
日本医療薬学会 2023年4月10日現在

一般社団法人日本医療薬学会 がん専門薬剤師認定制度 

がん指導薬剤師認定者名簿（351名）

氏名 所属施設 都道府県

桂川 みき JA北海道厚生連札幌厚生病院 北海道

玉木 慎也 KKR札幌医療センター 北海道

小野 尚志 旭川医科大学病院 北海道

谷口 亮央 株式会社ナカジマ薬局 北海道

中村 勝之 札幌医科大学附属病院 北海道

徳留 章 札幌東徳洲会病院 北海道

里見 眞知子 だいだいの丘クリニック 北海道

元茂 拓法 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 北海道

高田 慎也 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 北海道

熊井 正貴 北海道大学病院 北海道

齋藤 佳敬 北海道大学病院 北海道

久保田 康生 北海道大学病院 北海道

柴山 良彦 北海道

照井 一史 弘前大学医学部附属病院 青森県

二瓶 哲 岩手医科大学附属病院 岩手県

和賀 信継 岩手県立大船渡病院 岩手県

小笠原 信敬 株式会社リペリコ 岩手県

岡田 浩司 東北医科薬科大学病院 宮城県

菊地 正史 東北大学大学院 宮城県

土屋 雅美 宮城県立がんセンター 宮城県

芦埜 和幸 公立学校共済組合東北中央病院 山形県

小野 裕紀 山形県立中央病院 山形県

延川 正雄 山形市立病院済生館 山形県

松田 圭一郎 山形市立病院済生館 山形県

志田 敏宏 山形大学医学部附属病院 山形県

鈴木 薫 山形県

松田 美樹子 山形県

黒田 純子 福島県立医科大学附属病院 福島県

髙橋 貴子 福島県

大神 正宏 茨城県立中央病院 茨城県

鈴木 嘉治 筑波大学附属病院 茨城県

奥田 泰考 自治医科大学附属病院 栃木県

外山 智章 獨協医科大学病院 栃木県

新井 隆広 群馬県立がんセンター 群馬県

藤田 行代志 群馬県立がんセンター 群馬県

大林 恭子 高崎健康福祉大学 群馬県

藤堂 真紀 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県
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牧野 好倫 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県

中山 季昭 埼玉県立がんセンター 埼玉県

伊勢崎 竜也 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 千葉県

安室 修 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 千葉県

川澄 賢司 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉県

鈴木 真也 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉県

竹野 美沙樹 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉県

野村 久祥 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉県

松井 礼子 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉県

米村 雅人 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉県

龍島 靖明 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉県

今井 千晶 千葉大学医学部附属病院 千葉県

山崎 伸吾 千葉大学医学部附属病院 千葉県

市田 泰彦 千葉県

計良 貴之 川崎市立川崎病院 神奈川県

稲野 寛 北里大学病院 神奈川県

谷川原 祐介 慶應義塾大学 神奈川県

太田 一郎 公立大学法人横浜市立大学附属病院 神奈川県

小井土 啓一 国立病院機構横浜医療センター 神奈川県

加藤 裕久 湘南医療大学 神奈川県

国分 秀也 湘南医療大学 神奈川県

佐藤 淳也 湘南医療大学 神奈川県

市倉 大輔 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県

縄田 修一 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県

原田 知彦 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター 神奈川県

渡邊 雅明 独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 神奈川県

松久 哲章 一般社団法人 日本病院薬剤師会 東京都

河添 仁 慶應義塾大学 東京都

青山 剛 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

川上 和宜 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

小林 一男 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

柴田 直樹 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

杉崎 崇人 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

鈴木 亘 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

竹野 伸洋 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

前 勇太郎 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

横川 貴志 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

市川 和哉 厚生労働省 東京都

文 靖子 厚生労働省 東京都

久保 晶子 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京都
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齋藤 義正 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京都

