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 この度、私たちは、医療を受ける者に対して安心、安全かつ良質な薬物治療を提供するために、薬物治療

に関して、評価、研究、普及、教育などの活動を行う『日本アプライド・セラピューティクス学会』を設立

します。以下に同会を設立するに至った経緯を説明するとともに、皆様のご参加を呼びかけたいと存じます。

疾病の治療、予防に用いる医薬品を何らかの形で研究対象とする学会はすでに我が国において多数存在しま

すが、薬物治療に特化して、研究、普及、教育を目的とする学会はありません。『日本アプライド・セラピ

ューティクス学会』の活動を通して、科学的で合理的なエビデンスのみならず、患者の価値観に基づいた薬

物治療の推進とその薬物治療を担う医療者の確立を医師、薬剤師を中心に目指したいと考えています。 

 医療法では、医療を担う医療関係者は、医療を受ける者との信頼関係に基づき医療を受ける者の心身の状

況に応じて良質かつ適切な医療を行う責務を持つとされています。医療において薬物治療は大きなウエイト

を占めており、安心、安全で、かつ、有効で合理的、経済的な薬物治療を提供することは薬物治療を担う者

の責務です。しかし、昨今の状況は、それを全うできている状況ではなく、患者、国民からの医療に対する

不安感や不信感の増大が起こっています。そのことが、更に、医師に対する過度の負担を課すこととなり、

その対応に苦慮する状態を生み、さらに患者の医療に対する不満を増大させるという悪循環に陥っている現

状があります。この現状を打破していくためには医師だけでなく、薬剤師など薬物治療を担う者達が、共通

の目標と認識を持ち、協力して薬物治療に対応していくべきです。そのためには経験的な薬物治療に依存す

ることなく、薬物治療に関して調査、評価、研究などを行い、新たなエビデンスを蓄積し、安心、安全かつ

良質な薬物治療を議論、提案していく、さらに共通の目的と認識を持って薬物治療を実践していくために普

及、教育などの活動を行う組織が必要だと考えます。 

薬物治療を担う者としての薬剤師の職域は、病院、保険薬局、ドラッグストアに分かれます。病院におい

ては、医療費算定のDPC（診療群分類別包括評価方式）化への流れの中で、患者の治療を適正に進めるための

最適な医薬品の選択および用法・用量の設定などがいよいよ求められる状況となっています。保険薬局にお

いては、今後、重要性が増す在宅医療への参画を含めた地域医療において、患者の病状に加え生活全般の理

解の上に、医師に対する客観的、科学的な疑義照会や処方支援、患者の服薬支援、さらには、一般用医薬品、

補助的非薬物治療の適切な選択など、薬物治療の科学的で適正な遂行を担うことが求められています。ドラ

ッグストアにおいては、プライマリーケアの担い手という非常に重要な役割をも求められ、症状に応じて医



 

療機関を受診すべきか一般用医薬品での対応でよいのかの助言を行い、後者が選択された場合には最適な医

薬品の選択など薬剤師による的確な判断が求められます。 

このように薬剤師の全ての職域において、薬剤師活動の基本理念は、ファーマシューティカルケアの普及

と推進に収斂します。すなわち、医療用医薬品、一般用医薬品を問わず、また、補助的非薬物治療も含め、

「患者のQOLを改善するために明確な結果を示す薬物治療を、責任をもって遂行する」ことです。その意味で

は薬剤師は、患者の薬物治療に関して薬剤師としての評価、判断を行い、医師との連携のもと安心、安全か

つ良質な薬物治療を提供するべきだと考えます。そのためには常に薬物治療に関して評価、研究することが

必要であり、医師をも含めた議論を行うことで共通の目的と認識のもと、目的とする薬物治療を提供できる

と考えます。そのための『日本アプライド・セラピューティクス学会』の設立です。 

尚、アプライド・セラピューティクスは英語のApplied Therapeuticsに因んだ名称です。個々の患者の病

態に応じて治療に最も妥当な薬剤を選択し、治療を進めるという私たちの趣旨、目的をうまく表現した言葉

と考えました。また、Applied Therapeuticsは、Koda-Kimble先生、Young先生による監修の同一の書籍

名、”Applied Therapeutics  The Clinical Use of Drugs” でもあります。科学的、妥当な薬物治療を進

めていくための薬剤選択の視点と考え方を示した世界的な名著です。私たちは、科学的で、妥当な薬物治療

を研究、評価、教育することを目的とする学会の名称として、その名著の中に流れる哲学を踏襲したいとい

う気持ちからも、学会名といたしました。 

 

