
日本医療薬学会 2023年4月1日現在

※認定停止の人数は除く

氏名 所属施設 都道府県 備考

井澤 佐知子 日本調剤　札医大前薬局 北海道

大野 伴和 まつもと薬局 北海道 認定停止中（2023年4月～）

齊藤 達也 新札幌中央薬局 北海道

佐藤 彰紘 コトブキ調剤薬局帯広店 北海道 認定停止中（2023年4月～）

谷口 知明 北海道

辻 裕太 北海道

仲尾 洋子 日本調剤　医大前調剤薬局 北海道

西村 祐思 北海道

針谷 真則 北海道 認定停止中（2022年3月～）

岡野 聡 日本調剤　弘前薬局 青森県

佐々木 賢輔 岩手県

新谷 裕子 ひかり薬局台原 宮城県

尾形 晶子 ひかり薬局大学病院前調剤センター 宮城県

城守 隆宏 宮城県 認定停止中（2023年1月～）

菅原 茂樹 青葉の杜薬局　東北大病院前店 宮城県

福島 岳 日本調剤　東北大前薬局 宮城県

藤田 尚宏 ひかり薬局大学病院前調剤センター 宮城県

松浦 綾子 ひかり薬局大学病院前調剤センター 宮城県

伊藤 史恵 日本調剤　山形大前薬局 山形県

永井 基瑛 アイン薬局　県立中央2号店 山形県

芳賀 文香 山形県

笹原 侑祐 クオール薬局つくば桐の葉モール店 茨城県

政本 康成 アイン薬局　つくば天久保店 茨城県

秋山 真衣 あきやま薬局 栃木県

加藤 誠一 ピノキオ薬局南河内店 栃木県

小黒 佳代子 プラス薬局高崎吉井店 群馬県

門下 鉄也 あずまみまもり薬局 群馬県

須藤 洋行 共創未来 太田薬局 群馬県

金井 良記 アイン薬局 前橋店 群馬県

倉田 英明 とまと薬局　千葉中央店 千葉県

関谷 秀 かえで薬局 千葉県

西垣 貴司 クオール薬局いのはなテラス店 千葉県

細川 清史 ファーコス薬局だいした 千葉県

横山 晴子 あやめ薬局　下志津店 千葉県

坪井 悠太 日本調剤　北里薬局 神奈川県

仲野 真悟 神奈川県 認定停止中（2022年4月～）

松永 裕理 エムシー薬局渕野辺店 神奈川県 認定停止中（2022年5月～）

柳沼 知幸 神奈川県

安井 法美 日本調剤 大正薬局 神奈川県 認定停止中（2023年4月～）

赤嶺 美奈 和同会薬局　駿河台店 東京都

大熊 祐美 アイン薬局 板橋店 東京都

佐藤 里穂子 ファーコス薬局　用賀三丁目 東京都 認定停止中（2023年4月～）

澤井 一 和同会薬局　湯島店 東京都

島田 淳史 スエヤス調剤薬局文京店 東京都

杉浦 孝太郎 薬局ホームケアファーマシー田無店 東京都

初田 稔 ココカラファイン薬局砧店 東京都 認定停止中（2022年3月～）

原山 真理子 すばる薬局 東京都

松本 佳子 ファーコス薬局新宿 東京都

三宅 祥太 アイン薬局　西新宿店 東京都

森山 京英 アイン薬局　三崎店 東京都

梅山 克寿 日本調剤　佐久薬局 長野県

塩野 美友紀 長野県 認定停止中（2023年3月～）

田村 真哉 長野県

津村 直孝 長野県

正野 隆 若里土屋薬局 長野県

地域薬学ケア専門薬剤師（がん） 暫定認定者名簿　（１４３名※）

一般社団法人日本医療薬学会 地域薬学ケア専門薬剤師認定制度
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氏名 所属施設 都道府県 備考

