　和行 JA愛知厚生連　豊田厚生病院 2019年度
愛知県 中村　千加弘 トヨタ記念病院 2019年度
愛知県 西村　美馨子 社会医療法人　大雄会　総合大雄会病院 2019年度
愛知県 丹村　貴之 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 2019年度
愛知県 野村　祐司 名古屋第一赤十字病院 2018年度
愛知県 野本　歩未 愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院 2021年度
愛知県 橋本　直弥 愛知県がんセンター 2021年度
愛知県 彦坂　麻美 成田記念病院 2021年度
愛知県 久田　純生 (独)地域医療機能推進機構中京病院 2019年度
愛知県 日比　聡 名古屋記念病院 2018年度
愛知県 平野　茂樹 小牧市民病院 2020年度
愛知県 平野　貴志 半田市立半田病院 2021年度
愛知県 深津　昌弘 公立陶生病院 2022年度
愛知県 深谷　幸代 愛知県がんセンター 2019年度
愛知県 前田　剛司 名古屋市重症心身障害児者施設 2019年度
愛知県 松田　唯子 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 2019年度
愛知県 丸山　昌広 明陽会成田記念病院 2021年度
愛知県 宮崎　雅之 名古屋大学医学部附属病院 2020年度
愛知県 宮原　兼二 医療法人六寿会　津島リハビリテーション病院 2018年度
愛知県 守作　美咲 藤田医科大学病院 2021年度
愛知県 柳沼　妙子 豊橋市民病院 2019年度
愛知県 山下　のどか 豊川市民病院 2021年度
愛知県 山関　智恵 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 2020年度
愛知県 山本　泰大 小牧市民病院 2020年度
愛知県 吉田　昌子 一宮市立市民病院 2020年度
愛知県 脇田　雅子 ませ調剤薬局 2021年度
愛知県 渡辺　裕之 JA愛知厚生連安城更生病院 2021年度
愛知県 渡邉　美菜子 名古屋大学医学部附属病院 2022年度
三重県 大森　加奈子 地方(独)桑名市総合医療センター 2018年度
三重県 岡本　明大 三重大学医学部附属病院 2018年度
三重県 杉浦　龍也 JA三重厚生連　いなべ総合病院 2019年度
三重県 世古口　拓也 伊勢赤十字病院 2019年度
三重県 間瀬　広樹 榊原病院 2022年度
三重県 山中　幸典 イワオ薬局 2021年度
滋賀県 畝　佳子 (独)国立病院機構　東近江総合医療センター 2022年度
滋賀県 神原　諒 市立大津市民病院 2022年度
滋賀県 久保田　理恵 市立長浜病院 2021年度
滋賀県 林　千裕 地方独立行政法人公立甲賀病院 2018年度
滋賀県 原田　奈津子 淡海医療センター 2018年度
滋賀県 堀　敦雄 長浜赤十字病院 2018年度
滋賀県 美濃部　奈都 滋賀県立総合病院 2018年度
滋賀県 森井　博朗 滋賀医科大学医学部附属病院 2019年度
滋賀県 山極　恒平 済生会滋賀県病院 2019年度
滋賀県 吉村　光弘 調剤薬局マリーン　マキノ病院前店 2021年度
京都府 東　碧 京都中部総合医療センター 2022年度
京都府 岩根　裕紀 京都桂病院 2019年度
京都府 内田　まやこ 同志社女子大学 2022年度
京都府 大川　裕子 社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院 2021年度
京都府 大森　清孝 医療法人社団洛和会　洛和会東寺南病院 2022年度
京都府 川畑　大輔 株式会社ゆうホールディングス 2021年度
京都府 神田　英一郎 京都第二赤十字病院 2021年度
