
都道府県 氏名 所属機関 認定（更新）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 2017年度
北海道 日下部　鮎子 小樽市立病院 2017年度
北海道 公平　弘樹 北見赤十字病院 2017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 2022年度
北海道 里見　眞知子 旭川医科大学病院 2021年度
北海道 鈴木　直哉 北海道消化器科病院 2017年度
北海道 鈴木　景就 北海道済生会小樽病院 2017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 2017年度
北海道 矢澤　諭 公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院 2017年度
青森県 出町　美樹 ときわ会病院 2021年度
青森県 小畑　雅司 八戸北病院 2017年度
青森県 福田　ひかる 会営青森第一調剤薬局 2017年度
青森県 村田　佳子 弘前大学医学部附属病院 2017年度
宮城県 高松　謙 東北労災病院薬剤部 2017年度
秋田県 小川　信二 JA秋田厚生連北秋田市民病院 2022年度
秋田県 櫻庭　恵一 敬徳会　藤原記念病院 2018年度
福島県 草野　元 いわき市医療センター 2018年度
福島県 斎藤　剛志 枡記念病院 2022年度
福島県 杉山　昌宏 福島労災病院 2018年度
福島県 橋浦　由記子 ファーマライズ薬局　入江店 2022年度
茨城県 細田　奈七恵 東京医科大学茨城医療センター 2022年度
栃木県 稲見　正幸 医療法人　社団友志会　石橋総合病院 2017年度
栃木県 久間田　佳彦 足利赤十字病院 2017年度
群馬県 齋田　和江 公立富岡総合病院 2017年度
群馬県 土井　信幸 高崎健康福祉大学 2017年度
埼玉県 伊藤　剛貴 草加市立病院 2017年度
埼玉県 岩井　峻一 戸田中央総合病院 2018年度
埼玉県 上野　悦子 ふれあい薬局 2022年度
埼玉県 大矢　浩之 埼玉医科大学総合医療センター 2017年度
埼玉県 髙山　俊輔 埼玉医科大学国際医療センター 2021年度
埼玉県 舘林　恵美 埼玉医科大学国際医療センター 2018年度
埼玉県 宮繁　信一 2017年度
千葉県 西川　舞子 2016年度
千葉県 吉田　神奈 日本調剤 2021年度
千葉県 渡辺　富美子 日本調剤柏の葉公園薬局 2022年度
千葉県 今関　尊司 千葉市立青葉病院 2018年度
千葉県 岩舘　純子 成田赤十字病院 2017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 小林　麻衣子 社団医療法人さつき会　袖ケ浦さつき台病院 2022年度
千葉県 畑下　真希 千葉医療センター 2021年度
千葉県 渡辺　貴志 独立行政法人　労働者健康安全機構　千葉労災病院 2017年度
千葉県 渡邉　基之 東京女子医大附属八千代医療センター 2018年度
東京都 吾妻　美香 水戸薬局在宅医療支援センター 2022年度
東京都 板垣　幸太郎 クオール株式会社 2018年度
東京都 岩川　悟 順天堂大学医学部附属順天堂医院 2018年度
東京都 上島　健太郎 日本大学医学部附属板橋病院 2018年度
東京都 梶田　治郎 協和発酵キリン(株) 2017年度
東京都 金子　健 慶應義塾大学病院 2017年度
東京都 神谷　高浩 2018年度
東京都 岸田　悦子 日本医科大学付属病院 2022年度
東京都 貴舩　亮仁 ウエルシア薬局株式会社 2017年度
東京都 河野　茉里子 東京警察病院 2017年度
東京都 小瀬　英司 帝京大学医学部附属病院 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 杉山　栄美 東京女子医科大学 2018年度
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東京都 田口　典子 日本調剤株式会社 2017年度
東京都 武井　佐和子 東京薬科大学 2017年度