当面の学会活動のイメージ 

目的 

 医療用医薬品、一般用医薬品のみならず、いわゆるサプリメントなどの補助的非薬物治療も含め、広く薬

物治療が科学的で合理的なエビデンスに基づいて行われることを目指す 

そのため、 

治療、予防に用いられる医薬品の有効性、安全性に関するデーの収集、評価、解析を行う 

治療、予防に用いられる医薬品の患者アウトカム、医療経済上のアウトカムに関するデータの収集、評価、

解析を行う 

科学的で合理的なエビデンスに基づく薬物治療の遂行上の課題の検討を行う 

科学的で合理的なエビデンスに基づく薬物治療の確立のための取り組み上の成果・課題の検討を行う 

科学的で合理的なエビデンスに基づく薬物治療の確立のための医学教育、薬学教育に関する課題の検討を

行う 

科学的で合理的なエビデンスに基づく薬物治療の確立のための社会に向けての提言、普及活動に取り組む 

中立で公正な医薬品情報を提供するためのネットワークの確立に取り組む 

薬物治療ガイドラインの提案を行う 
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『日本アプライド・セラピューティクス学会』設立賛同者（2009 年 4 月 22 日現在） 

 氏名       所属  

相澤 雄介 防衛医科大学校病院薬剤部 

青柳 裕子 東邦大学医療センター大橋病院 

青山 隆夫 東京理科大学薬学部 

青山 隆彦 日本大学薬学部臨床薬物動態学ユニット 

安次嶺 ゆか 日本鋼管病院 

東 美奈子 東邦大学医療センター大森病院 

新井 惠子 明治薬科大学薬学教育研究センター 

有山 良一 横浜市立病院薬剤部 

安西 英明 高松赤十字病院薬剤部 

生島 五郎 国保 松戸市立病院 

生田 聡子 東京女子医科大学先端生命医科学研究所 

池上 洋二 明治薬科大学薬物体内動態学教室 

池田 美奈子 公立学校共済組合関東中央病院 

石井 漱一 

石井 敏浩 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

石川 稚佳子 東邦大学薬学部医療薬学教育センター  

石川 智健 ハート薬局   

石田 竜弘 徳島大学薬学部薬物動態制御学 

石田 耕太 日本赤十字社 医療センター薬剤部 

石田 里子 東邦大学薬学部臨床薬学研修センター 

石塚 愛 北里大学病院薬剤部 

石塚 暁美 有限会社いしつか薬局（ひかり薬局篠山店） 

石塚 博己 有限会社いしつか薬局（ひかり薬局篠山店） 

石橋 賢一 明治薬科大学・病態生理学 

和泉 智 医療法人 仁真会 白鷺病院 

磯貝 一成 聖マリアンナ医科大学  

市倉 香織 日立製作所日立横浜病院 

伊藤 淳雄 日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部医薬情報室 

伊藤 公博 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

伊藤 啓 有馬センター薬局 

伊東 崇仁 北里大学北里研究所病院薬剤部 

伊藤 智子 聖隷三方原病院 

井野 千枝子 ㈱コムファ事業部 

井上 智博 土谷総合病院 

猪瀬 善則 聖隷三方原病院 

伊福 陽子 西葛西・井上眼科病院 

今井 みどり 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

今井 公江 摂南大学薬学部臨床薬剤学 

岩崎 綾乃 摂南大学薬学部臨床薬剤学研究室 

岩根 裕紀 京都桂病院薬剤科 

植沢 芳広 明治薬科大学・臨床薬剤学教室 

上田 薫 市立室蘭総合病院 

内田 純一 ひかり薬局葉山店 

宇野 智江 愛知県厚生連足助病院薬剤科 

梅田 純代 北海道薬科大学社会薬学系医薬情報解析学分

野 

浦野 敦 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

浦野 公彦 愛知学院大学薬学部薬剤学講座 

江戸 清人 帝京大学薬学部医療薬学Ⅱ講座 医薬情報学

教室 

遠藤 久實子 慶應義塾大学病院 治験管理センター 

遠藤 浩良 特定非営利活動法人「医療教育研究所」理事長 

帝京大学 名誉教授（薬学部） 

大井 一弥 鈴鹿医療科学大学薬学部病態・治療学分野 