京都府 小林　篤史 株式会社佳林　カリン薬局 2021年度
京都府 小森　桂子 京都第一赤十字病院 2018年度
京都府 坂本　亜矢子 2020年度
京都府 佐分利　美帆子 京都市立病院 2019年度
京都府 澤井　麻記 (社福)京都社会事業財団京都桂病院 2018年度
京都府 實光　由香 京都市立病院 2018年度
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京都府 田中　亮 (独)国立病院機構京都医療センター 2022年度
京都府 徳山　洋子 社会医療法人岡本病院(財団)　伏見岡本病院 2020年度
京都府 富井　真一 京都第一赤十字病院 2018年度
京都府 橋本　昌幸 宇治徳洲会病院 2021年度
京都府 伏見　久美子 京都第一赤十字病院 2019年度
京都府 三松　史野 京都市立病院 2018年度
京都府 宮部　貴識 国立病院機構　舞鶴医療センター 2020年度
京都府 山﨑　麻衣 2019年度
京都府 尹　美帆 JCHO京都鞍馬口医療センター 2021年度
大阪府 相澤　聡子 市立豊中病院 2022年度
大阪府 猪熊　なおみ 東住吉森本病院 2020年度
大阪府 井上　美紗 市立岸和田市民病院 2019年度
大阪府 井本　陽子 松下記念病院 2022年度
大阪府 岩井　真里絵 日本赤十字社高槻赤十字病院 2022年度
大阪府 打谷　和記 関西医科大学附属病院 2019年度
大阪府 榎南　祥太 (医)仙養会北摂総合病院 2022年度
大阪府 筧　久仁子 公益財団法人　浅香山病院 2021年度
大阪府 加藤　真由美 (社医)若弘会若草第一病院 2021年度
大阪府 角川　幸男 大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 2018年度
大阪府 上鶴　理佐 山本保健薬局 2019年度
大阪府 亀岡　喬 株式会社オージープラン　チェリー薬局平野店 2021年度
大阪府 神林　祐子 大阪医科薬科大学　(兼　京都府立医科大学附属病院化学療法部) 2020年度
大阪府 北庄司　敦久 りんくう総合医療センター 2021年度
大阪府 倉橋　基尚 大手前病院 2019年度
大阪府 小角　麻衣 市立池田病院 2018年度
大阪府 小玉　美希子 大阪南医療センター 2019年度
大阪府 後藤　愛実 大阪医科薬科大学病院 2019年度
大阪府 後藤　卓也 大阪府済生会中津病院 2018年度
大阪府 小平　明美 市立豊中病院 2022年度
大阪府 金銅　葉子 大阪はびきの医療センター 2022年度
大阪府 迫田　由佳梨 大阪国際がんセンター 2020年度
大阪府 佐野　篤 耳原総合病院 2018年度
大阪府 山東　真寿美 大阪急性期・総合医療センター 2021年度
大阪府 椎葉　有樹 市立豊中病院 2022年度
大阪府 地丸　裕美 大阪府済生会野江病院 2022年度
大阪府 清水　千種 (医)協和会協和会病院 2022年度
大阪府 神農　理衣 大阪国際がんセンター 2018年度
大阪府 相馬　沙希 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 2021年度
大阪府 髙木　麻里 地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター 2020年度
大阪府 高取　秀人 大阪府済生会中津病院 2020年度
大阪府 高橋　智恵子 大阪医科薬科大学病院 2019年度
大阪府 高橋　友梨 2019年度
大阪府 嶽小原　恵 淀川キリスト教病院 2020年度
大阪府 田中　昭洋 大阪府済生会中津病院 2022年度
大阪府 田中　恵美子 大阪労災病院 2019年度
大阪府 塚本　泰彦 関西電力病院 2021年度
