
氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

認定実務実習指導薬剤師名簿（五十音順） 茨城県

氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

2022年3月31日現在

（2015年4月1日以降新規認定申請者）

相澤一弥 2025/03/31 調剤薬局あすなろ19231122

浅尾洋一 2024/10/14 アイ水戸薬局18230267

油田　ちづ子 2024/03/31 すずらん薬局　井野店18229535

阿部　賢一郎 2024/11/30 日本調剤　牛久南薬局18230627

有賀香奈 2026/03/14 アイン薬局守谷店19232915

池澤直樹 2025/01/14 水戸中央病院18130819

井坂由佳 2024/12/14 筑波大学付属病院18130663

石井智大 2026/06/14 さつき薬局　渡里店20233226

市川智之 2024/10/31 総合病院　土浦協同病院18130308

伊藤　健一郎 2025/10/14 龍ケ崎済生会病院19132053

猪又泰子 2026/02/28 かすが薬局19232874

今泉　紗央里 2025/09/30 さくらい薬局土浦文京店19231833

岩瀨裕治 2024/12/14 霞ヶ浦薬剤センター薬局18230679

植木大介 2024/02/14 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター17129360

内山　領 2027/05/31 はない薬局21233573

江川　凱 2025/05/14 守谷調剤薬局19231321

遠藤幸司 2025/09/30 総合病院　土浦協同病院19131821

尾池敦子 2024/10/31 公益社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院18130320

大川博文 2025/12/31 ほこた薬局19232551

大川原　拓佳 2025/09/30 マロニエ調剤薬局19231856

大曽根　鋭人 2024/08/31 常陸大宮済生会病院18130108

大沼　ひとみ 2022/06/14 白十字総合病院16127340

岡崎　仁 2026/11/30 常陸大宮済生会病院20133371

尾形　みゆき 2021/06/14 あけぼの薬局　上石下店15225612

岡田崇宏 2022/02/14 カワチ薬局　つくば大穂店15226919

奥澤由美 2026/01/14 高崎薬局19232586

小澤勇人 2025/01/14 水戸赤十字病院18130812

押金拓郎 2024/06/30 アイン薬局　つくば天久保店18229870

小沼慶彦 2026/03/31 ほし薬局石岡店20233028

小野克久 2022/05/31 グリーン薬局16227322

梶山貴司 2024/12/14 茨城調剤薬局　泉町店18230675

糟谷憲明 2026/02/14 フローラ薬局河和田店19232797

加瀬光一 2024/10/14 茨城調剤薬局　佐竹南台店18230286

亀谷　誠 2021/10/31 フロンティア薬局　日立店15226336

川地裕典 2027/03/31 神栖済生会病院21133488

河原郁子 2024/10/31 アイン薬局　つくば学園店18230335

河本尊行 2024/10/14 あい薬局　川尻店18230258

菅野大輔 2026/02/28 そうごう薬局北茨城店19232871

菊地　智恵里 2021/07/31 友愛薬局　下館店15225758

菊地麻希 2025/02/28 医療法人渡辺会　大洗海岸病院18131000

木野山　淑香 2026/02/14 根本薬局　ひたち野店19232728

木村彩乃 2024/11/30 つむぎ薬局18230604

木村優太 2026/05/31 医療法人社団善仁会　小山記念病院20133194

日下佑美 2024/12/14 アイン薬局　水戸双葉台店18230682

倉持　由美子 2023/10/31 守谷ふれあい薬局17228988

倉持将己 2024/03/31 守谷調剤薬局18229502

黒澤豊彦 2021/05/31 茨城県立中央病院15125513

黒澤一欽 2026/02/28 とうかい薬局19232885

後藤　愛 2024/10/31 アイン薬局　守谷ひがし野店18230410

小林真里 2021/05/31 たなか薬局15225539

小又千恵 2028/02/29 さくらい薬局　岩瀬店21234299

小室　みどり 2026/01/31 アイン薬局ひたちなか店19232691

近藤　恵都子 2024/12/14 まりも薬局18230705

今野尚耶 2025/02/28 アルファーム薬局　大みか店18230997

齊藤　凌 2027/11/14 フローラ薬局　友部店21233919

齋藤孝史 2026/01/14 ぷらす調剤薬局19232609

齋藤正志 2021/08/31 南山堂薬局　土浦北店15225933

酒井理恵 2026/12/14 フロンティア薬局　日立店20233403

榊原義廣 2027/08/31 今川薬局つくば手代木店21233720

坂村　寛 2026/03/31 ポプリ薬局桜町店20233073

坂本浩子 2021/07/31 今川薬局　つくば篠崎店15225773

酒向　あずみ 2022/04/14 独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター16127181