佐野 智望 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京都

中島 寿久 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京都

橋本 浩伸 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京都

牧原 玲子 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京都

渡部 大介 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 東京都

大橋 養賢 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 東京都

伊藤 忠明 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 東京都

今村 知世 昭和大学 東京都

百 賢二 昭和大学 東京都

石丸 博雅 聖路加国際病院 東京都

高山 慎司 聖路加国際病院 東京都

板垣 文雄 帝京大学 東京都

杉本 雅和 帝京大学医学部附属病院 東京都

吉元 公一 東京医科大学八王子医療センター 東京都

東 加奈子 東京医科大学病院 東京都

鮎原 秀明 東京医科大学病院 東京都

柏瀬 しのぶ 東京女子医科大学病院 東京都

深谷 寛 東京女子医科大学病院 東京都

黒田 誠一郎 東京大学医科学研究所附属病院 東京都

福司 佳穂里 東京大学医科学研究所附属病院 東京都

折山 豊仁 東京大学医学部附属病院 東京都

奈良 克彦 東京大学医学部附属病院 東京都

祝 千佳子 東京大学大学院 東京都

下枝 貞彦 東京薬科大学 東京都

鈴木 賢一 東京薬科大学 東京都

越川 一誠 東邦大学医療センター大森病院 東京都

吾妻 慧一 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 東京都

新井 聡子 独立行政法人 国立病院機構災害医療センター 東京都

宮澤 真帆 都立多摩総合医療センター 東京都

髙瀬 久光 日本医科大学多摩永山病院 東京都

伊勢 雄也 日本医科大学付属病院 東京都

輪湖 哲也 日本医科大学付属病院 東京都

中山 敏光 日本大学医学部附属板橋病院 東京都

葉山 達也 日本大学医学部附属板橋病院 東京都

早坂 正敏 日本大学医学部附属板橋病院 東京都

宮田 広樹 日本調剤株式会社 東京都

佐野 元彦 星薬科大学 東京都

平出 誠 星薬科大学 東京都

杉 富行 明治薬科大学 東京都
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河野 友昭 東京都

中村 美波理 東京都

渡辺 和美 東京都

貝瀬 眞由美 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 新潟県

田中 佳美 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県

吉野 真樹 新潟県立新発田病院 新潟県

坂井 由紀 新潟大学医歯学総合病院 新潟県

丸山 陵子 長岡赤十字病院 新潟県

杉山 昌秀 JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 長野県

滝澤 康志 飯山赤十字病院 長野県

六波羅 孝 伊那中央病院 長野県

井出 貴之 信州大学医学部附属病院 長野県

網野 一真 諏訪赤十字病院 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 長野県

久保田 豊 長野市民病院 長野県

古川 卓也 長野市民病院 長野県

若林 雅人 長野赤十字病院 長野県

松澤 直樹 長野県

吉川 英里 高岡市民病院 富山県

高瀬 美咲枝 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 富山県

高木 昭佳 富山大学附属病院 富山県

山之内 恒昭 富山大学附属病院 富山県

久保 杏奈 石川県立中央病院 石川県

北出 紘規 加賀市医療センター 石川県

高橋 喜統 金沢医科大学病院 石川県

菅 幸生 金沢大学 石川県

志村 裕介 金沢大学附属病院 石川県

高林 真貴子 金沢大学附属病院 石川県

原 祐輔 金沢大学附属病院 石川県

山本 奈歩 金沢大学附属病院 石川県

宇夛 裕基 株式会社スパーテル 石川県

宮澤 憲治 国立病院機構 金沢医療センター 石川県

桂 英之 小松市民病院 石川県

林 誠 石川県

山田 千代子 石川県

根來 寛 福井大学医学部附属病院 福井県

渡邉 享平 福井大学医学部附属病院 福井県

石川 寛 静岡県立静岡がんセンター 静岡県

山本 圭祐 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 静岡県

中道 秀徳 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院 静岡県
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嘉屋 道裕 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 静岡県

中垣 繁 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 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 静岡県