大阪府 戸島　心 大阪国際がんセンター 2022年度
大阪府 殿垣　聖子 (医)協和会千里中央病院 2018年度
大阪府 戸祭　庸子 ガラシア病院 2019年度
大阪府 鳥井　小莉 大阪府済生会野江病院 2021年度
大阪府 長谷　圭悟 八尾市立病院 2021年度
大阪府 中西　晶子 市立池田病院 2019年度
大阪府 仲野　宏紀 地域独立行政法人　市立東大阪医療センター 2018年度
大阪府 原　伸輔 大阪大学医学部附属病院 2020年度
大阪府 坂野　玲子 (独)地域医療機能推進機構(JCHO)星ヶ丘医療センター 2019年度
大阪府 福井　美礼 高槻赤十字病院 2022年度
大阪府 福島　智子 大阪赤十字病院 2021年度
大阪府 富士　芳美 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター 2019年度
大阪府 藤井　良平 関西医科大学附属病院 2018年度
大阪府 富士谷　昌典 (社医)生長会府中病院 2021年度
大阪府 藤村　智子 あびこ病院 2019年度
大阪府 藤原　麻衣 JCHO大阪病院 2022年度
大阪府 槙原　克也 宗教法人　在日本南プレスビテリアンミッション　淀川キリスト教病院 2019年度
大阪府 松野　優紀 淀川キリスト教病院 2022年度
大阪府 宮武　望 和泉市立総合医療センター 2018年度
大阪府 村井　扶 あけぼの薬局 2019年度
大阪府 村上　とよみ (社医)同仁会耳原総合病院 2018年度
大阪府 森　宏幸 大阪市立総合医療センター 2021年度
大阪府 矢間　大貴 公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院 2021年度
大阪府 八道　智絵 大阪府済生会吹田病院 2021年度
大阪府 山﨑　恭平 市立吹田市民病院 2018年度
大阪府 山崎　直樹 大阪市立総合医療センター 2018年度
大阪府 山下　悠作 アイン薬局富田林病院店 2022年度
大阪府 山田　正実 大阪府済生会野江病院 2022年度

8/12



2023年3月 現在

都道府県 氏名 所属機関 認定（更新）年度

日本緩和医療薬学会　緩和薬物療法認定薬剤師名簿

大阪府 山田　麻里子 (社福)恩賜財団大阪府済生会茨木医療福祉センター大阪府済生会茨木病院 2019年度
大阪府 山本　明紀 堺市立総合医療センター 2019年度
大阪府 吉野　登志子 ガラシア病院 2018年度
大阪府 龍官　真生子 福田総合病院 2021年度
兵庫県 明石　直子 (独)国立病院機構　姫路医療センター 2022年度
兵庫県 赤瀬　博文 神戸市立西神戸医療センター 2019年度
兵庫県 阿久井　千亜紀 兵庫医科大学病院 2019年度
兵庫県 飯田　真之 神戸大学医学部附属病院 2020年度
兵庫県 井上　玲香 (医財)姫路聖マリア病院 2018年度
兵庫県 岩崎　祐子 姫路聖マリア病院 2019年度
兵庫県 石見　淳子 2018年度
兵庫県 上田　武司 加古川中央市民病院 2021年度
兵庫県 大音　三枝子 神戸市立医療センター中央市民病院 2018年度
兵庫県 岡田　悠加 兵庫県立西宮病院 2022年度
兵庫県 岡村　佐紀 兵庫医科大学病院 2018年度
兵庫県 岡本　禎晃 市立芦屋病院 2019年度
兵庫県 奥田　智子 神鋼記念病院 2022年度
兵庫県 勝浦　知恵 公立学校共済組合近畿中央病院 2019年度
兵庫県 勘田　大統 独立行政法人地域医療機能推進機構　神戸中央病院 2022年度
兵庫県 小西　千尋 地方独立行政法人　加古川市民病院機構　加古川中央市民病院 2020年度
兵庫県 小林　宗仁 西脇市立西脇病院 2022年度
兵庫県 金剛　圭佑 神戸低侵襲がん医療センター 2021年度