臨床薬理学研究室 

大木 麻己子 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

大久保 彰 ことぶき薬局 

大久保 千恵子 日本鋼管病院 

大里 恭章 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院薬剤部 

大島 真弓 こぶしの里病院 

太田 一郎 横浜市立大学附属病院薬剤部 

大谷 直子 よつ葉薬局 

 



 

大塚 博之 特定非営利活動法人 先端医療研究支援機構 

事務局長 

大塚 昌代 大分大学医学部附属病院 

樗木 智聡 なめがた地域総合病院 

大西 沙織 吉田中央薬局 

大貫 よし子 聖隷浜松病院薬剤部 

大野 恵子 明治薬科大学薬剤情報解析学 

大野 哲郎 榊原記念病院薬剤科 

大野 秀樹 東京大学医科学研究所附属病院先端診療部 

大和田 榮冶 北海道薬科大学 学長 

岡崎 光洋 北海道薬科大学社会薬学系医薬情報解析学分

野 

小笠原 康雄 広島市立安佐市民病院薬剤部 

緒方 郁子 崇城大学薬剤部医療薬剤学研究室 

岡本 佐和子 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

小川 ゆかり  

小川 裕司 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

小川 竜一 明治薬科大学薬物治療学 

奥田 徳子 武田薬局 

奥村 知香 聖隷三方原病院 

奥山 直門 総合新川橋病院薬剤部  

小椋 優子 日本赤十字社 医療センター薬剤部 

小黒 佳代子 イムノエイト株式会社調剤薬局事業部 

長田 貴美子 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

小沢 晃永 医療法人社団 永生会 永生病院 薬剤科 

小田 まゆみ 小田内科医院 

小原 拓 東北大学病院薬剤部、東北大学大学院臨床薬学 

加賀 公 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

笠井 英史 株式会社ベルシステム 24 

梶谷 真也 広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院

薬剤部 

加藤 久幸 雙葉薬局 

加藤 裕芳 東邦大学医療センター大橋病院 

加藤 眞由美 社会福祉法人聖母会聖母病院 

門田 佳子 済生会横浜市南部病院 

加野 さやか 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

鏑木 盛雄 日本大学医学部付属練馬光が丘病院薬剤部 

鎌田 直博 医療法人あかね会土谷総合病院薬剤部 

川井 正宏 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院薬剤部 

河合 美帆 聖隷三方原病院 

川添 和義 徳島大学医学部・歯学部附属病院薬剤部 

河野 友昭 日本大学医学部付属練馬光が丘病院薬剤部 

河原木 智 (有)サワカミ薬局 

神田 美和 日立製作所日立横浜病院 

菅野 敦之 ㈱メディカルファーマシィー 

喜古 康博 藤沢市民病院 

北浦 敏行 (株)そーせい 

北川 晶啓 なのはな薬局  

北野 妙子 特定医療法人一成会木村病院薬剤科 

北野 徹 日本大学医学部附属板橋病院 

木村 健 近畿大学薬学部臨床薬学部門 

木村 英晃 東京歯科大学市川総合病院薬局 

木村 麗砂 東邦大学医療センター大橋病院 

金辻 純子 まごころ薬局 

久保田 健 JA長野厚生連北信総合病院薬剤部 

熊谷 学 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

薬剤科 

倉沢 祥貴 日本鋼管病院 

倉本 敦夫 東京都立中部総合精神保健福祉センター 

栗木 裕子 防衛医科大学校病院薬剤部 

栗原 晋太郎 庄原赤十字病院薬剤部 

桑原 秀徳 医療法人せのがわ瀬野川病院 

計良 貴之 大和市立病院 

小池 純子 社会福祉法人 親善福祉協会国際親善総合病院 

薬剤部 

小池 元 三重中央医療センター薬剤科 



 

