
日本老年薬学会 老年薬学認定薬剤師 暫定認定者 

※2018年 10月 1日時点で、認定資格を保有している 290名の内、情報公開の賛同を得られた 287名 

 

氏名  都道府県 

（北海道：8名） 

石井 敦  北海道 

五十君 篤哉 北海道 

上坂 博樹 北海道 

千田 泰健 北海道 

中村 圭介 北海道 

早坂 敬明 北海道 

彦阪 剛  北海道 

山口 章江 北海道 

 

（青森：2名） 

齊藤 照尚 青森県 

谷内 良英 青森県 

 

（宮城：1名） 

庄司 理恵 宮城県 

 

（山形：2名） 

赤尾 眞  山形県 

松田 尚子  山形県 

 

（茨城：2名） 

川田 力  茨城県 

濱武 久美子 茨城県 

 

（栃木：5名） 

神長 美帆 栃木県 

櫻井 祐人 栃木県 

菅原 健一 栃木県 

辰己 晋平 栃木県 

船見 正範 栃木県 

 



（群馬：3名） 

荒木 玲子 群馬県 

小嶋 さおり 群馬県 

茂木 徹  群馬県 

 

（埼玉：14名） 

浅見 千嘉代 埼玉県 

安楽 弘子 埼玉県 

近江谷 雅代 埼玉県 

舘林 恵美 埼玉県 

壇 美保  埼玉県 

恒成 まゆみ 埼玉県 

土肥 大典 埼玉県 

鳥井 駿佑 埼玉県 

新里 美智恵 埼玉県 

春木 秀章 埼玉県 

布山 満  埼玉県 

松永 悦子 埼玉県 

森田 裕子 埼玉県 

楊箸 有理 埼玉県 

 

（千葉：10名） 

新井 さやか 千葉県 

石井 文  千葉県 

石倉 圭介 千葉県 

岩瀨 希衣子 千葉県 

木村 聡子 千葉県 

黒木 多美子 千葉県 

後藤 かおる 千葉県 

酒井 直光 千葉県 

塚田 千恵子 千葉県 

松浦 憲司 千葉県 

 

（東京：45名） 

相原 史子 東京都 

浅川 正幸 東京都 



浅田 美子 東京都 

安達 航平 東京都 

稲垣 悠子 東京都 

岩橋 正子 東京都 

大城 珠鶴 東京都 

大竹 由起 東京都 

岡崎 理絵 東京都 

奥山 かおり 東京都 

小椋 結子 東京都 

加田 理恵 東京都 

桑山 昌代 東京都 

佐藤 優子 東京都 

佐野 敦彦 東京都 

沢 仁美  東京都 

篠原 徹  東京都 

柴崎 雅子 東京都 

清水 芳美 東京都 

城田 由紀子 東京都 

高崎 雅彦 東京都 

髙橋 和代 東京都 

瀧川 正紀 東京都 

瀧川 美和 東京都 

竹林 佳菜 東京都 

田中 伸一 東京都 

永田 あかね 東京都 

中谷 美夏 東京都 

長野 一勢 東京都 

中村 るみ 東京都 

長谷部 啓子 東京都 

林 直子  東京都 

林 紀宏  東京都 

平岩 知子 東京都 

古見 嘉之 東京都 

松本 由起 東京都 

三重 幸子 東京都 

望月 弘美 東京都 



森田 浩之 東京都 

山﨑 恭子 東京都 

山﨑 理恵 東京都 

横山 佑  東京都 

米屋 未紀子 東京都 

若松 里枝 東京都 

渡邉 幸子 東京都 

 

（神奈川：20名） 

浅見 友一 神奈川県 

有光 佳代子 神奈川県 

飯田 純一 神奈川県 

大坪 博子 神奈川県 

川岸 南  神奈川県 

後藤 良太 神奈川県 

小林 順子 神奈川県 

坂本 靖宜 神奈川県 

鈴木 邦子 神奈川県 

瀬川 亮  神奈川県 

建部 宏子 神奈川県 

田辺 知子 神奈川県 

辻 弘美  神奈川県 

永澤 理紗 神奈川県 

原 和夫  神奈川県 

平山 明子 神奈川県 

藤澤 直美 神奈川県 

本間 秀彰 神奈川県 

丸岡 弘治 神奈川県 

芳野 郁子 神奈川県 

 

（新潟：3名） 

國分 香  新潟県 

須藤 志帆 新潟県 

武藤 浩司 新潟県 

 

（石川：3名） 



中田 いちこ 石川県 

丸一 泰雅 石川県 

水野 宏昭 石川県 

 

（福井：1名） 

清川 真美 福井県 

 

（長野：3名） 

小原 とし子 長野県 

土屋 由紀子 長野県 

和田 美由紀 長野県 

 

（岐阜：4名） 

足立 素子 岐阜県 

歌川 純平 岐阜県 

中澤 貴司 岐阜県 

宮崎 梓  岐阜県 

 

（静岡：2名） 

飛嶋 佳子 静岡県 

前堀 直美 静岡県 

 

（愛知：22名） 

相宮 幸典 愛知県 

浅井 憲和 愛知県 

石原 千春 愛知県 

伊藤 聡一郎 愛知県 

上地 小与里 愛知県 

奥田 佳苗 愛知県 

畔柳 敏弥 愛知県 

鈴木 真也 愛知県 

冨岡 友恵 愛知県 

中神 博充 愛知県 

中村 直人 愛知県 

野澤 正徳 愛知県 

早川 裕二 愛知県 



古川 俊子 愛知県 

本多 祥子 愛知県 

水谷 厚太 愛知県 

溝神 由美子 愛知県 

森下 瑞穂 愛知県 

矢島 幹弘 愛知県 

安井 優  愛知県 

手島 綾乃 愛知県 

和知野 千春 愛知県 

 