兵庫県 斎藤　優子 フタツカ薬局 2021年度
兵庫県 酒井　宏徳 三田市民病院 2018年度
兵庫県 佐倉　小百合 兵庫県立尼崎総合医療センター 2020年度
兵庫県 薩摩　由香里 神戸市立医療センター中央市民病院 2020年度
兵庫県 里岡　達哉 公立学校共済組合　近畿中央病院 2022年度
兵庫県 志田　有里 神戸大学医学部附属病院 2019年度
兵庫県 柴田　博子 兵庫県立ひょうごこころの医療センター 2020年度
兵庫県 高子　優子 宝塚市立病院 2022年度
兵庫県 高橋　知孝 兵庫県病院局 2018年度
兵庫県 田中　育子 市立芦屋病院 2019年度
兵庫県 田中　雅子 兵庫県立がんセンター 2021年度
兵庫県 田中　里佳 阪神調剤薬局 2022年度
兵庫県 玉田　智子 姫路赤十字病院 2021年度
兵庫県 千原　里美 市立伊丹病院 2019年度
兵庫県 塚本　美穂 公立学校共済組合近畿中央病院 2019年度
兵庫県 辻井　聡容 公立豊岡病院組合立朝来医療センター 2021年度
兵庫県 中永　かおり 公立豊岡病院組合立豊岡病院 2022年度
兵庫県 中尾　夕美 市立伊丹病院 2022年度
兵庫県 中村　豪志 兵庫医科大学病院 2019年度
兵庫県 仁木　一順 市立芦屋病院/大阪大学大学院 2019年度
兵庫県 橋間　伸行 社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院 2022年度
兵庫県 橋本　百世 市立芦屋病院 2018年度
兵庫県 濱中　努 社会医療法人三栄会ツカザキ病院 2019年度
兵庫県 原田　沙枝子 関西労災病院 2022年度
兵庫県 福田　朋子 姫路赤十字病院 2022年度
兵庫県 藤原　歩 神戸市立西神戸医療センター 2018年度
兵庫県 堀　麻衣 (医)薫風会佐野病院 2022年度
兵庫県 前田　和輝 兵庫県立尼崎総合医療センター 2022年度
兵庫県 松浦　暢子 加古川中央市民病院 2021年度
兵庫県 村田　朋美 神戸市立西神戸医療センター 2022年度
兵庫県 森尾　佳代子 神戸大学医学部附属病院 2021年度
兵庫県 山崎　彬史 神戸市立西神戸医療センター 2018年度
兵庫県 吉野　新太郎 神戸市立医療センター中央市民病院 2019年度
兵庫県 脇下　大樹 神戸低侵襲がん医療センター 2019年度
奈良県 朝日　信一 国立病院機構　奈良医療センター 2019年度
奈良県 北田　知里 市立奈良病院 2021年度
奈良県 田村　曉識 奈良県立医科大学附属病院 2022年度
奈良県 福井　愛子 近畿大学奈良病院 2019年度
奈良県 牧浦　耕平 奈良県総合医療センター 2021年度
和歌山県 井上　敦介 (独)国立病院機構　和歌山病院 2018年度
和歌山県 奥下　梨賀 和歌山労災病院 2018年度
和歌山県 木村　佳世 日本赤十字社和歌山医療センター 2022年度
和歌山県 下川　福子 労働者健康安全機構和歌山労災病院 2020年度
和歌山県 野際　俊希 (独)労働者健康安全機構和歌山労災病院 2019年度
和歌山県 東　達也 南和歌山医療センター 2018年度
和歌山県 藤原　大 和歌山県立医科大学附属病院 2022年度
和歌山県 細　直子 和歌山労災病院 2021年度
鳥取県 加藤　淳一 同愛会博愛病院 2020年度
鳥取県 川西　幸一 鳥取県立厚生病院 2020年度
鳥取県 草野　由記美 鳥取赤十字病院 2019年度
鳥取県 小谷　侑太郎 鳥取生協病院 2022年度
鳥取県 滝田　敬子 鳥取市立病院 2021年度
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鳥取県 米田　栄子 鳥取赤十字病院 2022年度
島根県 熊谷　岳文 株式会社ファーマシィ 2019年度