小池 博文 横浜市立病院薬剤部 

小泉 祐一 府中病院薬剤部  

小出 彰文 聖隷三方原病院 

幸加木 ゆかり 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

向後 麻里 昭和大学薬学部薬学教育推進センター 

古宇田 裕子 大木記念女性のための菊池がんクリニック 

幸田 幸直 筑波大学附属病院薬剤部 

河野 えみ子 関西医科大学附属滝井病院 

小枝 伸行 八尾市立病院 

郡 修徳 北海道薬科大学 

小早川 正和 すずらん薬局高宮店 

小林 貴志 よつ葉薬局 

古林 伸二郎 北陸大学薬学部薬理学 

小林 秀樹 東邦大学医療センター大橋病院 

小林  昌宏 北里大学病院薬剤部 

小松 千絵 昭和大学横浜市北部病院薬局 

駒見 久子 慶應義塾大学病院薬剤部 

小村 誠 国立成育医療センター薬剤部 

小村 みな 桜木薬局 

小茂田 昌代 東京理科大学薬学部 医療安全学研究室 

佐伯 康弘 日本赤十字社 医療センター薬剤部 

坂田 直哉 吉田中央薬局 

佐久間 隆幸 済生会松阪総合病院薬剤部 

桜井 幸子 日本鋼管病院 

佐々木 哲哉 埼玉医科大学国際医療センター臨床試験支援

センター 

佐竹 尚子 湘南中央病院薬剤科 

佐塚 泰之 岩手医科大学薬学部創剤学講座 

佐々 扶美 済生会熊本病院 

佐藤 賢治 吉田中央薬局 

佐藤 直子 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

佐藤 久恵 宮内庁病院 

佐藤 光利 東邦大学薬学部薬物安全性学研究室 

佐野 和美 明治薬科大学 薬物体内動態学教室 

佐野 知子 社会医療法人 函館渡辺病院 

澤田 清信 NPO法人 CHARM 

澤田 牧見 パラオ調剤薬局 

志内 敏郎 医療法人 川島会 川島病院 

塩見 真理 明治薬科大学薬剤学 

四方 敬介 京都府立医科大学附属病院薬剤部 

市東 友和 （有）蘭調剤薬局薬剤部 

品田 直樹 稲積記念病院薬剤部 

篠原 悦子 東邦大学薬学部医療薬学教育センター   

柴田 啓智 済生会熊本病院薬剤部 

柴山 芳之 聖隷三方原病院 

島崎 良知 東京都立墨東病院薬剤科 

島崎 信夫 社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院 

薬剤部 

嶋田 修治 東京理科大学薬学部医薬品評価学 

下郷 裕美子 聖マリアンナ医科大学東横病院 

白石 丈也 けや木薬局 

調 進一郎 総合新川橋病院 糖尿病代謝内科 

菅沼 豪 社福 浴風会 浴風会病院 

杉浦 亙 国立病院機構名古屋医療センター 

杉山 育美 岩手医科大学薬学部創剤学講座 

鈴木 美香 聖隷三方原病院 

角田 博道 明治薬科大学医療経済学教室 

関 勝洋 日本赤十字社 医療センター薬剤部 

関 好秀 東邦大学医療センター大橋病院 

関根 寿一 医療法人社団緑成会 横浜総合病院 薬剤科 

関根 祐子 千葉大学大学院薬学研究院 

園田 貴昭 聖隷三方原病院 

髙木 瞳 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部 

高久 千仁勢 医療法人財団仁医会牧田総合病院薬剤部 

高子 優子 市立川西病院 薬剤科 

高杉 和香奈 ㈱センター薬局 



 