東京都 田中　康裕 社会医療法人社団　慈生会　等潤病院 2022年度
東京都 前田　桂吾 株式会社フロンティアファーマシー 2018年度
東京都 守屋　貴充 東京女子医科大学八千代医療センター 2018年度
東京都 安田　博子 日本医科大学付属病院 2017年度
東京都 米屋　未紀子 東京逓信病院 2022年度
神奈川県 田中　怜 湘南医療大学 2022年度
神奈川県 相澤　康子 横須賀市立市民病院 2021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 2022年度
神奈川県 瀬戸　聡 すばる中央薬局大船店 2018年度
神奈川県 田口　真穂 横浜薬科大学 2018年度
神奈川県 武嶋　常 厚木市立病院 2017年度
神奈川県 津田　尚始 イノベイション　オブ　メディカルサービス　なかよし薬局 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 2018年度
神奈川県 西　悠吾 済生会横浜市東部病院 2018年度
神奈川県 藤澤　直美 たまプラーザ薬局 2022年度
神奈川県 丸山　哲子 みらい薬局　下倉田店 2021年度
神奈川県 宮澤　由梨 薬樹株式会社 2021年度
神奈川県 宮永　幸実 神奈川県済生会若草病院 2018年度
新潟県 大滝　麻由子 新潟県立がんセンター新潟病院 2018年度
石川県 板井　進悟 金沢大学附属病院 2022年度
石川県 西川　美香子 金沢医科大学病院 2017年度
長野県 金川　和之 ふれあい土屋薬局 2017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 2017年度
長野県 清水　誠 ひろおか薬局 2017年度
長野県 宮川　貴之 長野市薬剤師会 2022年度
岐阜県 井上　昇 高山赤十字病院 2018年度
岐阜県 鈴木　宣雄 大垣市民病院 2017年度
岐阜県 隅田　美紀 中津川市民病院 2021年度
静岡県 小野田　千晴 焼津市立総合病院 2018年度
静岡県 佐藤　哲 静岡がんセンター 2021年度
静岡県 野竹　秀幸 静岡済生会総合病院 2017年度
愛知県 宮島　永 株式会社MCCマネジメント 2022年度
愛知県 秋山　理恵 三聖堂薬局 2017年度
愛知県 岩田　慎 (有)ファーマシーヘルパーイワタ 2018年度
愛知県 北川　素子 愛知県がんセンター 2017年度
愛知県 九鬼　里香 藤田保健衛生大学病院 2017年度
愛知県 小山　佐知子 名古屋第一赤十字病院 2017年度
愛知県 末吉　真樹 JA愛知厚生連知多厚生病院 2017年度
愛知県 杉本　智哉 トヨタ記念病院 2017年度
愛知県 杉本　初枝 名古屋大学医学部附属病院 2017年度
愛知県 竹原　祐子 スギ薬局 2017年度
愛知県 橋村　孝博 めいぷる薬局 2022年度
三重県 青木　英里 国立病院機構三重中央医療センター 2017年度
三重県 岡本　明大 三重大学医学部附属病院 2017年度
三重県 野村　昌宏 医療法人普照会　もりえい病院 2017年度
三重県 濱口　直美 三重大学医学部附属病院 2017年度
三重県 堀川　恒樹 アルフレッサ(株)　上野支店 2017年度
滋賀県 長谷川　千晶 滋賀医科大学附属病院 2017年度
滋賀県 林　千裕 地方独立行政法人公立甲賀病院 2017年度
京都府 市原　英則 京都医療センター 2018年度
京都府 上森　美和子 京都大学医学部附属病院 2017年度
京都府 川畑　大輔 株式会社ゆうホールディングス 2017年度
京都府 金辻　純子 みやこ薬局　薬大前店 2017年度
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京都府 宮部　貴識 国立病院機構　大阪医療センター 2017年度
大阪府 松野　優紀 淀川キリスト教病院 2022年度
大阪府 目堅　詩乃 大阪急性期・総合医療センター 2022年度
大阪府 泉本　裕美 市立岸和田市民病院 2017年度
大阪府 井本　陽子 松下記念病院 2017年度
大阪府 榎本　美幸 (医)宝生会PL病院 2017年度
大阪府 大城　美希 大阪警察病院 2017年度
