
 JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2018 年 4 ⽉認定） 

SARS-CoV-2 感染拡⼤による更新 1 年延期可能者（2024 年 3 ⽉末⽇まで） 
新規認定者（36 名）（2022 年度と 2023 年度【SARS-CoV-2 より】更新予定者） 

 
 
 

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 多⽥　誠
2 栃⽊県 川上　啓⼦ 
3 茨城県 ⽊村　加奈
4 千葉県 ⽣島　五郎
5 千葉県 橋本　薫
6 東京都 荻上　尚樹 
7 東京都 軍司　剛宏 
8 東京都 齋藤　智之
9 東京都 平島　由⾹ 
10 東京都 吉川　雅之
11 神奈川県 驛　美紀 
12 神奈川県 成井　達也 
13 神奈川県 ⼭根　靖弘
14 新潟県 飯澤　啓
15 新潟県 ⽯塚　ほから 
16 新潟県 ⻲⽥　貴⼦ 
17 新潟県 濱崎　真沙⼦
18 ⽯川県 藤⽥　昌雄
19 福井県 ⽟村　晃
20 愛知県 ⽯川　惣⼀ 
21 愛知県 後藤　俊晃 
22 京都府 ⼤井　知⾹⼦ 
23 奈良県 浅⽥　⾹織 
24 兵庫県 幸村　瑶⼦ 
25 岡⼭県 東⼭　千央
26 岡⼭県 吉武　由華
27 広島県 佐々⽊　雄啓
28 広島県 堀川　俊⼆
29 福岡県 川久保　充章
30 福岡県 執⾏　素美 
31 福岡県 中島　章雄 
32 福岡県 ⼩宮　尚⼦
33 佐賀県 佐藤　⾹奈⼦
34 ⼤分県 森本　美紗
35 沖縄県 佐次⽥　頌
36 沖縄県 宮⾥　弥篤



JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2019 年 4 ⽉認定） 

SARS-CoV-2 感染拡⼤による更新 1 年延期可能者（2025 年 3 ⽉末⽇まで） 
新規認定者（123 名）（2023 年度と 2024 年度【SARS-CoV-2 より】更新予定者） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ⽯尾 有司
2 北海道 ⽯⽥ 陽美
3 北海道 津⽥ 雅⼤
4 北海道 任⽥ 宜史
5 北海道 松原 浩司
6 北海道 村井 正義
7 ⻘森県 ⽊村 琴⾐
8 岩⼿県 伊藤 明⼈
9 岩⼿県 丹代 恭太 
10 宮城県 板垣 礼⾹
11 宮城県 佐藤 伸輔
12 宮城県 鈴⽊ さとみ
13 宮城県 鈴⽊ 美威瑠
14 宮城県 三浦 礼⼦ 
15 秋⽥県 平泉 達哉 
16 ⼭形県 成⽥ 康之 
17 福島県 井上 佳恵
18 福島県 佐藤 光
19 茨⽊県 ⼤槻 多美⼦
20 茨⽊県 堀⽥　礼⼦
21 栃⽊県 野澤 雅彦
22 栃⽊県 ⾺場 慎太郎
23 栃⽊県 深井　克則
24 群⾺県 ⽜込 秀幹
25 群⾺県 平林　優奈
26 埼⽟県 ⽯河　栄⼆
27 埼⽟県 ⽯⽥　真
28 埼⽟県 井上 芳洋
29 埼⽟県 ⼩岩　まの
30 埼⽟県 本間　なお⼦
31 埼⽟県 坂⼝　理絵
32 埼⽟県 ⽔野　浩之
33 埼⽟県 宮崎　晴美
34 埼⽟県 佐藤　光
35 千葉県 稲⽥　庸平
36 千葉県 坂元　雄作
37 千葉県 篠崎　⾹織
38 千葉県 関　暁⼦
39 千葉県 瀧平　純⼀



JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2019 年 4 ⽉認定） 

SARS-CoV-2 感染拡⼤による更新 1 年延期可能者（2025 年 3 ⽉末⽇まで） 
新規認定者（123 名）（2023 年度と 2024 年度【SARS-CoV-2 より】更新予定者） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） ⽒名 備考（施設名など）
40 千葉県 野村　和男
41 千葉県 深澤　佑樹
42 千葉県 ⽶川　沙耶⾹
43 千葉県 ⽶川　英宏
44 東京都 ⽯本　園⼦
45 東京都 泉　亮平
46 東京都 岩下　智⼦
47 東京都 ⾼野　美帆
48 東京都 武⽥　雅美
49 東京都 豊⽥　真由実
50 東京都 中⽥　智⼦
51 東京都 中⼭　美⾹
52 東京都 ⻄村　功史
53 東京都 松尾　健介
54 神奈川県 ⽯井　裕也
55 神奈川県 榎本　了三
56 神奈川県 駒井　元彦
57 神奈川県 斎藤　佳苗
58 神奈川県 種村　弘樹
59 神奈川県 豊⽥　真由美
60 神奈川県 細内　和政
61 神奈川県 桃井　歩
62 神奈川県 ⼋城　学
63 富⼭県 吉村　雅美
64 ⽯川県 ⾼桑　直⼦
65 福井県 ⽶倉　知恵⼦
66 ⼭梨県 渡邊　志穂
67 ⻑野県 清⽔　彩⼦
68 ⻑野県 松村　弘⼦
69 岐⾩県 五藤　⾥奈
70 岐⾩県 中島　啓⼆
71 岐⾩県 ⻄村　英尚
72 静岡県 武⽥　恵美
73 愛知県 ⽯井　秀明
74 愛知県 江坂　美保
75 愛知県 加藤　慈宏
76 愛知県 ⽊村 優⾥
77 愛知県 桜井　陽平
78 愛知県 髙松　真⾐



JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2019 年 4 ⽉認定） 

SARS-CoV-2 感染拡⼤による更新 1 年延期可能者（2025 年 3 ⽉末⽇まで） 
新規認定者（123 名）（2023 年度と 2024 年度【SARS-CoV-2 より】更新予定者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） ⽒名 備考（施設名など）
79 愛知県 ⼾⽥　貴洋
80 愛知県 福岡　⿇実
81 三重県 福森　和俊
82 滋賀県 畑　葉⼦
83 滋賀県 林　健⼀郎
84 京都府 ⾜⽴　易⼦
85 京都府 ⼤津⼭　裕美⼦
86 ⼤阪府 九⻤　亜⾐⼦
87 ⼤阪府 河野　修治
88 ⼤阪府 橋本　敦
89 ⼤阪府 橋本　久仁⼦
90 ⼤阪府 ⼭下　恵梨⾹
91 兵庫県 油屋　恵
92 兵庫県 ⽯⽥　詞⼦
93 兵庫県 ⾼橋　仁美
94 兵庫県 ⾕川　まり⼦
95 兵庫県 ⾕⼝　和⼦
96 兵庫県 ⻑尾　彰太
97 兵庫県 並村　澄⼦
98 兵庫県 花⽊　真美⼦
99 兵庫県 松本　由加⾥
100 兵庫県 ⼋⽊　久美
101 兵庫県 若三　智⼦
102 兵庫県 和久　裕尚
103 ⿃取県 池⽥　愛
104 ⿃取県 前⽥　めぐみ
105 岡⼭県 上⽥　久美⼦
106 岡⼭県 ⼤橋　智⼦
107 岡⼭県 草信　晴美
108 広島県 川⼝　健
109 広島県 前⽥　和彦
110 広島県 森⽥　啓嗣
111 ⼭⼝県 井向　雅美
112 ⼭⼝県 ⽥中　⼀邦
113 ⾹川県 ⼊江　純⼦
114 愛媛県 阿部　記史
115 福岡県 釜⽥　充浩
116 福岡県 重松　ゆかり
117 福岡県 福⼭　雄卯介



JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2019 年 4 ⽉認定） 

SARS-CoV-2 感染拡⼤による更新 1 年延期可能者（2025 年 3 ⽉末⽇まで） 
新規認定者（123 名）（2023 年度と 2024 年度【SARS-CoV-2 より】更新予定者） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） ⽒名 備考（施設名など）
118 福岡県 藤渕　⼤樹
119 ⻑崎県 村⽊　⿓三郎
120 熊本県 ⼭本　清⼦
121 ⼤分県 ⿊江　徹也
122 ⼤分県 渕　聡⼀郎
123 ⿅児島県 ⽥中　洋平



JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2020 年 4 ⽉認定） 

SARS-CoV-2 感染拡⼤による更新 1 年延期可能者（2026 年 3 ⽉末⽇まで） 
新規認定者（64 名）（2024 年度と 2025 年度【SARS-CoV-2 より】更新予定者） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 佐藤　雄⼀
2 宮城県 宍⼾　可成⼦
3 宮城県 ⼭崎　直希
4 福島県 直箟　晋⼀
5 福島県 野崎　友佑
6 埼⽟県 岩下　恵
7 埼⽟県 鵜飼　尚⼦
8 埼⽟県 ⼤島　聡⼦
9 埼⽟県 ⼩林　達也

10 埼⽟県 福永　由美
11 埼⽟県 松澤　義浩
12 茨城県 ⿊澤　真由美
13 茨城県 ⼤串　元気
14 茨城県 糟⾕　憲明
15 茨城県 染⾕　進之介
16 茨城県 濱武　久美⼦
17 千葉県 吾妻　隼⽃
18 千葉県 ⽥中　雅代
19 千葉県 吉⽥　裕紀
20 東京都 梅⽥　将光
21 東京都 櫻井　初奈
22 東京都 林　太祐
23 東京都 保科　裕⼦
24 東京都 益⼾　智⾹⼦
25 東京都 松井　浩志
26 東京都 ⼭崎　徹
27 東京都 吉原　正和
28 東京都 鈴⽊　千絵
29 東京都 髙橋　美保
30 神奈川県 ⼤瀧　淳也
31 神奈川県 ⻑沢　伸悟
32 ⻑野県 滝澤　康志
33 ⻑野県 稲⽑　慶⼦
34 ⻑野県 天津　怜
35 ⽯川県 中嶋　真由美
36 ⼭梨県 北脇　聡⼦
37 ⼭梨県 横森　史⼦
38 静岡県 ⻄永　尚典
39 愛知県 末吉　真樹



JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2020 年 4 ⽉認定） 

SARS-CoV-2 感染拡⼤による更新 1 年延期可能者（2026 年 3 ⽉末⽇まで） 
新規認定者（64 名）（2024 年度と 2025 年度【SARS-CoV-2 より】更新予定者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） ⽒名 備考（施設名など）
40 愛知県 森　いさ枝
41 滋賀県 ⼩梶　良太
42 京都府 上⽥　浩⼈
43 京都府 須⼭　奈⾒⼦
44 ⼤阪府 加⽥　昌宏
45 ⼤阪府 野村　玲⼦
46 ⼤阪府 ⼭本 美絵
47 兵庫県 塚本　有佳⼦
48 兵庫県 ⼩林　知⾏
49 広島県 ⼩⼭　朋⼦
50 広島県 ⻑藤　多⾹美
51 徳島県 ⽊藤　⼀美
52 ⾹川県 倉本　英司
53 福岡県 ⿊川　英信
54 福岡県 敷島　友喜
55 福岡県 ⾼崎　智⼠
56 福岡県 ⼭下　⼤貴
57 佐賀県 岸川　哲⼦
58 ⻑崎県 牧瀬　由佳
59 ⼤分県 岡⽥　美佐⼦
60 熊本県 ⽮野　浩太郎
61 ⿅児島県 中村　有莉恵
62 ⿅児島県 福徳　亮
63 沖縄県 加藤　佳恵
64 沖縄県 宮城　英之



JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2021 年 4 ⽉認定） 

新規認定者（56 名）（2026 年更新予定者︓2025 年度に更新申請） 

 

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 岩崎　洋靖
2 北海道 遠藤　夏美
3 北海道 ⽩井　博
4 北海道 須藤　美穂⼦
5 秋⽥県 ⻑⾕川　和泉
6 秋⽥県 ⼋鍬　紘治
7 宮城県 遠藤　俊樹
8 宮城県 中⼭　直司
9 宮城県 渡辺　昌⼦