島根県 土江　晴江 島根大学医学部附属病院 2021年度
島根県 坪内　敦志 松江市立病院 2019年度
島根県 土井　教雄 島根大学医学部附属病院 2020年度
島根県 富山　直敏 松江赤十字病院 2018年度
島根県 西迫　多重 きりん薬局 2022年度
島根県 堀江　達夫 大田市立病院 2021年度
島根県 吉田　勝好 益田赤十字病院 2018年度
岡山県 浅野　志津 岡山赤十字病院玉野分院 2019年度
岡山県 伊墻　美幸 倉敷中央病院 2021年度
岡山県 今村　牧夫 (一財)倉敷成人病センター 2021年度
岡山県 岩本　なおみ 岡山済生会総合病院 2020年度
岡山県 鍛治園　誠 岡山大学病院 2018年度
岡山県 草信　晴美 川崎医科大学総合医療センター 2019年度
岡山県 佐田　光 岡山大学病院 2021年度
岡山県 佐藤　晶子 岡山大学病院 2018年度
岡山県 島林　逸人 サンヨー薬局　原尾島店 2021年度
岡山県 杉浦　聡 株式会社おかやま薬局 2021年度
岡山県 関　裕佳里 津山中央病院 2022年度
岡山県 竹下　和輝 岡山市立市民病院 2022年度
岡山県 長尾　由佳 倉敷中央病院 2020年度
岡山県 中島　美穂 (一財)倉敷成人病センター 2018年度
岡山県 安原　景子 川崎医科大学附属病院 2021年度
広島県 赤木　貴紀 広島赤十字・原爆病院 2018年度
広島県 秋本　伸 (株)NOV-cure 2022年度
広島県 浅野　陽子 株式会社フォーリーフ 2018年度
広島県 泉谷　悟 広島大学病院 2021年度
広島県 礒貝　明彦 JA広島総合病院 2021年度
広島県 今田　雅子 広島赤十字・原爆病院 2021年度
広島県 岩永　崇志 福山市民病院 2019年度
広島県 上野　千奈美 広島赤十字・原爆病院 2018年度
広島県 江草　徳幸 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院 2020年度
広島県 大東　敏和 広島大学病院 2021年度
広島県 大平　真也 広島赤十字・原爆病院 2019年度
広島県 岡崎　将也 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院 2019年度
広島県 岡本　伸也 尾道市立市民病院 2022年度
広島県 河本　敏貴 公立学校共済組合中国中央病院 2019年度
広島県 小畠　地余子 公立みつぎ総合病院 2019年度

広島県 阪田　安彦
地方独立行政法人　広島市立病院機構
広島市立北部医療センター安佐市民病院

2019年度

広島県 杉原　弘記 尾道市立市民病院 2019年度
広島県 妹尾　啓司 広島市立広島市民病院 2019年度
広島県 田中　和行 地方(独)広島市立病院機構　広島市立広島市民病院 2019年度
広島県 田中　りかえ 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 2021年度
広島県 原　圭子 市立三次中央病院 2021年度
広島県 平井　俊明 JA広島総合病院 2020年度
広島県 廣子　真大 株式会社大竹ファーマシー　うみい薬局 2020年度
広島県 藤本　英哲 県立広島病院 2019年度
広島県 萬光　沙紀 JA尾道総合病院 2022年度
広島県 宮本　佳奈 広島大学病院 2021年度
広島県 八本　久仁子 医療法人社団曙会シムラ病院 2020年度
広島県 山内　健 地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立舟入市民病院 2021年度
広島県 山﨑　美保 (独)労働者健康安全機構　中国労災病院 2019年度
広島県 横田　智美 済生会広島病院 2021年度