大阪府 北出　寛美 2017年度
大阪府 胡内　悠希子 （医）錦秀会阪和第二泉北病院 2017年度
大阪府 椎葉　有樹 市立豊中病院 2022年度
大阪府 下村　祥子 大阪市立大学医学部附属病院 2017年度
大阪府 高橋　智恵子 大阪医科大学附属病院 2017年度
大阪府 高橋　友梨 2017年度
大阪府 中市　里実 市立柏原病院 2017年度
大阪府 藤原　洋一 今里コスモス薬局 2017年度
大阪府 細川　泰博 クラフト株式会社 2017年度
大阪府 村井　扶 ソーク薬局 2017年度
大阪府 村山　洋子 市立池田病院 2017年度
大阪府 森　宏幸 大阪市立総合医療センター 2018年度
大阪府 守島　繁昭 カナリヤ薬局 2021年度
兵庫県 阿久井　千亜紀 兵庫医科大学病院 2017年度
兵庫県 伊藤　浩子 地方(独)加古川市民病院機構加古川中央市民病院 2017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 2022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 2017年度
兵庫県 高子　優子 宝塚市立病院 2018年度
兵庫県 橋間　伸行 (独)地域医療機能推進機構神戸中央病院 2022年度
兵庫県 堀　麻衣 (医)薫風会佐野病院 2017年度
奈良県 山﨑　直樹 生駒市立病院 2021年度
奈良県 戸田　祐子 (財)天理よろづ相談所病院 2017年度
島根県 八本　久仁子 (独)国立病院機構浜田医療センター 2017年度
岡山県 石原　泰子 （財）倉敷中央病院 2017年度
岡山県 藤原　真亜子 川崎医科大学総合医療センター 2021年度
広島県 寺岡　良洋 中電病院 2022年度
広島県 秋本　伸 (株)NOV-cure 2017年度
広島県 江草　徳幸 廣島総合病院 2017年度
山口県 尾崎　正和 山口大学医学部附属病院 2021年度
愛媛県 玉井　宏一 愛媛県立中央病院 2017年度
愛媛県 安永　大輝 愛媛大学医学部附属病院 2017年度
高知県 笹木　洋 森下病院 2017年度
福岡県 石田　恭久 タイヨードー薬局東合川店 2017年度
福岡県 居塚　しのぶ JCHO　九州病院 2017年度
福岡県 金丸　典子 北九州津屋崎病院 2017年度
福岡県 工藤　信孝 公益社団法人　八幡薬剤師会 2018年度
福岡県 熊井　香緒里 地方独立行政法人　川崎町立病院 2017年度
福岡県 佐藤　瑞枝 (医)雪ノ聖母会聖マリア病院 2017年度
福岡県 高橋　浩二郎 九州東邦株式会社 2022年度
福岡県 冨松　洋治 社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会飯塚嘉穂病院 2022年度
福岡県 長浜　久枝 産業医科大学病院 2017年度
佐賀県 田久保　由加里 さと薬局 2017年度
長崎県 神之田　和久 日本赤十字社　長崎原爆諫早病院 2022年度
熊本県 木村　美紗子 熊本機能病院 2021年度
熊本県 久保田　忍 有限会社つばめ薬局 2017年度
熊本県 畑　加奈子 公立玉名中央病院 2017年度
熊本県 山下　園加 済生会熊本病院 2017年度
大分県 阿部　純子 中津胃腸病院 2018年度
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大分県 尾形　美絵 大分県済生会日田病院 2022年度
宮崎県 長友　隆雄 宮崎大学医学部附属病院 2022年度
鹿児島県 大迫　絢加 鹿児島市立病院 2018年度
鹿児島県 上村　豪 独立行政法人国立病院機構　南九州病院 2018年度
鹿児島県 山王　奈穂子 独立行政法人　国立病院機構　鹿児島医療センター 2018年度
鹿児島県 德田　憲治 (社福)恩賜財団　済生会川内病院 2021年度
沖縄県 佐久川　卓 琉球大学医学部附属病院 2017年度
沖縄県 島袋　朝太郎 社会医療法人敬愛会中頭病院 2022年度
沖縄県 橋田　律 琉球大学医学部附属病院 2018年度
沖縄県 屋宜　有希代 社会(医)敬愛会中頭病院 2017年度

計175名

4


