
日本医療薬学 2023年4月14日現在

一般社団法人日本医療薬学会 医療薬学専門薬剤師認定制度 

医療薬学指導薬剤師認定者名簿（859名）

氏名 所属施設 都道府県

飯田 慎也 旭川医科大学病院 北海道

小野 尚志 旭川医科大学病院 北海道

中馬 真幸 旭川医科大学病院 北海道

山下 恭範 旭川医科大学病院 北海道

山本 譲 旭川医科大学病院 北海道

山田 英俊 医療法人渓仁会札幌西円山病院 北海道

新沼 芳文 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 北海道

本郷 文教 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 ／渓仁会法人本部 北海道

黒畑 美津枝 医療法人社団研仁会北海道脳神経外科記念病院 北海道

徳留 章 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 北海道

浅野 順治 NTT東日本札幌病院 北海道

谷口 亮央 株式会社ナカジマ薬局 北海道

山下 隆 株式会社北海道保健企画・南区ひまわり薬局 北海道

須田 範行 国家公務員共済組合会斗南病院 北海道

福土 将秀 札幌医科大学附属病院 北海道

藤居 賢 札幌医科大学附属病院 北海道

小林 龍 JA北海道厚生連旭川厚生病院 北海道

佐藤 弘康 JA北海道厚生連網走厚生病院 北海道

中田 浩雅 社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 北海道

粟屋 敏雄 市立旭川病院 北海道

後藤 仁和 市立札幌病院 北海道

齊藤 嘉津彦 市立根室病院 北海道

里見 眞知子 だいだいの丘クリニック 北海道

相馬 まゆ子 天使病院 北海道

井藤 達也 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 北海道

門村 将太 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 北海道

井関 健 北海道医療大学 北海道

小林 道也 北海道医療大学 北海道

平野 剛 北海道医療大学 北海道

岩尾 一生 北海道医療大学病院 北海道

大滝 康一 北海道科学大学 北海道

佐藤 秀紀 北海道科学大学 北海道

樋浦 一哉 北海道科学大学 北海道

郡 修徳 北海道厚生局 北海道

佐藤 夕紀 北海道大学大学院 北海道

菅原 満 北海道大学大学院 北海道

川合 真次 北海道大学病院 北海道

武隈 洋 北海道大学病院 北海道
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氏名 所属施設 都道府県