（三重：12名） 

伊藤 淳子 三重県 

小野 有美子 三重県 

小野 光子 三重県 

木村 匡男 三重県 

黒田 秀之 三重県 

高井 靖  三重県 

武下 美穂 三重県 

中西 伸樹 三重県 

西口 真里 三重県 

野田 晋司 三重県 

日沖 雅人 三重県 

藤戸 淳夫 三重県 

 

（滋賀：6名） 

井元 勇希 滋賀県 

岩﨑 秀子 滋賀県 

岡田 智子 滋賀県 

小澤 洋子 滋賀県 

清水 恵子 滋賀県 

津田 愛子 滋賀県 

 

（京都：8名） 

芦田 理沙 京都府 

阿部 みやび 京都府 

多胡 和樹 京都府 



谷村 朋子 京都府 

沼田 多重 京都府 

東原 和美 京都府 

南田 祐子 京都府 

柳田 憲司 京都府 

 

（大阪：23名） 

安達 千賀子 大阪府 

池 喜章  大阪府 

井上 知美 大阪府 

井上 都  大阪府 

井上 好美 大阪府 

上出 紗栄加 大阪府 

大荒 政志 大阪府 

大畑 優子 大阪府 

川村 大輔 大阪府 

久保田 直之 大阪府 

小泉 美希 大阪府 

定広 奈津代 大阪府 

清水 朝也 大阪府 

角 裕美子 大阪府 

武山 和也 大阪府 

西本 泉  大阪府 

藤井 景子 大阪府 

船石 信行 大阪府 

増田 恵亮 大阪府 

村津 直子 大阪府 

森江 遥  大阪府 

安田 理香 大阪府 

山田 務  大阪府 

 

（兵庫：34名） 

浅野 幸恵 兵庫県 

油屋 恵  兵庫県 

石津 智司 兵庫県 

石中 規子 兵庫県 



太田 純  兵庫県 

大本 暢子 兵庫県 

小川 裕子 兵庫県 

河端 明子 兵庫県 

岸田 敬子 兵庫県 

公門 法子 兵庫県 

小玉 博一 兵庫県 

小松 清美 兵庫県 

杉生 雅和 兵庫県 

遊見 裕子 兵庫県 

高子 優子 兵庫県 

高橋 夕子 兵庫県 

高橋 仁美 兵庫県 

高橋 市吉 兵庫県 

谷口 和子 兵庫県 

長尾 彰太 兵庫県 

西田 桜子 兵庫県 

西村 晴子 兵庫県 

西村 亮  兵庫県 

西山 留美 兵庫県 

登 佳寿子 兵庫県 

橋本 美香子 兵庫県 

原田 卓弥 兵庫県 

細見 健悟 兵庫県 

宮崎 智子 兵庫県 

村島 衣津枝 兵庫県 

安田 智之 兵庫県 

安福 あゆ美 兵庫県 

山﨑 彬史 兵庫県 

若松 雄太 兵庫県 

 

（奈良：6名） 

大澤 享美 奈良県 

中井 純子 奈良県 

仁尾 多江 奈良県 

西川 真理 奈良県 



廣岡 有美 奈良県 

前山 由美 奈良県 

 

（島根：1名） 

西尾 征修 島根県 

 

（岡山：6名） 

山崎 恵  岡山県 

阿曽沼 和代 岡山県 

内田 詠子 岡山県 

大熊 沙代子 岡山県 

西田 麻以 岡山県 

古谷 祥子 岡山県 

 

（広島：4名） 

甲田 貴子 広島県 

小山 朋子 広島県 

真志田 絵美子 広島県 

山口 郁香 広島県 

 

（山口：1名） 

小倉 秀美 山口県 

 

（徳島：1名） 

大谷 知子 徳島県 

 

（香川：2名） 

篠永 浩  香川県 

帖地 伸子 香川県 

 

（愛媛：1名） 

石井 亮  愛媛県 

 

（福岡：19名） 

江嶋 祐樹 福岡県 

釘原 瑶子 福岡県 



坂井 麦子 福岡県 

佐々木 朗子 福岡県 

澁田 憲一 福岡県 

白石 史遠 福岡県 

末松 文博 福岡県 

竹内 綾子 福岡県 

佃 真由美 福岡県 

富田 敏章 福岡県 

中島 和佳 福岡県 

西宮 万里 福岡県 

萩原 里実 福岡県 

早野 俊行 福岡県 

藤村 弥生 福岡県 

町田 聖治 福岡県 

森園 由美子 福岡県 

山田 貴之 福岡県 

吉国 健司 福岡県 

 

（長崎：2名） 

川尻 さおり 長崎県 

山崎 容子 長崎県 

 

（熊本：3名） 

坂井 博則 熊本県 

堺 久子  熊本県 

前田 美希 熊本県 

 

（大分：4名） 

菊池 幸助 大分県 

中島 美紀 大分県 

永山 久美 大分県 

牧 俊之  大分県 

 

（鹿児島：1名） 

中村 宏洋 鹿児島県 

 



（沖縄：2名） 

小田垣 勝世 沖縄県 

比嘉 浩一 沖縄県 


