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2018年度認定薬剤師 （敬称略）

認定番号 氏名 所属施設（認定時のご所属） 施設所在地

19-03001 椎　崇 学校法人北里研究所　北里大学病院 神奈川県

19-03002 宮浦　淳一 医療法人資生会　八事病院 愛知県

19-03003 田上　浩子 医療法人南江会　一陽病院 高知県

19-03004 椎葉　貴行 (医)つくし会　南国病院 高知県

19-03005 仲里　珠美 医療法人葦の会　オリブ山病院 沖縄県

19-03006 木藤　弘子 医療法人恵愛会　福間病院 福岡県

19-03007 出川　えりか 社会福祉法人シナプス　埼玉精神神経センター 埼玉県

19-03008 石田　雄介 地方独立行政法人宮城県立病院機構　宮城県立精神医療センター 宮城県

19-03009 宮原　佳希 医療法人爽神堂　七山病院 大阪府

19-03010 成井　繁 グッドファーマシー株式会社　あおぞら薬局　藤沢店 神奈川県

19-03011 川﨑　美雪 福井県立病院 福井県

19-03012 鴇崎　道則 医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院 神奈川県

19-03013 木内　健雄 医療法人好生会小笠病院 静岡県

19-03014 中村　恵暢 （医）鴻池会　秋津鴻池病院 奈良県

19-03015 馬場　寛子 医療法人社団碧水会　長谷川病院 東京都

19-03016 野田　幸裕 名城大学　薬学部 愛知県

19-03017 𠮷見　陽 名城大学　薬学部 愛知県

19-03018 黒沢　雅広 有限会社サワカミ薬局 青森県

19-03019 坂田　睦 医療法人優なぎ会　雁の巣病院 福岡県

19-03020 佐野　知子 社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院 北海道

19-03021 内山　道子 一般財団法人愛成会弘前愛成会病院 青森県

19-03022 灘谷　聡昭 東京都立松沢病院 東京都

19-03023 奥村　知香 浜松市リハビリテーション病院 静岡県

19-03024 中山　繁樹 医療法人社団辰五会ふれあい南伊豆ホスピタル 静岡県

19-03025 藤渕　大樹 医療法人昌和会　見立病院 福岡県

19-03026 前原　雅樹 杉山薬局 福岡県

19-03027 柴田　木綿 八幡厚生病院 福岡県

19-03028 小川　明美 堤小倉病院 福岡県

2019年度認定薬剤師 （敬称略）

認定番号 氏名 所属施設（認定時のご所属） 施設所在地

20-03001 渡辺　研弥 福島県立医科大学附属病院 福島県

20-03002 齋藤　百枝美 帝京大学薬学部 東京都

20-03003 細木　加寿子 医療法人精華園　海辺の杜ホスピタル 高知県

20-03004 鶴谷　勝実 小樽市立病院 北海道

20-03005 笠原　真理 小樽市立病院 北海道

20-03006 城間　千賀子 医療法人卯の会　新垣病院 沖縄県

20-03007 桑原　秀徳 医療法人せのがわ　瀬野川病院 広島県

20-03008 久保　慎司 医療法人仁祐会　小鳥居諫早病院 長崎県

20-03009 井口　博子 医療法人桜珠会　可也病院 福岡県

20-03010 佐々木　史香 福岡大学病院 福岡県

20-03011 築地　茉莉子 千葉大学医学部附属病院 千葉県

20-03012 榮　さゆり 医療法人恒昭会藍野花園病院 大阪府

20-03013 石川　修平 北海道大学病院 北海道

20-03014 細川　智成 公益財団法人　慈圭会　慈圭病院 岡山県

20-03015 谷口　浩朗 駒木野病院 東京都

20-03016 亀井　公恵 医療法人　至誠会　帆秋病院 大分県

精神薬学会認定薬剤師（2021年3月20日現在）

一般社団法人　日本精神薬学会
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2019年度認定薬剤師 （敬称略）