黒澤 菜穂子 北海道

柴山 良彦 北海道

結城 祥充 北海道

大久保 正 七福薬局むつ 青森県

新岡 丈典 弘前大学医学部附属病院 青森県

高橋 宏彰 岩手医科大学附属病院 岩手県

二瓶 哲 岩手医科大学附属病院 岩手県

蒲澤 一行 岩手県立大学 岩手県

中村 浩規 恩賜財団済生会北上済生会病院 岩手県

宮城 宣明 創志白澤会 岩手県

及川 幸子 岩手県

松浦 誠 岩手県

片山 潤 石巻市立病院 宮城県

我妻 恭行 東北医科薬科大学 宮城県

薄井 健介 東北医科薬科大学 宮城県

小嶋 文良 東北医科薬科大学 宮城県

鈴木 裕之 東北医科薬科大学 宮城県

村井 ユリ子 東北医科薬科大学 宮城県

渡辺 善照 東北医科薬科大学 宮城県

岡田 浩司 東北医科薬科大学病院 宮城県

菊池 大輔 東北医科薬科大学病院 宮城県

櫻井 淳二 東北医科薬科大学若林病院 宮城県

菊地 正史 東北大学大学院 宮城県

富岡 佳久 東北大学大学院 宮城県

五十嵐 敏明 東北大学病院 宮城県

佐賀 利英 日本赤十字社石巻赤十字病院 宮城県

田中 敏 みやぎ県南中核病院 宮城県

猪岡 京子 宮城県立がんセンター 宮城県

橋本 貴尚 有限会社健康堂薬局 宮城県

齊藤 伸 秋田県立循環器・脳脊髄センター 秋田県

赤嶺 由美子 秋田大学医学部附属病院 秋田県

鐙屋 舞子 秋田大学医学部附属病院 秋田県

加賀谷 英彰 秋田大学医学部附属病院 秋田県

中居 肇 大館市立総合病院 秋田県

白石 正 日新薬品株式会社 山形県

志田 敏宏 山形大学医学部附属病院 山形県

山口 浩明 山形大学医学部附属病院 山形県

細谷 順 山形県

住谷 賢治 医療創生大学 福島県

伊藤 鍛 奥羽大学 福島県

木皿 重樹 奥羽大学 福島県
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氏名 所属施設 都道府県

鈴木 康裕 奥羽大学 福島県

中川 直人 奥羽大学 福島県

今野 昌悦 公益財団法人星総合病院 福島県

尾形 浩 福島県立医科大学 福島県

黒田 純子 福島県立医科大学附属病院 福島県

武田 光志 医療法人慶友会守谷慶友病院 茨城県

垣内 祥宏 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 茨城県

新井 克明 医療法人渡辺会大洗海岸病院 茨城県

宮本 昌二 株式会社アガぺ 茨城県

四十物 由香 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県

平井 利幸 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県

幸田 幸直 つくば国際大学 茨城県

神林 泰行 筑波大学附属病院 茨城県

鈴木 嘉治 筑波大学附属病院 茨城県

土岐 浩介 筑波大学附属病院 茨城県

堀内 学 筑波大学附属病院 茨城県

本間 真人 筑波大学附属病院 茨城県

田中 直哉 株式会社ピノキオファルマ 栃木県

倉本 敬二 国際医療福祉大学 栃木県

杉山 奈津子 国際医療福祉大学 栃木県

高崎 新也 国際医療福祉大学 栃木県

前澤 佳代子 国際医療福祉大学 栃木県

荒川 昌史 自治医科大学附属病院 栃木県

石塚 和美 新小山市民病院 栃木県

外山 智章 獨協医科大学病院 栃木県

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

山本 康次郎 群馬県

北澤 貴樹 医療法人小宮山医院 埼玉県

金井 紀仁 医療法人社団武蔵野会新座病院 埼玉県

藤堂 真紀 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県

牧野 好倫 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県

町田 充 さいたま赤十字病院 埼玉県

沼尻 幸彦 城西大学 埼玉県

宮崎 美子 戸田中央総合病院 埼玉県

井出 直仁 日本薬科大学 埼玉県

猪爪 信夫 日本薬科大学 埼玉県

小茂田 昌代 医療法人沖縄徳洲会千葉西総合病院 千葉県

畝本 賜男 医療法人SHIODA塩田病院 千葉県

松木 祥彦 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 千葉県

伊藤 葉子 医療法人社団太公会我孫子東邦病院 千葉県
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氏名 所属施設 都道府県

鈴木 正論 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 千葉県

横山 晴子 株式会社アシストあやめ薬局下志津店 千葉県

下村 斉 国際医療福祉大学市川病院 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

加納 大輔 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 千葉県

児玉 庸夫 城西国際大学 千葉県

佐々木 英久 城西国際大学 千葉県

濱田 潤 千葉県済生会習志野病院 千葉県

関根 祐子 千葉大学 千葉県

内田 雅士 千葉大学医学部附属病院 千葉県

鈴木 貴明 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

河野 洋平 東京理科大学 千葉県

嶋田 修治 東京理科大学 千葉県

花輪 剛久 東京理科大学 千葉県

真野 泰成 東京理科大学 千葉県

石井 敏浩 東邦大学 千葉県

花井 雄貴 東邦大学 千葉県

松尾 和廣 東邦大学 千葉県

土井 啓員 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県

髙田 勝利 成田赤十字病院 千葉県

岸川 幸生 日本大学 千葉県

辻 泰弘 日本大学 千葉県

林 宏行 日本大学 千葉県

松本 宜明 日本大学 千葉県

仲佐 啓詳 東千葉メディカルセンター 千葉県

三浦 剛 千葉県

山口 友明 一般財団法人慈愛会慈愛病院 東京都

折井 孝男 一般社団法人医療データ活用基盤整備機構／東京医療保健大学大学院 東京都

武田 泰生 一般社団法人日本病院薬剤師会 東京都

長谷川 敦 医療法人財団順和会山王病院 東京都

徳山 絵生 医療法人社団根岸病院 東京都

田中 昌代 NTT東日本関東病院 東京都

中山 裕一 NTT東日本関東病院 東京都

中村 悦子 株式会社医療福祉運営機構 東京都

柴田 壮一 北里大学北里研究所病院 東京都

平山 武司 北里大学北里研究所病院 東京都

若林 進 杏林大学医学部付属病院 東京都

青森 達 慶應義塾大学 東京都

今井 俊吾 慶應義塾大学 東京都

大谷 壽一 慶應義塾大学 東京都
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氏名 所属施設 都道府県

河添 仁 慶應義塾大学 東京都

地引 綾 慶應義塾大学 東京都

中村 智徳 慶應義塾大学 東京都

堀 里子 慶應義塾大学 東京都

松元 一明 慶應義塾大学 東京都

米澤 淳 慶應義塾大学 東京都

池谷 修 慶應義塾大学病院 東京都

早川 智久 慶應義塾大学病院 東京都

村松 博 慶應義塾大学病院 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

大谷 道輝 公益財団法人佐々木研究所 東京都

松元 美香 公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 東京都

山元 俊憲 公益財団法人昭和大学医学・医療振興財団 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

中村 裕義 国際医療福祉大学三田病院 東京都

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

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

赤木 祐貴 国立病院機構本部 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

原澤 秀樹 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 東京都

木村 利美 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

小瀬 英司 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

千葉 健史 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

今井 志乃ぶ 昭和大学 東京都

今村 知世 昭和大学 東京都

川添 和義 昭和大学 東京都

倉田 なおみ 昭和大学 東京都

栗原 竜也 昭和大学 東京都

向後 麻里 昭和大学 東京都

佐々木 忠徳 昭和大学 東京都

前田 真之 昭和大学 東京都

百 賢二 昭和大学 東京都

須永 登美子 昭和大学歯科病院 東京都

田中 広紀 昭和大学病院付属東病院 東京都

長南 謙一 昭和薬科大学 東京都

濱本 知之 昭和薬科大学 東京都

渡部 一宏 昭和薬科大学 東京都

石丸 博雅 聖路加国際病院 東京都
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五十嵐 正博 調布病院 東京都