広島県 渡辺　篤 地方(独)広島市立病院機構広島市広島市民病院 2021年度
山口県 伊東　真由子 JA山口厚生連周東総合病院 2021年度
山口県 尾崎　正和 山口大学医学部附属病院 2018年度
山口県 形部　文寛 (独)国立病院機構山口宇部医療センター 2020年度
山口県 米北　浩人 山口県済生会下関総合病院 2021年度
徳島県 小林　真也 医療法人若葉会　近藤内科病院 2022年度
徳島県 田岡　寛之 徳島市民病院 2019年度
徳島県 松本　陽子 徳島県立三好病院 2018年度
徳島県 森　理保 徳島市民病院 2019年度
香川県 木村　友美 高松赤十字病院 2019年度
香川県 小西　正晃 さぬき市民病院 2021年度
香川県 小林　明菜 2020年度
香川県 鈴木　聖 香川大学医学部附属病院 2019年度
香川県 高橋　佳祐 香川労災病院 2022年度
香川県 中島　彰子 香川県立中央病院 2019年度
香川県 中西　順子 三豊総合病院 2021年度
愛媛県 淺木　基裕 十全総合病院 2022年度
愛媛県 岡部　真実 松山赤十字病院 2021年度
愛媛県 武智　宣佳 (独)国立病院機構四国がんセンター 2019年度
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愛媛県 玉井　宏一 愛媛県立中央病院 2021年度
愛媛県 飛鷹　範明 愛媛大学医学部附属病院 2021年度
愛媛県 星加　寿子 住友別子病院 2020年度
愛媛県 松下　香織 (独)労働者健康安全機構愛媛労災病院 2018年度
愛媛県 向井　直子 四国がんセンター 2019年度
愛媛県 矢野　琢也 住友別子病院 2019年度
愛媛県 山内　隆史 2018年度
高知県 藤近　拓弥 高知県立幡多けんみん病院 2018年度
高知県 三浦　千智 2021年度
高知県 宮村　憲明 高知県立幡多けんみん病院 2021年度
高知県 邑岡　俊明 高知赤十字病院 2019年度
福岡県 秋吉　尚雄 (独)地域医療機能推進機構九州病院 2018年度
福岡県 池田　宗彦 九州大学病院 2022年度
福岡県 石川　智子 久留米大学病院 2019年度
福岡県 泉谷　幸男 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部　福岡県済生会八幡総合病院 2019年度
福岡県 居塚　しのぶ JCHO　九州病院 2021年度
福岡県 井手　飛香 産業医科大学病院 2019年度
福岡県 上西　真理子 飯塚病院 2019年度
福岡県 江口　真理子 (株)大賀薬局 2018年度
福岡県 江嶋　祐樹 公立学校共済組合　九州中央病院 2021年度
福岡県 大池　貞治 社会医療法人シマダ嶋田病院 2021年度
福岡県 嘉村　昌紀 福岡赤十字病院 2022年度
福岡県 川田　哲史 福岡大学病院 2018年度
福岡県 北村　憲雅 済生会二日市病院 2021年度
福岡県 黒木　吟美 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 2022年度
福岡県 小宮　孝俊 久留米大学病院 2018年度
福岡県 椎崎　正秀 みどりの杜病院 2020年度
福岡県 重見　貴子 独立行政法人　労働者健康安全機構　九州労災病院 2019年度
福岡県 鈴木　智子 JCHO福岡ゆたか中央病院 2018年度
福岡県 築田　晃直 福岡ハートネット病院 2018年度
福岡県 仲田　浩成 (独)国立病院機構九州がんセンター 2022年度
福岡県 畑瀬　圭佐 地方独立行政法人大牟田市立病院 2020年度
福岡県 原　敦子 HYUGA　PRIMARY　CARE株式会社 2022年度
福岡県 樋口　文子 九州がんセンター 2019年度
福岡県 福江　弘子 久留米大学病院 2022年度
福岡県 藤崎　佳那子 2019年度