10 栃⽊県 ⼩倉　秀洋
11 福島県 ⾼橋　由⾹
12 福島県 冨永　貴⼦
13 埼⽟県 横澤　⾹⼦
14 埼⽟県 坂本　将規
15 埼⽟県 ⾼橋　孝幸
16 埼⽟県 ⼭⼝　嘉夫
17 茨城県 神⽥　祐⼈
18 茨城県 ⼩島　⿇⾥
19 茨城県 藤貫　晴奈
20 千葉県 飯島　孝⼦
21 千葉県 笠原　千尋
22 千葉県 ⾼橋　信⽮
23 千葉県 吉野　禎章
24 東京都 阿部　友美
25 東京都 佃　優⾥
26 東京都 寺澤　路⼦
27 東京都 樋⼝　裕⼦
28 東京都 ⽑利　有美⼦
29 東京都 ⽶元　治朗
30 神奈川県 渡部　絵梨可
31 神奈川県 島　規⼦
32 神奈川県 森⽥　肇
33 神奈川県 𠮷⽥　由貴⼦
34 ⼭梨県 ⽊下　薫
35 ⼭梨県 橘⽥　愛未
36 ⼭梨県 橘⽥　⽂彦
37 愛知県 井⼝　祐輔
38 愛知県 ⾓岡　こころ
39 愛知県 野中　梨恵



JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2021 年 4 ⽉認定） 

新規認定者（56 名）（2026 年更新予定者︓2025 年度に更新申請） 

 

 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（3 名）（2026 年更新予定者︓2025 年度に更新申請） 

 
 

 

 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） ⽒名 備考（施設名など）
40 愛知県 平岡　佳⼦
41 滋賀県 中塚　博⼦
42 滋賀県 ⽥村　順⼦
43 滋賀県 藤⽥　光⼦
44 ⼤阪府 東儀　明恵
45 ⼤阪府 東⽥　志帆
46 広島県 上代　⼤地
47 広島県 中塚　博⼀
48 徳島県 後藤　廣平
49 ⾹川県 古林　美貴
50 愛媛県 ⼗⻲　直敬
51 ⾼知県 髙森　恵利加
52 ⿃取県 淺井　剛
53 福岡県 栢　由起⼦
54 福岡県 末永　美樹
55 ⿅児島県 神⾨　孝典
56 沖縄県 ⽥仲　祐⼦

番号 施設所在地（都道府県名） ⽒名 備考（施設名など）
1 ⻘森県 ⽯川　智健 2016年4⽉認定
2 埼⽟県 齋藤　健⼀ 2016年4⽉認定
3 ⻑野県 ⼤塚　さほり 2016年4⽉認定



 JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2022 年 4 ⽉認定） 

新規認定者（20 名）（2027 年更新予定者︓2026 年度に更新申請） 

 

 JPDS ⽇本くすりと糖尿病学会 認定制度 
履修薬剤師 認定証発⾏年別⼀覧表 （2022 年 4 ⽉認定） 

更新 1 回⽬ 認定者（4 名）（2027 年更新予定者︓2026 年度に更新申請） 

 

 

番号 施設所在地（都道府県名） ⽒名 備考（施設名など）
1 秋⽥県 ⼯藤　知世
2 秋⽥県 鈴⽊　剛
3 栃⽊県 坂本　卓也
4 群⾺県 栗原　久徳
5 埼⽟県 ⼟橋　義官
6 埼⽟県 丸⼭　千晶
7 新潟県 ⼤野　裕
8 ⻑野県 朝倉　充俊
9 東京都 ⼩野　紳⽮

10 東京都 杉⼭　美優
11 神奈川県 藤原　⾹奈
12 神奈川県 吉澤　智⼦
13 静岡県 ⻄村　英⼦
14 愛知県 ⼩島　直⼦
15 三重県 ⼭本　⾼範
16 ⼤阪府 潮⽥　真⽣
17 ⼤阪府 清家　三紀
18 兵庫県 丸⼭　優希
19 広島県 森　泰⼦
20 ⿅児島県 永濵　良章

番号 施設所在地（都道府県名） ⽒名 備考（施設名など）
1 ⻑野県 深井康⾂ 2016年4⽉認定
2 岐⾩県 曽我未央 2017年4⽉認定
3 福岡県 北尾美帆 2016年4⽉認定
4 沖縄県 垣花真紀⼦ 2017年4⽉認定