板垣 文雄 帝京大学 東京都

土屋 雅勇 帝京大学 東京都

安野 伸浩 帝京大学 東京都

安原 眞人 帝京大学 東京都

渡辺 茂和 帝京大学 東京都

渡部 多真紀 帝京大学 東京都

濃沼 政美 帝京平成大学・大学院 東京都

富田 隆 帝京平成大学 東京都

並木 徳之 帝京平成大学 東京都

石渡 泰芳 東京医科歯科大学病院 東京都

永田 将司 東京医科歯科大学病院 東京都

輿石 徹 東京医科大学八王子医療センター 東京都

竹内 裕紀 東京医科大学病院 東京都

中澤 佑介 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都

原田 大 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都

清水 孝子 東京証券業健康保険組合診療所 東京都

浜田 幸宏 東京女子医科大学病院 東京都

大野 能之 東京大学医学部附属病院 東京都

高山 和郎 東京大学医学部附属病院 東京都

長瀬 幸恵 東京大学医学部附属病院 東京都

山本 武人 東京大学医学部附属病院 東京都

大沢 幸嗣 東京逓信病院 東京都

並木 路広 東京逓信病院 東京都

新田 茜 東京逓信病院 東京都

平島 由香 東京都立小児総合医療センター 東京都

諏訪 淳一 東京都立多摩南部地域病院 東京都

大山 勝宏 東京薬科大学 東京都

片桐 文彦 東京薬科大学 東京都

木村 耕二 東京薬科大学 東京都

下枝 貞彦 東京薬科大学 東京都

杉浦 宗敏 東京薬科大学 東京都

鈴木 賢一 東京薬科大学　 東京都

高柳 理早 東京薬科大学 東京都

平田 尚人 東京薬科大学 東京都

山田 安彦 東京薬科大学 東京都

酒井 正博 東邦大学医療センター大橋病院 東京都

木村 伊都紀 東邦大学医療センター大森病院 東京都

西澤 健司 東邦大学医療センター大森病院 東京都

髙田 美和子 特定医療法人研精会東京さつきホスピタル 東京都

川名 純一 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 東京都
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細野 浩之 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 東京都

片山 歳也 独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター 東京都

近藤 匡慶 日本医科大学多摩永山病院 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

赤瀬 朋秀 日本経済大学大学院 東京都

細谷 治 日本赤十字社医療センター 東京都

今井 徹 日本大学医学部附属板橋病院 東京都

栃倉 尚広 日本大学医学部附属板橋病院 東京都

中山 敏光 日本大学医学部附属板橋病院 東京都

早坂 正敏 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

奥山 清 八王子薬剤センター薬局 東京都

浅井 和範 星薬科大学 東京都

池内 由里 星薬科大学 東京都

小川 ゆかり 武蔵野大学 東京都

三原 潔 武蔵野大学 東京都

大野 恵子 明治薬科大学 東京都

鈴木 陽介 明治薬科大学 東京都

安 武夫 明治薬科大学 東京都

磯崎 貞夫 薬局わかば 東京都

山村 喜一 山村薬局 東京都

青山 隆夫 東京都

小川 竜一 東京都

菅野 智 東京都

桒原 健 東京都

齋藤 百枝美 東京都

鈴木 和寿 東京都

平舩 寛彦 東京都

佐村 優 医療法人社団緑成会横浜総合病院 神奈川県

計良 貴之 川崎市立川崎病院 神奈川県

厚田 幸一郎 北里大学 神奈川県

前田 実花 北里大学／北里大学病院 神奈川県

尾鳥 勝也 北里大学病院 神奈川県

小松 敏彰 北里大学病院 神奈川県

椎 崇 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

小杉 隆祥 景翠会金沢病院 神奈川県

仲村 裕子 小磯薬局 神奈川県

田中 庸一 国立医薬品食品衛生研究所 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
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田隝 博樹 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 神奈川県

今浦 将治 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 神奈川県

塩川 満 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 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

竹内 尚子 湘南医療大学　 神奈川県

田中 怜 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

田中 恒明 聖テレジア会聖ヨゼフ病院 神奈川県

荒木 良介 大和市立病院 神奈川県

髙橋 賢成 横浜市立市民病院 神奈川県

井口 恵美子 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県

鈴木 信也 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県

谷川 浩司 横浜総合病院 神奈川県

大塚 邦子 横浜薬科大学 神奈川県

岡田 賢二 横浜薬科大学 神奈川県

桑原 弘行 横浜薬科大学 神奈川県

渡邊 徹 横浜薬科大学 神奈川県

佐伯 康弘 神奈川県

小野田 学時 一般社団法人新潟市薬剤師会 新潟県

大久保 耕嗣 株式会社えちごメディカル西長岡センター薬局 新潟県

三星 知 新潟勤労者医療協会下越病院 新潟県

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

吉野 真樹 新潟県立新発田病院 新潟県

細川 浩輝 新潟厚生連長岡中央綜合病院 新潟県

島田 泉 新潟大学医歯学総合病院 新潟県

朝倉 俊成 新潟薬科大学 新潟県

磯邉 浩和 新潟薬科大学 新潟県

齊藤 幹央 新潟薬科大学 新潟県

継田 雅美 新潟薬科大学 新潟県

守内 匡 公立学校共済組合北陸中央病院 富山県

鶴居 勝也 公立南砺中央病院 富山県

池崎 友明 富山県済生会高岡病院 富山県

藤 秀人 富山大学大学院 富山県

新田 淳美 富山大学大学院 富山県

山之内 恒昭 富山大学附属病院 富山県

北澤 英徳 瑠璃光薬局秋吉店 富山県

金本 郁男 富山県

三村 泰彦 富山県
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齋藤 誠 医療法人社団和宏会大手町病院 石川県