平野 公美 浜松医療センター 静岡県

宮本 康敬 浜松医療センター 静岡県

加藤 敏明 ピーエフシー株式会社ポプラ薬局久米田店 静岡県

冨田 敦和 JA愛知厚生連江南厚生病院 愛知県

河原 昌美 愛知学院大学 愛知県

松浦 克彦 愛知学院大学 愛知県

渡邊 法男 愛知学院大学 愛知県

前田 章光 愛知県がんセンター 愛知県

橋本 直弥 愛知県がんセンター中央病院 愛知県

大島 有美子 一宮市立市民病院 愛知県

桜田 宏明 一宮市立市民病院 愛知県

伴 晶子 公立西知多総合病院 愛知県

三島 江津子 公立西知多総合病院 愛知県

山口 智江 独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 愛知県

桂川 健司 トヨタ記念病院 愛知県

杉本 智哉 トヨタ記念病院 愛知県

久田 達也 トヨタ記念病院 愛知県

石川 元章 豊橋市民病院 愛知県

牛膓 沙織 名古屋掖済会病院 愛知県

川出 義浩 名古屋市立大学病院 地域包括ケア推進・研究センター 愛知県

近藤 勝弘 名古屋市立大学病院 愛知県

片岡 智美 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

宮崎 雅之 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

櫛原 朋恵 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県

櫛原 秀之 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県

小山 佐知子 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県

向山 直樹 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県

木全 司 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県

吉田 弘樹 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県

太田 秀基 藤田医科大学 岡崎医療センター 愛知県

安藤 洋介 藤田医科大学 ばんたね病院 愛知県

熊澤 里美 藤田医科大学病院 愛知県

森 舞子 藤田医科大学病院 愛知県

片山 広美 碧南市民病院 愛知県

荒川 裕貴 三河大野もみじ薬局 愛知県

伊藤 佳織 名城大学 愛知県

築山 郁人 名城大学 愛知県
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丸山 昌広 明陽会成田記念病院 愛知県

板倉 由縁 愛知県

岩井 美奈 大垣市民病院 岐阜県

宇佐美 英績 大垣市民病院 岐阜県

岡田 和智 大垣市民病院 岐阜県

木村 美智男 大垣市民病院 岐阜県

郷 真貴子 大垣市民病院 岐阜県

吉村 知哲 大垣市民病院 岐阜県

谷澤 克弥 岐阜医療科学大学 岐阜県

大野 裕之 岐阜県総合医療センター 岐阜県

大澤 友裕 岐阜市民病院 岐阜県

安田 昌宏 岐阜市民病院 岐阜県

飯原 大稔 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県

石原 正志 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県

藤井 宏典 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県

平出 耕石 中部国際医療センター 岐阜県

兼松 哲史 独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 岐阜県

中根 茂喜 独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 岐阜県

加藤 杏子 伊勢赤十字病院 三重県

三宅 知宏 伊勢赤十字病院 三重県

間瀬 広樹 独立行政法人国立病院機構 榊原病院 三重県

岩本 卓也 三重大学医学部附属病院 三重県

若杉 吉宣 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県

古俵 孝明 彦根市立病院 滋賀県

野田 哲史 立命館大学 滋賀県

小森 桂子 京都第一赤十字病院 京都府

北田 徳昭 京都大学医学部附属病院 京都府

中村 暢彦 京都薬科大学 京都府

小林 由佳 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 京都府

土手 賢史 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 京都府

大野 恵一 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 京都府

本多 伸二 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 京都府

内田 まやこ 同志社女子大学 京都府

松浦 暢子 加古川中央市民病院 兵庫県

櫻井 美由紀 関西労災病院 兵庫県

水田 直美 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

近藤 万友美 宝塚市立病院 兵庫県

池末 裕明 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県

平畠 正樹 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県

森本 茂文 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター 兵庫県
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関 恭子 独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院 兵庫県

中村 豪志 兵庫医科大学病院 兵庫県

柳井 美奈 兵庫医科大学病院 兵庫県

山下 典子 兵庫医科大学病院 兵庫県

荒瀬 みのり 兵庫県立がんセンター 兵庫県

和田 敦 兵庫県

北澤 文章 独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 奈良県

下川 福子 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院 和歌山県

藤原 大一朗 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県

眞下 惠次 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県

神林 祐子 大阪医科薬科大学 大阪府

矢野 良一 大阪医科薬科大学 大阪府

後藤 愛実 大阪医科薬科大学病院 大阪府

畑 智恵子 大阪医科薬科大学病院 大阪府

高橋 正也 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府

中尾 將彦 大阪市立総合医療センター 大阪府

𠮷田 徹也 大阪市立総合医療センター 大阪府

門脇 裕子 大阪大学医学部附属病院 大阪府

山本 智也 大阪大学医学部附属病院 大阪府

浦川 龍太 大阪大学歯学部附属病院 大阪府

上田 幹子 大阪大学大学院 大阪府

阿南 節子 大阪ブレストクリニック 大阪府

藤原 季美子 近畿大学病院 大阪府

藤井 良平 関西医科大学附属病院 大阪府

河野 えみ子 関西医科 附属病院 大阪府

髙橋 克之 近畿大学 大阪府

横山 聡 近畿大学 大阪府

淺野 肇 近畿大学病院 大阪府

尾上 雅英 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 大阪府

中多 陽子 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 大阪府

藤井 千賀 堺市立総合医療センター 大阪府

安井 友佳子 堺市立総合医療センター 大阪府

小泉 祐一 社会医療法人生長会府中病院 大阪府

富士谷 昌典 社会医療法人生長会府中病院 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 大阪府

村地 康 市立東大阪医療センター 大阪府

小島 一晃 高槻赤十字病院 大阪府

植田 有希 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 大阪府

山東 真寿美 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 大阪府

中野 寛之 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 大阪府
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角川 幸男 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 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 大阪府