村田 稔弥 長野県薬剤師会会営薬局 長野県

山田 真弘 長野県 認定停止中（2022年4月～）

浅野 恭平 アイン薬局富山大学病院前店 富山県

唐崎 奈央子 アイン薬局富山西店 富山県

友成 真理 富山県

藤岡 孝志 特定非営利活動法人とやまコミュメデ・ラボ　やくとファーマシー大島 富山県

松浦 晶子 コトブキ薬局七尾店 石川県

丸一 泰雅 若葉らいふ薬局 石川県

梅田 文人 福井県薬業株式会社　なごみ薬局　和田店 福井県

中村 薫 株式会社ナチュラルライフ　木田らいふ薬局 福井県

塩谷 衣津子 レモン薬局三方原店 静岡県

野嶋 芳紀 杏林堂薬局浜松医大調剤センター 静岡県

溝渕 秀敏 うさぎ薬局　高島店 静岡県

石原 千春 調剤薬局ａｍａｎｏ名古屋医療センター前2号店 愛知県 認定停止中（2022年4月～）

沖 和代 沖勘六薬局 愛知県

掛谷 雅之 沖勘六薬局 愛知県

加藤 貴美 ココカラファイン薬局　八事日赤前店 愛知県

河野 史子 愛知県

柴田 賢三 センター調剤薬局　豊田厚生病院前店 愛知県

早笋 奈美香 アイン薬局小牧店 愛知県

松本 憲昭 株式会社　スギ薬局 愛知県 認定停止中（2022年7月～）

安井 一正 スズキ調剤薬局 愛知県

矢部 和昭 株式会社スギ薬局 愛知県

吉田 達司 スギ薬局名古屋大学病院店 愛知県 認定停止中（2023年4月～）

伊野 陽子 岐阜県 認定停止中（2022年4月～）

山下 修司 岐阜薬科大学附属薬局 岐阜県 認定停止中（2023年4月～）

明比 朋子 フラワー薬局西丸の内店 三重県 （内 2022年6月～2023年3月認定停止）

織戸 るり子 ココカラファイン薬局　日赤前店 三重県

小林 竜也 一般社団法人三重県薬剤師会会営久居調剤薬局 三重県

竜田 都加 ココカラファイン薬局　ミタス伊勢店 三重県

林 広成 一般社団法人三重県薬剤師会会営津調剤薬局 三重県

松本 浩次 阪神調剤薬局　三重大前店 三重県

山田 康裕 けやき調剤薬局 三重県

山中 幸典 イワオ薬局日赤前ミタス伊勢店 三重県

臼井 孝 滋賀県 認定停止中（2021年4月～）

木村 貴徳 滋賀県

澤田 千惠 日本調剤　滋賀医大前薬局 滋賀県

十亀 裕子 滋賀県薬剤師会会営薬局 滋賀県

西川 育子 フロンティア薬局本宮店 滋賀県

野田 佳子 フロンティア薬局滋賀医大店 滋賀県

大東 真理子 一般社団法人　メディカプラン京都　すこやか薬局 京都府

佐村 頼寿 日本調剤　船井薬局 京都府

田尻 ユカリ オーツカ調剤薬局府立医大前店 京都府

足立 理奈 兵庫県 認定停止中（2022年2月～）

小原 将太 阪神調剤薬局　神大店 兵庫県

木村 大地 日本調剤　ポートアイランド薬局 兵庫県

古賀 大介 兵庫県 認定停止中（2022年10月～）

清水 友香 兵庫県 認定停止中（2022年9月～）

田中 里佳 兵庫県

田村 知子 フロンティア薬局　宝塚店 兵庫県

中尾 紘子 兵庫県

西倉 加余 株式会社サエラ　サエラ薬局神戸長田店 兵庫県 認定停止中（2023年4月～）

村上 紘世 アイン薬局　宝塚店 兵庫県

大矢 幸恵 ファーコス薬局ふくしま 大阪府

河端 明子 大阪府

柴山 はる子 大阪府

杉本 崇 なの花薬局中津店 大阪府

田中 直也 アイン薬局　八尾店 大阪府

仲西 毅 阪神調剤薬局　大阪がんセンター店 大阪府

西村 碧 そうごう薬局　梅田北店 大阪府

2 / 3 



日本医療薬学会 2023年4月1日現在

氏名 所属施設 都道府県 備考

正岡 麻里 大阪府 認定停止予定（2023年6月～）

馬渕 泰典 大阪府

吉留 実慧子 大阪府

福間 宏 ファーマシイ薬局しまね医大前 島根県

岡 三佐子 岡薬局田中店 岡山県

岸本 康司 日本調剤　北長瀬薬局 岡山県

齊藤 友紀 あかり薬局本店 岡山県

鶴海 宏之 日本調剤　岡大前薬局 岡山県

西宮 祐輔 Ｅ薬局竜操店 岡山県

渡邉 尚也 アイン薬局　岡大病院店 岡山県

岡 健太 ココカラファイン薬局　安佐市民病院前店 広島県

田中 越 純薬株式会社　第一薬局廿日市 広島県

丸尾 俊博 アイン薬局　徳島大学病院店 徳島県

立道 貴清 きむら調剤薬局 香川県

小野 貴光 ゆき薬局 愛媛県

亀田 慶太 あい薬局 愛媛県

坂川 興規 愛媛県 認定停止中（2023年4月～）

渡部 覚氏 エビスヤ薬局志津川店 愛媛県

西川 直也 三栄堂薬局 山口県

江口 真理子 株式会社 大賀薬局 野芥調剤店 福岡県

加藤 正久 福岡市薬剤師会薬局七隈店 福岡県

金子 絵里奈 福岡市薬剤師会薬局七隈店 福岡県

工藤 信孝 脇園薬局 福岡県

汐待 加織 大賀薬局　九大病院東門前店 福岡県

直井 一晃 サンキュー薬局　小倉駅北口店 福岡県

本田 雅志 総合メディカル株式会社　そうごう薬局天神中央店 福岡県

松下 隼士 さくら薬局　和白店 福岡県

笹野 寿基 タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店 佐賀県

竹原 美穂 タイヘイ薬局　メディカルモールおぎ店 佐賀県

西阪 宏彰 タイヘイ薬局Aコープ店 佐賀県

安川 徹 タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店 佐賀県

山田 裕介 タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店 佐賀県

吉田 貴大 タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店 佐賀県

岩崎 章吾 井手薬局在宅療養支援つむぎ 長崎県

大川 晶 どりぃむ薬局 長崎県

貴田 郁美 アイン薬局長崎中央店 長崎県

鈴木 智香子 あおかた調剤薬局 長崎県

鰐口 和也 長崎県

梅野 智美 たかだ調剤薬局 大分県

中島 美紀 (有)キムラ薬局　本店 大分県

天方 奉子 熊本県

粟嶋 敏 日本調剤　熊本薬局 熊本県

稲葉 一郎 薬局セントラルファーマシー長嶺 熊本県

近藤 元三 薬局セントラルファーマシー長嶺 熊本県

上運天 玲子 宮崎県

鮎川 修 南日本薬剤センター薬局 鹿児島県

井上 彰夫 鹿児島県薬剤師会薬局 鹿児島県 認定停止中（2023年4月～）

川畑 信浩 鹿児島県

金野 泰 南日本薬剤センター薬局中山店 鹿児島県

東中川 雅史 海浜薬局 鹿児島県

吉永 里香子 鹿児島県

注）研修を中止している暫定認定者は「認定停止中」となります。
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