多賀 允俊 金沢医科大学病院 石川県

大川 浩子 金沢赤十字病院 石川県

石崎 純子 金沢大学 石川県

菅 幸生 金沢大学 石川県

松下 良 金沢大学 石川県

崔 吉道 金沢大学附属病院 石川県

中出 順也 金沢大学附属病院 石川県

竹田 元 株式会社アルプ 石川県

岡田 守弘 北陸大学 石川県

林 誠 石川県

白波瀬 正樹 杉田玄白記念公立小浜病院 福井県

堀田 栄治 福井県済生会病院 福井県

平賀 貴志 福井県薬剤師会 福井県

後藤 伸之 福井大学医学部附属病院 福井県

塚本 仁 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

佐々木 逸美 福井中央クリニック 福井県

八田 寿夫 福仁会病院 福井県

三浦 篤史 JA長野厚生連佐久総合病院 長野県

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

岡澤 香津子 JA長野厚生連北信総合病院 長野県

森川 剛 JA長野厚生連北信総合病院 長野県

柴田 海斗 信州大学医学部附属病院 長野県

内藤 隆文 信州大学医学部附属病院 長野県

長井 克浩 信州大学医学部附属病院 長野県

鹿角 昌平 長野中央病院 長野県

大森 栄 長野県

勝山 善彦 長野県

百瀬 泰行 長野県

岡安 伸二 朝日大学病院 岐阜県

後藤 千寿 岩砂病院・岩砂マタニティ 岐阜県

大森 智史 エース薬局船附店 岐阜県

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

大橋 健吾 大垣市民病院 岐阜県

郷 真貴子 大垣市民病院 岐阜県

篠田 康孝 大垣市民病院 岐阜県

中島 啓二 大垣市民病院 岐阜県

松岡 知子 大垣市民病院 岐阜県

吉村 知哲 大垣市民病院 岐阜県

9 / 22 ページ



日本医療薬学 2023年4月14日現在

氏名 所属施設 都道府県

朝倉 恵美子 株式会社平成調剤薬局 岐阜県

梅村 雅之 岐阜医療科学大学 岐阜県

重山 昌人 岐阜医療科学大学 岐阜県

谷澤 克弥 岐阜医療科学大学 岐阜県

安田 公夫 岐阜医療科学大学 岐阜県

丸山 順也 岐阜県立多治見病院 岐阜県

宮部 芳之 岐阜県立多治見病院 岐阜県

青山 智 岐阜市民病院 岐阜県

大澤 友裕 岐阜市民病院 岐阜県

田中 和秀 岐阜市民病院 岐阜県

水井 貴詞 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

鈴木 昭夫 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県

丹羽 隆 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

舘 知也 岐阜薬科大学 岐阜県

寺町 ひとみ 岐阜薬科大学 岐阜県

林 秀樹 岐阜薬科大学 岐阜県

中村 光浩 岐阜薬科大学 岐阜県

平出 耕石 中部国際医療センター 岐阜県

吉岡 史郎 特定医療法人録三会太田病院 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

堀内 正 ファイン総合薬局本局 岐阜県

杉山 正 岐阜県

野毛 一郎 うさぎ薬局 静岡県

川上 純一 国立大学法人浜松医科大学 静岡県

堀 雄史 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 静岡県

丸山 修治 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 静岡県

見野 靖晃 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 静岡県

八木 達也 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 静岡県

山田 尚広 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 静岡県

山本 吉章 国立病院機 静岡てんかん・神経医療センター 静岡県

粂 哲雄 静岡県立静岡がんセンター 静岡県

佐藤 哲 静岡県立静岡がんセンター 静岡県

井上 和幸 静岡県立大学 静岡県

内田 信也 静岡県立大学 静岡県

賀川 義之 静岡県立大学 静岡県

辻 大樹 静岡県立大学 静岡県

大塚 誠 静岡大学 静岡県
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本田 勝亮 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