金銅 葉子 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 大阪府

望月 千枝 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 大阪府

畑 裕基 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 大阪府

宮城 和代 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 大阪府

北村 瑞穂 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 大阪府

渡邊 裕之 パナソニック健康保険組合 松下記念病院 大阪府

秦 英司 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県

玉木 宏樹 島根大学医学部附属病院 島根県

大谷 豊司 松江赤十字病院 島根県

今村 牧夫 一般財団法人倉敷成人病センター 岡山県

森 英樹 岡山赤十字病院 岡山県

鍛治園 誠 岡山大学病院 岡山県

蔵田 靖子 岡山大学病院 岡山県

田坂 友紀 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 岡山県

船越 幸代 独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院 岡山県

岡村 和彦 済生会広島病院 広島県

妹尾 啓司 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 広島県

北本 真一 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 広島県

古谷 智裕 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 広島県

田頭 尚士 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 広島県

小暮 友毅 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター 広島県

山﨑 美保 独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院 広島県

佐伯 康之 広島大学病院 広島県

本永 正矩 広島大学病院 広島県

佐藤 雄己 広島県

小中 健 徳島市民病院 徳島県

組橋 由記 徳島赤十字病院 徳島県

櫻田 巧 徳島大学病院 徳島県

田中 裕章 香川大学医学部附属病院 香川県

谷口 仁司 香川県

濟川 聡美 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県

矢野 琢也 住友別子病院 愛媛県

橋本 浩季 松山赤十字病院 愛媛県

村上 通康 松山赤十字病院 愛媛県

野村 政孝 高知大学医学部附属病院 高知県

小川 喜通 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 山口県

末次 王卓 九州大学病院 福岡県

秦 晃二郎 九州大学病院 福岡県

8 / 9 ページ



日本医療薬学会 2023年4月10日現在

氏名 所属施設 都道府県

高橋 誠 久留米大学病院 福岡県

児玉 沙奈恵 公立学校共済組合九州中央病院 福岡県

佐々木 好美 公立学校共済組合九州中央病院 福岡県

樋口 美奈子 公立学校共済組合九州中央病院 福岡県

和田 依子 公立学校共済組合九州中央病院 福岡県

篠原 義剛 産業医科大学病院 福岡県

横山 雄一 産業医科大学病院 福岡県

三好 孝法 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 福岡県

三嶋 一登 福岡山王病院 福岡県

林 稔展 福岡大学 福岡県

内山 将伸 福岡大学病院 福岡県

緒方 憲太郎 福岡大学病院 福岡県

松尾 宏一 福岡大学病院 福岡県

渡邊 裕之 福岡徳洲会病院 福岡県

木村 早希子 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県

古野 龍也 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県

森 善洋 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター 長崎県

兒玉 幸修 長崎大学病院 長崎県

橋詰 淳哉 長崎大学病院 長崎県

龍田 涼佑 大分大学医学部附属病院 大分県

葉田 昌生 独立行政法人地域医療機能推進機構 南海医療センター 大分県

宇都 直哉 株式会社 ハートフェルト 熊本県

山室 蕗子 熊本市立熊本市民病院 熊本県

合澤 啓二 熊本赤十字病院 熊本県

政 賢悟 熊本大学医学部附属病院 熊本県

山口 圭太郎 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 熊本県

池田 龍二 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県

岩下 佳敬 出水郡医師会広域医療センター 鹿児島県

冨山 成章 出水総合医療センター 鹿児島県

佐多 照正 鹿児島厚生連病院 鹿児島県

森岡 友美 鹿児島厚生連病院 鹿児島県

有馬 純子 鹿児島市立病院 鹿児島県

新田 美奈 鹿児島大学病院 鹿児島県

鳥山 陽子 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 鹿児島県
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