高野 純一 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

高橋 信裕 日本鋼管病院 

高橋 晴美 明治薬科大学 薬剤学 

高橋 將喜 仙台逓信病院薬剤部 

高橋 瑞穂 東邦大学薬学部臨床薬学教育センター 

高橋 洋一 日の出薬局 

髙村 徳人 九州保健福祉大学・薬学部・薬学科・臨床薬学

第二講座 

竹内 裕紀 東京薬科大学医療実務薬学研究室 

竹田 和也 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

竹谷 友希 東海大学八王子病院 

武山 正治 大分大学付属病院薬剤部 

只佐 宣子 広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院

薬剤部 

辰野 正浩 株式会社そーせい 

舘 秀承 医療法人社団 清和会 南札幌病院薬剤科 

田中 章郎 中部ろうさい病院 薬剤部 

田中 千昭 田中エンタープライズＺＡＸ薬局三軒茶屋店 

谷口 賢二 松阪中央総合病院 

谷口 晴頼 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

田畑 貴康 市立三次中央病院薬剤科 

辻 圭子 中野総合病院 薬剤科 

辻 大樹 聖隷浜松病院薬剤部 

堤 克成 聖隷三方原病院 

坪田 吉宏 榊原記念病院 薬剤科 

寺田 操 聖隷三方原病院 

寺山 啓一郎 寺山薬局 

寺山 智代 寺山薬局 

土居 恭子 八千代病院 

土井 啓員 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

土井 真喜 ㈱コムファ なの花薬局東札幌店 

徳島 裕子 大阪ブレストクリニック 

徳山 ことみ 岡山労災病院 

徳山 洋子 社会医療法人 岡本病院（財団） 第二岡本 

総合病院 

戸田 貴大 北海道薬科大学薬剤学分野 

栃倉 尚広 日本大学医学部付属練馬光が丘病院薬剤部 

富岡 節子 順天堂大学医学部内科学代謝内分泌学講座 

富田 敏章 社会保険小倉記念病院薬剤部 

永井 尚美 医薬品医療機器総合機構 

中川 千可子 保険薬局 

中川 輝昭 北陸大学薬学部薬物治療学教室 

長久保 久仁子 ㈱メディカルファーマシィー ミキ薬局 

永瀬 怜司 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院薬剤部 

長瀬 幸恵 東京大学医学部附属病院薬剤部 

中薗 健一 大田原赤十字病院 

中妻 章 徳島文理大学香川薬学部医療薬学講座 

中野 理恵 日本大学医学部付属練馬光が丘病院 薬剤部 

中村 仁美 東京大学医科学研究所附属病院感染症免疫内

科 

中村 美波理 聖路加国際病院 

縄田 修一 横浜市立大学附属市民総合医療センター薬剤

部 

難波 昭雄 横浜薬科大学 

西ヶ谷 亮行 聖隷三方原病院 

西口 工司 京都薬科大学 医療薬科学系 臨床薬学分野 

西田 健太朗 京都薬科大学衛生化学分野 

西村 康孝 日本赤十字社 医療センター薬剤部 

新田 邦宏 あつみ薬局 西新井店 

二宮 昌樹 徳島文理大学香川薬学部医療薬学講座 

野川 弥穂 なのはな薬局 

野口 裕介 第二岡本総合病院薬剤部 

野澤 彰 JAかみつが厚生連上都賀総合病院 

野澤 玲子 明治薬科大学臨床薬理学教室 

野田 敏宏 十仁薬局 

橋本 佳浩 広島県厚生農業協同連合会尾道総合病院 



 