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

北村 修 聖隷沼津病院 静岡県

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

橋本 久邦 静岡県

大西 正文 愛知医科大学病院 愛知県

塩田 有史 愛知医科大学病院 愛知県

浦野 公彦 愛知学院大学 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

脇屋 義文 愛知学院大学 愛知県

渡邊 法男 愛知学院大学 愛知県

桜田 宏明 一宮市立市民病院 愛知県

滝本 典夫 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 愛知県

山下 雅代 医療法人深谷会富士病院 愛知県

水谷 勝 えむわん薬局 愛知県

坂田 洋 春日井市民病院 愛知県

伊藤 由紀 株式会社スギヤマ薬品 愛知県

水野 裕之 株式会社ヤナセ薬局 愛知県

柴田 賢三 株式会社ヤナセ薬局センター調剤薬局豊田厚生病院前店 愛知県

池田 義明 金城学院大学 愛知県

大嶋 耐之 金城学院大学 愛知県

林 高弘 金城学院大学 愛知県

水谷 秀樹 金城学院大学 愛知県

梅村 拓巳 公立陶生病院 愛知県

戸田 康裕 小牧市民病院 愛知県

山本 泰大 小牧市民病院 愛知県

杉浦 洋二 JA愛知厚生連安城更生病院 愛知県

藤井 友和 JA愛知厚生連安城更生病院 愛知県

三浦 崇則 JA愛知厚生連安城更生病院 愛知県

中村 和行 JA愛知厚生連豊田厚生病院 愛知県

祢冝田 和正 JA愛知厚生連豊田厚生病院 愛知県

市江 敏和 JA愛知厚生連海南病院 愛知県

鈴木 大介 JA愛知厚生連江南厚生病院 愛知県

野村 賢一 社会医療法人財団新和会八千代病院 愛知県

伊藤 功治 社会医療法人総合大雄会病院 愛知県

伊藤 哲也 新生会第一病院 愛知県

田中 義輝 新生会第一病院 愛知県

大津 稔彦 相談薬局の大津 愛知県

後藤 拓也 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 愛知県

平野 淳 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 愛知県
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河井 和子 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 愛知県

壁谷 めぐみ 名古屋記念病院 愛知県

日比 聡 名古屋記念病院 愛知県

佐藤 由美子 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県

日比 陽子 名古屋市立大学大学院　 愛知県

稲垣 孝行 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

梅村 朋 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

千﨑 康司 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

宮川 泰宏 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

宮崎 典子 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

矢野 亨治 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

山田 清文 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

木全 司 名古屋第二赤十字病院 愛知県

横山 稔厚 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県

加藤 博史 藤田医科大学 愛知県

安藤 洋介 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県

山田 成樹 藤田医科大学病院 愛知県

荒川 裕貴 三河大野もみじ薬局 愛知県

亀井 浩行 名城大学 愛知県

田辺 公一 名城大学 愛知県

野田 幸裕 名城大学 愛知県

守屋 友加 名城大学 愛知県

武藤 達也 名鉄病院 愛知県

丸山 昌広 明陽会成田記念病院 愛知県

板倉 由縁 愛知県

加藤 勝義 愛知県

近藤 有 愛知県

藤岡 愛子 愛知県

前田 剛司 愛知県

小西 喜昭 JA三重厚生連松阪中央総合病院 三重県

榎屋 友幸 鈴鹿医療科学大学 三重県

大井 一弥 鈴鹿医療科学大学 三重県

垣東 英史 鈴鹿医療科学大学 三重県

森 尚義 鈴鹿医療科学大学 三重県

木村 匡男 鈴鹿回生病院 三重県

小出 哲朗 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 三重県

永田 裕章 ときわ薬局 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

松田 浩明 独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター 三重県

岩本 卓也 三重大学医学部附属病院 三重県
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高井 靖 三重ハートセンター 三重県

加藤 秀雄 三重県

國領 俊之 公立甲賀病院 滋賀県

赤羽 理也 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県

炭 昌樹 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県

早川 太朗 市立大津市民病院 滋賀県

古俵 孝明 彦根市立病院 滋賀県

池上 英文 立命館大学 滋賀県

石塚 良子 立命館大学 滋賀県

一川 暢宏 立命館大学 滋賀県

上島 智 立命館大学 滋賀県

角本 幹夫 立命館大学 滋賀県

桂 敏也 立命館大学 滋賀県

野田 哲史 立命館大学 滋賀県

藤田 卓也 立命館大学 滋賀県

楠本 正明 あい薬局 京都府

橋本 博史 医療法人清仁会亀岡シミズ病院 京都府

川勝 一雄 医療法人稲門会いわくら病院 京都府

岡田 雅文 株式会社ミルキーファーマシーフタバ調剤薬局マイン 京都府

小森 桂子 京都第一赤十字病院 京都府

池見 泰明 京都大学医学部附属病院 京都府

尾崎 淳子 京都大学医学部附属病院 京都府

片田 佳希 京都大学医学部附属病院 京都府

北田 徳昭 京都大学医学部附属病院 京都府

杉本 充弘 京都大学医学部附属病院 京都府

寺田 智祐 京都大学医学部附属病院 京都府

平 大樹 京都大学医学部附属病院 京都府

深津 祥央 京都大学医学部附属病院 京都府

山本 崇 京都大学医学部附属病院 京都府

津田 真弘 京都大学大学院 京都府

友金 幹視 京都第二赤十字病院 京都府

野口 裕介 京都第二赤十字病院 京都府

小山 光 京都府立医科大学附属病院 京都府

豕瀬 諒 京都薬科大学 京都府

栄田 敏之 京都薬科大学 京都府

中村 暢彦 京都薬科大学 京都府

西口 工司 京都薬科大学 京都府

村木 優一 京都薬科大学 京都府

岡田 博 京都薬科大学 京都府

竹田 和也 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 京都府

藤村 保夫 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 京都府
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堀 哲史 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 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