認定番号 氏名 所属施設（認定時のご所属） 施設所在地

20-03017 卜部　深幸 光の丘病院 広島県

20-03018 三輪　高市 鈴鹿医療科学大学 三重県

20-03019 中村　健二 医療法人社団うら梅の郷会　朝倉記念病院 福岡県

20-03020 岡部　智恵 医療法人　静和会　中山病院 千葉県

20-03021 田中　由美 関西青少年サナトリューム 兵庫県

20-03022 吉尾　隆 東邦大学　薬学部 千葉県

20-03023 原　和輝 島根県立こころの医療センター 島根県

20-03024 堀田　彰悟 名古屋大学医学部附属病院 愛知県

20-03025 大野　光司 公益財団法人正光会宇和島病院 愛媛県

20-03026 髙橋　満里 特定医療法人社団　慈藻会　平松記念病院 北海道

20-03027 別所　千枝 医療法人社団更生会　草津病院 広島県

20-03028 鈴木　貴子 石郷岡病院 千葉県

20-03029 大木　伸泰 福岡大学病院 福岡県

20-03030 上田　亮 社会医療法人　杏嶺会　上林記念病院 愛知県

20-03031 髙橋　結花 東京女子医科大学病院 東京都

20-03032 西川　幸輝 医療法人社団哺育会　横浜相原病院 神奈川県

20-03033 山北　信広 群馬病院 群馬県

20-03034 織田　裕子 公益財団法人　井之頭病院 東京都

20-03035 鈴木　弘道 アルテ薬局 茨城県

20-03036 山﨑　英之 医療法人樹光会　大村病院 兵庫県

20-03037 坂手　夏子 医療法人樹光会　大村病院 兵庫県

20-03038 大澤　悠紀 医療法人樹光会　大村病院 兵庫県

20-03039 森　京子 石川県立中央病院 石川県

20-03040 松田　奈美 長崎県精神医療センター 長崎県

20-03041 梅田　賢太 一般財団法人創精会　松山記念病院 愛媛県

20-03042 永井　努 昭和大学附属烏山病院/昭和大学薬学部 東京都

20-03043 村田　篤信 慧眞会　協和病院 秋田県

20-03044 津倉　由里 医療法人美喜和会　美喜和会オレンジホスピタル 大阪府

20-03045 長浜　恭史 公益財団法人　西熊谷病院 埼玉県

20-03046 中田　裕介 ゆう薬局 岐阜県

20-03047 山崎　孝佳 豊川市民病院 愛知県

20-03048 土井　健志 医療法人厚生会　道ノ尾病院 長崎県

20-03049 佐々木　典子 三重大学医学部附属病院 三重県

20-03050 谷藤　弘淳 こだまホスピタル 宮城県

20-03051 黒川　拓也 独立行政法人　国立病院機構　舞鶴医療センター 京都府

20-03052 坪内　清貴 金沢大学附属病院 石川県

20-03053 上野　太佑 市立札幌病院 北海道

20-03054 天正　雅美 社会医療法人北斗会　さわ病院 大阪府

20-03055 藤田　布美子 おとめがわ病院 岩手県

20-03056 水野　雅恵 桜ヶ丘記念病院 東京都

20-03057 山本　勇樹 医療法人社団正心会岡本病院 北海道

20-03058 小林　聖子 千歳篠田病院 山形県

20-03059 岩澤　恭介 医療法人永寿会　恩方病院 東京都

20-03060 五味　和彦 長野県立こころの医療センター駒ケ根 長野県

20-03061 福山　雄卯介 国立病院機構肥前精神医療センター 佐賀県

20-03062 薄　雅人 静岡医療センター 静岡県

20-03063 石井　由美子 下永病院 広島県

一般社団法人　日本精神薬学会
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2020度認定薬剤師 （敬称略）

認定番号 氏名 所属施設（認定時のご所属） 施設所在地

21-03001 辻本　千代美 医療法人 福知会 もみじヶ丘病院 京都府

21-03002 石動　郁子 医療法人社団大藏会札幌佐藤病院 北海道

21-03003 阪岡　倫行 医療法人せのがわ　瀬野川病院 広島県

21-03004 四方　佳美 大阪精神医療センター 大阪府

21-03005 武内　美喜子 株式会社　メディカルエイド　鳩ヶ谷のぞみ調剤薬局 埼玉県

21-03006 波多野　正和 藤田医科大学病院 愛知県

21-03007 和田　智仁 総合心療センターひなが 三重県

21-03008 宇野　準二 桶狭間病院　藤田こころケアセンター 愛知県

21-03009 中村　賢広 医療法人　厚生会　道ノ尾病院 長崎県

一般社団法人　日本精神薬学会


