
2019 年糖尿病薬物療法准認定薬剤師 134 名（敬称略） 

※2019 年 4 月現在の学会登録住所の地域別で表示しています。 

■北海道 計 9名 

石尾 有司、石田 陽美、作並 雅幸、添田 英男、津田 雅大、任田 宜史、 

松原 浩司、松村 翔太、村井 正義 

■青森県 計 1名 

木村 琴衣 

■岩手県 計 2名 

川伊藤 明人、丹代 恭太 

■宮城県 計 5名 

板垣 礼香、佐藤 伸輔、鈴木 さとみ、鈴木 美威瑠、三浦 礼子 

■秋田県 計 1名 

平泉 達哉 

■山形県 計 1名 

成田 康之 

■福島県 計 2名 

井上 佳恵、佐藤 光 

■茨城県 計 2名 

大槻 多美子、堀田 礼子 

■栃木県 計 3名 

野澤 雅彦、馬場 慎太郎、深井 克則 

■群馬県 計 2名 

牛込 秀幹、平林 優奈 

■埼玉県 計 8名 

石河 栄二、石田 真、井上 芳洋、小岩 まの、木間 なお子、坂口 理絵 

永野 浩之、宮﨑 晴美 

■千葉県 計 9名 

稲田 庸平、坂元 雄作、篠崎 香織、関 暁子、瀧平 純一、野村 和男 

深澤 佑樹、米川 沙耶香、米川 英宏 

■東京都 計 13名 

石本 園子、泉 亮介、岩下 智子、小林 洋子、佐藤 光、高野 美帆、武田 雅美、 

豊田 真由実、中田 智子、中山 美香、西村 功史、松尾 健介、森下 信 

■神奈川県 計 11名 

石井 裕也、榎本 了三、駒井 元彦、齋藤 佳苗、種村 弘樹、豊田 真由美 

藤田 茂起、細内 和政、桃井 歩、守 博史、八城 学 

■富山県 計 1名 

吉村 雅美 

■石川県 計 1名 

高桑 直子 

■福井県 計 1名 

米倉 知恵子 



■山梨県 計 1名 

渡邊 志穂 

■長野県 計 3名 

石井 和美、清水 彩子、松村 弘子 

■岐阜県 計 3名 

五藤 里奈、中島 啓二、西村 英尚 

■静岡県 計 1名 

武田 恵美 

■愛知県 計 9名 

石井 秀明、江坂 美保、加藤 滋宏、木村 優里、桜井 陽平、高松 真衣、 

戸田 貴洋、福岡 麻実、水谷 貴樹 

■三重県 計 1名 

福森 和俊 

■滋賀県 計 2名 

畑 葉子、林 健一郎 

■京都府 計 3名 

足立 易子、大津山 裕美子、松村 明日香 

■大阪府 計 6名 

九鬼 亜衣子、河野 修治、橋本 敦、橋本 久仁子、山下 恵梨香 

赤瀬 博文 

■兵庫県 計 12名 

油屋 恵、石田 詞子、高橋 仁美、谷川 まり子、谷口 和子、長尾 彰太 

並村 澄子、花木 真美子、松本 由加里、八木 久美、若三 智子、和久 裕尚 

■鳥取県 計 2名 

池田 愛、前田 めぐみ 

■岡山県 計 3名 

上田 久美子、大橋 智子、草信 晴美 

■広島県 計 3名 

川口 健、前田 和彦、森田 啓嗣 

■山口県 計 2名 

井向 雅美、田中 一邦 

■香川県 計 1名 

入江 純子 

■愛媛県 計 1名 

阿部 記史 

■福岡県 計 4名 

釜田 充浩、重松 ゆかり、福山 雄卯介、藤渕 大樹 

■長崎県 計 1名 

村木 龍三郎 

 



■熊本県 計 1名 

山本 清子 

■大分県 計 2名 

黒江 徹也、渕 聡一郎 

■鹿児島県 計 1名 

田中 洋平 

 