村田 龍宣 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

杉浦 伸一 同志社女子大学 京都府

成橋 和正 同志社女子大学 京都府

森本 健幹 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 京都府

荒谷 忍 京都府

関本 裕美 京都府

向井 淳治 和泉市立総合医療センター 大阪府

和泉 智 医療法人仁真会白鷺病院 大阪府

大里 恭章 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 大阪府

丸山 顕 ABC薬局山崎店 大阪府

加藤 隆児 大阪医科薬科大学 大阪府

神林 祐子 大阪医科薬科大学 大阪府

中村 任 大阪医科薬科大学 大阪府

中村 敏明 大阪医科薬科大学 大阪府

宮崎 誠 大阪医科薬科大学 大阪府

本橋 秀之 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

和田 恭一 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

小林 豊英 大阪医科薬科大学病院 大阪府

川口 博資 大阪市立大学医学部附属病院 大阪府

浦嶋 庸子 大阪大谷大学 大阪府

小西 廣己 大阪大谷大学 大阪府

名徳 倫明 大阪大谷大学 大阪府

高橋 正也 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府

中村 安孝 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府

池田 賢二 大阪大学 大阪府

奥田 真弘 大阪大学医学部附属病院 大阪府

前田 真一郎 大阪大学医学部附属病院 大阪府

池村 健治 大阪大学医学部附属病院　 大阪府

高橋 一栄 大阪府済生会野江病院 大阪府

阿南 節子 大阪ブレストクリニック 大阪府

三箇山 宏樹 関西医科大学総合医療センター 大阪府

打谷 和記 関西医科大学附属病院 大阪府

川瀬 泰裕 関西医科大学附属病院 大阪府

河野 えみ子 関西医科大学附属病院 大阪府

濱口 良彦 関西電力病院 大阪府

細見 光一 近畿大学 大阪府
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石渡 俊二 近畿大学 大阪府

髙橋 克之 近畿大学 大阪府

家田 正子 近畿大学病院 大阪府

木寺 康裕 近畿大学病院 大阪府

栁江 正嗣 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

中蔵 伊知郎 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 大阪府

井倉 恵 国立循環器病研究センター 大阪府

山下 大輔 国立病院機構大阪医療センター 大阪府

石坂 敏彦 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

大石 雅子 滋慶医療科学大学院大学 大阪府

浦田 元樹 社会医療法人寿楽会大野記念病院 大阪府

小泉 祐一 社会医療法人生長会府中病院 大阪府

高橋 宏幸 社会福祉法人大阪社会医療センター付属病院 大阪府

萱野 勇一郎 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会中津病院 大阪府

下村 一徳 市立池田病院 大阪府

瀬名波 宏昌 市立池田病院 大阪府

長谷川 豊 市立貝塚病院 大阪府

田中 雅幸 摂南大学 大阪府

辻 敏和 摂南大学 大阪府

小島 一晃 高槻赤十字病院 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

藤田 敬子 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

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

矢倉 裕輝 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 大阪府

小林 政彦 日本赤十字社大阪赤十字病院 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

石田 茂伸 ベルランド総合病院 大阪府

西岡 達也 八尾市立病院 大阪府

太田 美由希 大阪府

櫛田 宏幸 大阪府

西井 諭司 大阪府

松村 千佳子 大阪府

平田 純生 I&H株式会社 兵庫県

西田 英之 IHI播磨病院 兵庫県

櫻井 美由紀 関西労災病院 兵庫県

金 啓二 神戸朝日病院 兵庫県

江角 悟 神戸学院大学 兵庫県
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杉岡 信幸 神戸学院大学 兵庫県