福岡県 船越　康太 (社医)製鉄記念八幡病院 2018年度
福岡県 松下　尚弘 浜の町病院 2021年度
福岡県 松野　知寛 福岡県済生会二日市病院 2019年度
福岡県 皆元　文恵 飯塚病院 2018年度
福岡県 宮﨑　早苗 済生会福岡総合病院 2019年度
福岡県 宗像　千恵 国際医療福祉大学 2019年度
福岡県 山田　真裕 北九州市立医療センター 2022年度
佐賀県 江口　晴香 (医)秀裕会　池田内科皮膚科医院 2020年度
佐賀県 黒部　健太郎 佐賀県医療センター好生館 2019年度
佐賀県 坂本　亜佐子 唐津赤十字病院 2021年度
佐賀県 田久保　由加里 あんず薬局 2018年度
佐賀県 宮原　強 佐賀県医療センター好生館 2018年度
長崎県 石山　明人 株式会社大島ファーマシー　八木原薬局 2019年度
長崎県 岸川　礼子 長崎大学病院 2018年度
長崎県 古賀　聖子 佐世保市総合医療センター 2018年度
長崎県 橋詰　淳哉 長崎大学病院 2019年度
長崎県 藤田　靖之 日本赤十字社長崎原爆病院 2022年度
長崎県 宮永　圭 長崎大学病院 2019年度
長崎県 龍　恵美 長崎大学病院 2020年度
熊本県 大久保　達也 荒尾市民病院 2021年度
熊本県 大野　瑞穂 熊本市民病院 2018年度
熊本県 角本　祐紀子 特定医療法人　萬生会　熊本第一病院 2018年度
熊本県 北森　靖隆 (独)労働者健康安全機構熊本労災病院 2018年度
熊本県 久保田　忍 有限会社つばめ薬局 2019年度
熊本県 塩塚　雄基 Grow　Up株式会社 2019年度
熊本県 畑　加奈子 くまもと県北病院 2018年度
熊本県 森山　彬 医療法人　回生会　山鹿回生病院 2019年度
熊本県 山下　園加 済生会熊本病院 2019年度
大分県 梅野　智美 たかだ調剤薬局 2022年度
大分県 尾形　美絵 大分県済生会日田病院 2021年度
大分県 小倉　玲子 大分大学医学部附属病院 2019年度
大分県 後藤　伴美 大分大学医学部附属病院 2022年度
大分県 菅田　佳子 大分市医師会立アルメイダ病院 2018年度
大分県 東　千尋 大分市医師会立アルメイダ病院 2022年度
大分県 藤本　愛理 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター 2019年度
大分県 堀　美保 大分ゆふみ病院 2019年度
大分県 三股　早輝子 長門莫記念会長門記念病院 2018年度
宮崎県 杉田　昌子 同心会古賀総合病院 2020年度
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宮崎県 畑中　真理 宮崎大学医学部附属病院 2022年度
鹿児島県 赤星　真広 鹿児島厚生連病院 2022年度
鹿児島県 荻尾　夕起子 霧島市立医師会医療センター 2019年度
鹿児島県 川床　優子 (社医)博愛会相良病院 2020年度
鹿児島県 迫田　耕輔 天陽会中央病院 2020年度
鹿児島県 菅原　英輝 鹿児島大学病院 2022年度
鹿児島県 竹迫　秀和 鹿児島市立病院 2019年度
鹿児島県 鳥山　純司 (独)行政法人国立病院機構指宿医療センター 2021年度
鹿児島県 鳥山　陽子 (独)国立病院機構鹿児島医療センター 2022年度
鹿児島県 中島　隆司 垂水市立医療センター垂水中央病院 2022年度
鹿児島県 中島　誠 鹿児島市医師会病院 2021年度
鹿児島県 前田　弘志 鹿児島市立病院 2019年度
沖縄県 佐久川　卓 琉球大学病院 2020年度
沖縄県 島袋　朝太郎 社会医療法人敬愛会中頭病院 2019年度

合計：827名
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