
 JPDS 日本くすりと糖尿病学会 認定制度 

糖尿病薬物療法認定薬剤師 認定証発行年別一覧表 （2019 年 4 月認定） 

新規認定者（46 名） 

 

番号 施設所在地（都道府県名） 氏名 備考（施設名など）

1 北海道 野口　景子

2 北海道 葛葉　守

3 北海道 小野　寿子

4 宮城県 佐藤　恵理子

5 宮城県 松本　健司

6 栃木県 野澤　彰

7 栃木県 小黒　佐友里

8 埼玉県 木村　正彦

9 千葉県 福井　宗憲

10 千葉県 今井　桂子

11 東京都 松永　幸子

12 東京都 井上　真由美

13 東京都 西條　雅美

14 東京都 井上　岳

15 東京都 冨士野　裕子

16 東京都 阿部　真也

17 東京都 田中　光子

18 神奈川県 石井　由紀子

19 神奈川県 石川　恵子

20 神奈川県 土井　路子

21 神奈川県 堀井　剛史

22 神奈川県 藤本　昌子

23 愛知県 服部　芳明

24 愛知県 野村　浩夫

25 愛知県 中村　敏史

26 愛知県 田中　伸明

27 愛知県 橋本　雅子

28 愛知県 森 春樹

29 三重県 岡　孝子

30 京都府 牛嶋　麻紀

31 兵庫県 奥貞　智

32 兵庫県 増本　憲生

33 兵庫県 三木　育子

34 広島県 大東　敏和

35 岡山県 石橋　真実

36 香川県 宝田　繁基

37 山口県 益成　宏

38 福岡県 中嶋　友代

39 福岡県 竹中　美紗

40 佐賀県 中村　栄子

41 佐賀県 園田 利広

42 長崎県 川尻　さおり

43 長崎県 山下　真由美

44 長崎県 立石 正幸

45 熊本県 西村　博之

46 宮崎県 伊東　健一



 JPDS 日本くすりと糖尿病学会 認定制度 

糖尿病薬物療法認定薬剤師 認定証発行年別一覧表 （2020 年 4 月認定） 

新規認定者（13 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） 氏名 備考（施設名など）

1 北海道 青木 有希子

2 福島県 菅原 秀樹

3 山梨県 寺田　芳弘

4 千葉県 石村　淳

5 千葉県 本野　雅子

6 東京都 大都　千賀子

7 東京都 宮前　玲子

8 東京都 伊賀　千夏

9 愛知県 久保田　亜希

10 三重県 永田　裕章

11 福岡県 井上　亜紗美

12 大分県 濵野 峰子

13 佐賀県 江本　 晶子



 JPDS 日本くすりと糖尿病学会 認定制度 

糖尿病薬物療法認定薬剤師 認定証発行年別一覧表 （2021 年 4 月認定） 

新規認定者（38 名） 

 

 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） 氏名 備考（施設名など）

1 北海道 久嶋真紀子

2 北海道 橋本哲郎

3 北海道 今野可奈子

4 北海道 佐々木弘好

5 北海道 濱谷忠佑

6 福島県 石井重亮

7 茨城県 長沢法子

8 栃木県 星野加寿子

9 埼玉県 稲秀士

10 千葉県 原敬一

11 東京都 栗栖啓充

12 東京都 工藤浩史

13 東京都 野口佳美

14 東京都 佐々木千恵

15 東京都 那須麻衣子

16 神奈川県 野村　恭子

17 山梨県 平石涼子

18 山梨県 雨宮早智子

19 山梨県 松本香織

20 三重県 荒木庚羽

21 滋賀県 須山緋沙子

22 大阪府 児玉暁人

23 兵庫県 黒田訓宏

24 兵庫県 内山幸子

25 兵庫県 上山涼子

26 兵庫県 船江智子

27 兵庫県 六車龍介

28 兵庫県 岸田敬子

29 和歌山県 河崎尚史

30 岡山県 井上稚枝子

31 広島県 岡本明日佳

32 愛媛県 加戸佳己

33 福岡県 久原紀子

34 福岡県 郡司清志

35 福岡県 内山美智恵

36 大分県 久保田厚子

37 大分県 刀祢一星

38 鹿児島県 関源一



 JPDS 日本くすりと糖尿病学会 認定制度 

糖尿病薬物療法認定薬剤師 認定証発行年別一覧表 （2021 年 4 月認定） 

更新 1 回目 認定者（14 名） 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） 氏名 備考（施設名など）

1 山形県 鎌田　敬志

2 新潟県 朝倉　俊成

3 茨城県 篠原　久仁子

4 埼玉県 坂倉　圭一

5 東京都 小林　庸子

6 東京都 森　貴幸

7 神奈川県 相澤　政明

8 愛知県 武藤　達也

9 大阪府 濱口　良彦

10 兵庫県 辻本　勉

11 福岡県 虎石　顕一

12 長崎県 本間　三絵

13 熊本県 廣田　有紀

14 熊本県 秋吉　明子