宇田 篤史 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

大村 友博 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

木村 丈司 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

槇本 博雄 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

山下 和彦 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

山本 和宏 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

矢野 育子 神戸大学医学部附属病院 兵庫県

上田 久美子 神戸薬科大学 兵庫県

竹下 治範 神戸薬科大学 兵庫県

今井 清隆 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県

辻井 聡容 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県

小林 睦 宝塚市立病院 兵庫県

西山 祐美 宝塚市立病院 兵庫県

吉岡 睦展 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

久米 学
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

橋田 亨
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

室井 延之
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

中浴 伸二
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

西市民病院
兵庫県

奥野 昌宏 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

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

竹田 克明 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 兵庫県

福澤 正隆 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 兵庫県

畑中 由香子 姫路赤十字病院 兵庫県

寺岡 麗子 姫路獨協大学 兵庫県

増田 智先 姫路獨協大学 兵庫県

木下 淳 兵庫医科大学 兵庫県

宮本 朋佳 兵庫医科大学 兵庫県

村上 雅裕 兵庫医科大学 兵庫県

志方 敏幸 兵庫医科大学ささやま医療センター 兵庫県

植田 貴史 兵庫医科大学病院 兵庫県

木村 健 兵庫医科大学病院 兵庫県

高橋 佳子 兵庫医科大学病院 兵庫県

桒原 晶子 武庫川女子大学 兵庫県

田内 義彦 武庫川女子大学 兵庫県
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森田 聡子 兵庫県

和田 敦 兵庫県

林 友典 近畿大学奈良病院 奈良県

平田 敦士 近畿大学奈良病院 奈良県

西川 豊 公益財団法人天理よろづ相談所病院 奈良県

池西 政幸 公益財団法人天理よろづ相談所病院 奈良県

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

治田 匡平 奈良県立医科大学附属病院 奈良県

阪口 勝彦 エバーグリーン薬局 和歌山県

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

野田 明宏 日本赤十字社和歌山医療センター 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

丸田 栄一 有限会社サンミ企画サクラ調剤薬局 和歌山県

江頭 伸昭 和歌山県立医科大学 和歌山県

須野 学 和歌山県立医科大学 和歌山県

山田 孝明 和歌山県立医科大学 和歌山県

松原 和夫 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県

金田 達也 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県

森田 俊博 日野病院組合日野病院 鳥取県

安食 健一 島根県立中央病院 島根県

園山 智宏 島根県立中央病院 島根県

石原 慎之 島根大学医学部附属病院 島根県

川端 奈緒美 島根大学医学部附属病院 島根県

玉木 宏樹 島根大学医学部附属病院 島根県

直良 浩司 島根大学医学部附属病院 島根県

矢野 貴久 島根大学医学部附属病院 島根県

林原 正和 安来市立病院 島根県

野津 和人 島根県

川上 恭弘 岡山済生会総合病院 岡山県

森 英樹 岡山赤十字病院 岡山県

有吉 範高 岡山大学 岡山県

河崎 陽一 岡山大学病院 岡山県

蔵田 靖子 岡山大学病院 岡山県

座間味 義人 岡山大学病院 岡山県

西原 茂樹 岡山大学病院 岡山県

東恩納 司 岡山大学病院 岡山県

二宮 洋子 川崎医科大学附属病院 岡山県

髙栁 和伸 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 岡山県

徳田 衡紀 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 岡山県

原 景子 こやま薬局 岡山県

北村 佳久 就実大学 岡山県

17 / 22 ページ



日本医療薬学 2023年4月14日現在

氏名 所属施設 都道府県

名和 秀起 就実大学 岡山県

佐藤 みのり 創和会重井医学研究所附属病院 岡山県

春木 祐人 津山中央病院 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

守安 洋子 岡山県

畝井 浩子 一般財団法人緑風会 広島県

西原 昌幸 医療法人社団輔仁会太田川病院 広島県

杉原 弘記 尾道市立市民病院 広島県

佐々木 紀彰 国家公務員共済組合連合会広島記念病院 広島県

池本 雅章 済生会広島病院 広島県

岡村 和彦 済生会広島病院 広島県

佐々木 雄啓 済生会広島病院 広島県

安原 昌子 JA尾道総合病院 広島県

阿部 圭輔 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

菅原 隆文 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

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
広島県

村上 礼隆
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

面田 恵 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 広島県

西園寺 真二 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 広島県

中村 護 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 広島県

福原 伸治 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 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

大松 秀明 広島国際大学 広島県

田山 剛崇 広島国際大学 広島県

猪川 和朗 広島大学大学院 広島県

森川 則文 広島大学大学院 広島県

柴田 ゆうか 広島大学病院 広島県

高根 浩 福山大学 広島県

前田 頼伸 福山大学 広島県

森川 記道 マツダ株式会社マツダ病院 広島県

安原 昌宏 マツダ株式会社マツダ病院 広島県

高野 幹久 安田女子大学 広島県

髙畑 英信 安田女子大学 広島県

佐藤 雄己 広島県

吉廣 尚大 広島県

宮野 直之 医療法人和同会宇部西リハビリテーション病院 山口県

黒川 陽介 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学　 山口県
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岡田 直人 山口大学医学部附属病院 山口県

北原 隆志 山口大学医学部附属病院 山口県

山本 武史 山口県

白野 陽正 徳島文理大学 徳島県

堀ノ内 裕也 徳島文理大学 徳島県

田中 裕章 香川大学医学部附属病院 香川県

樋口 和子 香川大学医学部附属病院 香川県

元木 貴大 香川大学医学部附属病院 香川県

山口 佳津騎 香川大学医学部附属病院 香川県

飯原 なおみ 徳島文理大学香川薬学部 香川県

池田 博昭 徳島文理大学香川薬学部 香川県

石田 志朗 徳島文理大学香川薬学部 香川県

芳地 一 徳島文理大学香川薬学部 香川県

白石 貴寿 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 香川県

浅川 隆重 今治市医師会市民病院 愛媛県

武市 佳己 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県

田中 守 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県

飛鷹 範明 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県

田中 亮裕 済生会西条病院 愛媛県

大島 幹弘 れんげ堂薬局池田店 愛媛県

田中 照夫 社会医療法人仁生会細木病院 高知県

吉岡 三郎 高知県

町田 聖治 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 福岡県

虎石 顕一 医療法人江頭会さくら病院 福岡県

森岡 淳子 医療法人恒生堂永田整形外科病院 福岡県

田中 博和 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 福岡県

宮津 大輔 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 福岡県

梅田 勇一 株式会社麻生飯塚病院 福岡県

石田 茂 九州大学病院 福岡県

末次 王卓 九州大学病院 福岡県

田島 壮一郎 九州大学病院 福岡県

永田 健一郎 九州大学病院 福岡県

髙橋 浩二郎 九州東邦株式会社 福岡県

酒井 義朗 久留米大学病院 福岡県

湯川 栄二 ケミストアンドファーマシスト 福岡県

西村 信弘 国際医療福祉大学 福岡県

平木 洋一 国際医療福祉大学 福岡県

髙武 嘉道 国立病院機構九州医療センター 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

野中 敏治 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 福岡県

植木 哲也 産業医科大学病院 福岡県
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中川 義浩 JCHO久留米総合病院 福岡県