長谷川 恭子 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

服部 愛子 特定医療法人財団 石心会 川崎幸病院 

服部 一夫 社会保険蒲田総合病院薬剤部 

服部 聡 東京理科大学大学院薬学研究所薬物治療学研

究室 博士課程前期 2年 

花田 和彦 明治薬科大学薬剤学教室 

原田 靖子 マツダ株式会社マツダ病院 

久松 直子  

比良 大輔 広島県厚生農業協同連合会尾道総合病院 

平井 昌之 総合新川橋病院薬剤部 

平田 實 ヒラタ薬局代官町 

廣田 諭人 太誠堂薬局稲穂支店 

福島 栄 日本大学医学部付属練馬光が丘病院 

藤井 淳子 熊本大学医学部附属病院薬剤部 

藤田 謙    聖マリアンナ医科大学薬剤部 

藤田 裕子 こぐま薬局 

藤田 幸恵 株式会社フロンティア ワタキューフジタ薬局 

藤野 優子 東京都リハビリテーション病院薬剤科 

藤村 保夫 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 

藤本 康嗣 医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 

古橋 恵美 聖隷三方原病院 

別所 千枝 医療法人社団更正会草津病院 

穂苅 郷美 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

星谷 佐江子  

堀 崇嗣 ㈱コムファ事業部 

堀川 俊一 豊泉胃腸科外科病院 

本郷 文教 医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院薬剤部 

本田 一春 公立昭和病院 薬剤部 

本間 克明 株式会社ファーマホールディング 

本間 聖世 太誠堂薬局稲穂支店 

前 浩史 東京大学医科学研究所附属病院薬剤部 

増田 雅行 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

町谷 安紀 府中病院 

松浦 暢子 八尾徳洲会総合病院 

松浦 誠 岩手大学薬学部創薬学講座 

松尾 和廣 東邦大学薬学部医療薬学教育センター 

臨床薬学研究室 

松本 寿郎 太誠堂薬局稲穂支店 

圓山 梨紗 聖隷三方原病院 

萬年 琢也 山形県立新庄病院 薬剤部 

水 八寿裕 アポプラスステーション株式会社 

水野 芳宏 ㈱コムファ なの花薬局東札幌店 

三田 恭平 大和市立病院薬剤科 

源川 良一 草加市立病院薬剤部 

三原 潔 武蔵野大学薬学部臨床薬学センター 

三村 昌弘 なのはな薬局 

宮崎 伸也 株式会社アールイー 

宮崎 菜穂子 財団法人 エイズ予防財団 

宮崎  美子 総合高津中央病院 

宮島 律子 北里大学病院薬剤部 

宮本 康敬 医療法人社団 圭友会 浜松オンコロジー 

センター 

三好 かずみ なのはな薬局 

向山  雅士 総合高津中央病院 

武藤 里志 東邦大学薬学部医療薬学教育センター 

村木 優一 三重大学医学部附属病院薬剤部 

村田 実希郎 東名厚木病院 

村松 信 日本薬科大学 薬理・薬物治療学分野 

室 親明 兵庫医科大学病院 

茂木 孝裕 京都桂病院薬剤科 

元久 大樹 よつ葉薬局 

森 玄 国際医療福祉大学 三田病院 薬剤部 

森 美奈子 横浜市立みなと赤十字病院薬剤部 

森田 有紀 医療法人あかね会土谷総合病院薬剤部 

森脇 健太郎 中部ろうさい病院薬剤部 

 



 

八重 徹司 松山大学 薬学部 医療薬学教育センター（医薬

情報解析学） 

山内 拓 聖隷浜松病院薬剤部 

山岡 法子 帝京大学薬学部薬品分析学・青山薬局 

山口 俊司   株式会社アインファーマシーズ 店舗運営部  

在宅支援課 

山口 友明 東京医療生活協同組合中野総合病院薬剤科 

山田 智香 聖隷三方原病院 

山田 弘子 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 

山本 武史 JA山口厚生連小郡第一総合病院 

山本 千尋 ㈱はまなす薬局 

湯浅 宣子 日本鋼管病院 

由良 温宣 労働者健康福祉機構東北労災病院薬剤部 

百合草 憲勇 中部ろうさい病院薬剤部 

横井 妙子 東邦大学医療センター大橋病院 

横内 淳子 札幌エルム病院薬局 

横山 登英 日本赤十字社 医療センター薬剤部 

吉尾 隆 東邦大学薬学部医療薬学教育センター 

若林 進 杏林大学医学部付属病院薬剤部 

和田 貴美子 聖マリアンナ医科大学薬剤部 

渡邉 郁乃 東邦大学医療センター佐倉病院薬剤部 

渡邊 基容子 豊川市民病院薬局 

渡辺 朋子 東邦大学薬学部臨床薬学研究室 

渡邊 輝 なごみ薬局 

渡邊 美智留 武蔵野大学薬学部臨床薬学センター 

 
 
 
※賛同者総数４１３名のうち、公表に同意をいただいた方々の氏名と所属を掲載しております。 

 