首藤 英樹 第一薬科大学 福岡県

末松 文博 地域医療機能推進機構九州病院 福岡県

後藤 隆 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 福岡県

桑村 恒夫 独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院 福岡県

三嶋 一登 福岡山王病院 福岡県

鷲山 厚司 福岡市薬剤師会薬局 福岡県

大石 裕樹 福岡赤十字病院 福岡県

中野 貴文 福岡大学 福岡県

林 稔展 福岡大学 福岡県

安高 勇気 福岡大学 福岡県

今給黎 修 福岡大学筑紫病院 福岡県

池内 忠宏 福岡大学病院 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

神村 英利 福岡大学病院 福岡県

田渕 知佳 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

佐田 宏子 福岡県

髙見 直子 福岡県

江本 晶子 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県

木村 早希子 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県

川嵜 博文 厚生会虹が丘病院 長崎県

溝口 晶子 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 長崎県

樋口 則英 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

佐道 紳一 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

三角 紳博 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 長崎県

大磯 茂 長崎国際大学 長崎県

神田 紘介 長崎国際大学 長崎県

室 高広 長崎国際大学 長崎県

宮元 敬天 長崎大学 長崎県

中嶋 幹郎 長崎大学大学院 長崎県

兒玉 幸修 長崎大学病院 長崎県

佐々木 均 長崎大学病院 長崎県

橋詰 淳哉 長崎大学病院 長崎県

宮﨑 浩行 一般財団法人恵和会保険薬局 熊本県

本田 義輝 医療法人熊本桜十字桜十字熊本宇城病院 熊本県

下石 和樹 熊本赤十字病院 熊本県

陣上 祥子 熊本赤十字病院 熊本県

石塚 洋一 熊本大学・大学院 熊本県
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近藤 悠希 熊本大学大学院 熊本県

尾田 一貴 熊本大学病院 熊本県

齋藤 秀之 熊本大学病院 熊本県

田上 直美 熊本大学病院 熊本県

成田 勇樹 熊本大学病院 熊本県

小園 亜希 国立病院機構熊本医療センター 熊本県

柴田 啓智 済生会熊本病院 熊本県

門脇 大介 崇城大学 熊本県

中嶋 弥穂子 崇城大学 熊本県

井上 大奨 独立行政法人国立病院機構熊本南病院 熊本県

星野 輝彦 ハッピー薬局 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

平池 美香子 熊本県

永野 俊玲 オアシス第一病院 大分県

伊東 弘樹 大分大学医学部附属病院 大分県

倉成 正恵 大分大学医学部附属病院 大分県

龍田 涼佑 大分大学医学部附属病院 大分県

中原 良介 大分大学医学部附属病院 大分県

山村 亮太 大分大学医学部附属病院 大分県

堀 南奈子 国立病院機構別府医療センター 大分県

井上 真 社会医療法人敬和会大分岡病院 大分県

緒方 賢次 九州保健福祉大学 宮崎県

鈴木 彰人 九州保健福祉大学 宮崎県

川俣 洋生 国立病院機構宮崎東病院 宮崎県

池田 龍二 宮崎大学医学部附属病院　 宮崎県

奥村 智美 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県

奥村 学 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県

関屋 裕史 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県

吉川 直樹 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県

石田 和久 出水郡医師会広域医療センター 鹿児島県

岩下 佳敬 出水郡医師会広域医療センター 鹿児島県

中尾 承司 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

中島 誠 鹿児島市医師会病院 鹿児島県

金澤 直子 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 鹿児島県

新田 美奈 鹿児島大学病院 鹿児島県

村山 由香里 鹿児島大学病院 鹿児島県

岸本 真 霧島市立医師会医療センター 鹿児島県

中村 千鶴子 玉水会病院 鹿児島県

下堂薗 権洋 公益法人昭和会いまきいれ総合病院 鹿児島県
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山形 真一 国立病院機構鹿児島医療センター 鹿児島県

宮坂 善之 瀬戸内徳洲会病院 鹿児島県

本屋 敏郎 垂水市立医療センター垂水中央病院 鹿児島県

谷口 潤 独立行政法人国立病院機構指宿医療センター 鹿児島県

山口 辰哉 鹿児島県

津曲 恭一 独立行政法人国立病院機構沖縄病院 沖縄県

潮平 英郎 琉球大学病院 沖縄県

鈴木 毅 琉球大学病院 沖縄県

外間 惟夫 琉球大学病院 沖縄県
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