佐々木　元 2024/12/31 アイン薬局　つくば篠崎店18230763

笹本重喜 2023/02/28 ヤマグチ薬局　チェリオ店16228018

佐藤　渉 2024/09/30 （株）日立製作所　日立総合病院18130231

佐藤有信 2025/07/31 フローラ薬局　河和田店19231521

三瓶光春 2026/02/14 ローズ薬局19232804

澁谷光充 2026/02/28 おおつ野薬局19232893

清水朋子 2021/04/30 あけぼの薬局　内守谷店15225417

杉山紘一 2025/05/31 ひたちなか総合病院19131377

鈴木　ひろみ 2024/12/31 すみれ調剤薬局18230786

鈴木清美 2023/04/14 サン薬局17228198

鈴木美加 2025/02/28 茨城県立中央病院18131002

鈴木嘉治 2023/02/14 茨城県立中央病院16127917

諏訪千帆 2024/11/14 北水会記念病院18130535

関口達則 2026/02/14 ももの木薬局19232754

関口直子 2023/03/31 さくら薬局　古河店17228152

千田昌代 2022/08/31 SFC薬局16227444

染谷文洋 2022/03/14 守谷ふれあい薬局15227056

高田和仁 2025/11/14 友愛記念病院19132228

高橋　輝 2026/02/28 アイン薬局つくば上横場店19232837

高橋克昌 2024/02/14 パルム薬局　宮中店17229391

髙見　守 2026/03/14 日本調剤つくば西大通り東薬局19232926

滝　雄貴 2025/04/14 友愛薬局　みらい平店19231197

田山祐輝 2025/12/31 カワチ薬局　結城南店19232562

千ヶ﨑　崇 2024/11/14 さわやか薬局18230529

塚越　諒 2024/10/14 アイン薬局　つくば学園店18230273

寺田　靖 2024/10/14 学園中央薬局　つくば駅前店18230247

中川祐美 2026/02/14 水戸協同病院19132782

中村智子 2024/10/14 みすず薬局　笠間大町店18230242

成田祐一 2024/11/14 さわやか薬局18230549

成島健一 2024/12/31 アイン薬局　小川店18230737

野口千善 2026/05/31 フダ調剤薬局20233152

野口直哉 2027/12/14 ヤックスドラッグ阿見薬局21234080

長谷川　優子 2022/01/31 アイセイ薬局　イオンタウン守谷店15226847

廣澤　孝 2021/11/30 古河病院15126590

廣瀬大介 2028/02/14 ねもと薬局病院前店21234254

深谷明子 2026/05/31 ポプリ薬局　桜町店20233134

藤田　昇 2025/11/14 なの花薬局水戸赤塚店19232268

藤田夕佳 2027/10/14 ひかり薬局つくば学園の森店21233863

船田優理 2025/05/31 医療法人徳洲会　古河総合病院19131336

古谷田　茂和 2025/12/31 JAとりで総合医療センター19132536

穂垣絢子 2025/05/14 アイン薬局　龍ヶ岡店19231297

本間真人 2026/01/14 筑波大学附属病院19132596

前川　健 2024/06/30 ねもと薬局 しろくま店18229854

牧野嘉人 2027/09/14 南山堂薬局 取手駅前店21233760

政本康成 2026/01/31 アイン薬局つくば天久保店19232708

松井久和 2025/11/14 今川薬局　土浦店19232198

松本香織 2025/10/31 県北医療センター高萩協同病院19132119

溝口綾子 2025/04/30 守谷慶友病院19131294

緑川拓也 2027/12/31 筑波記念病院21134118

宮﨑　優 2024/11/14 薬局与市　鹿嶋宮中店18230483

宮本　治 2027/12/14 アイン薬局 守谷ひがし野店21234020

村上　淳 2024/12/14 アイン薬局　牛久柏田店18230669

村田高志 2025/12/14 アイン薬局水戸双葉台店19232417

森田佳代 2025/12/31 ライズ調剤薬局石岡店19232509

山口　枝里子 2026/02/28 アイン薬局　舟石川店19232860

山田史江 2026/03/14 筑波メディカルセンター19132912

山元麻衣 2025/09/14 (株)日立製作所日立総合病院19131756

山本昌範 2025/09/14 薬局与市鹿嶋宮中店19231745

吉田雅光 2022/02/14 牛久南薬局15226864

吉成　猛 2026/08/31 日本調剤土浦薬局20233293

渡邉一弘 2024/02/14 ねもと薬局　しろくま店17229379

渡邊晋吾 2024/10/31 ななせ薬局18230333

渡邊剛志 2026/06/14 志村大宮病院20133210



氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

認定実務実習指導薬剤師名簿（五十音順） 栃木県

氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

2022年3月31日現在

（2015年4月1日以降新規認定申請者）

藍澤貴幸 2025/09/30 ハーモニー薬局柳田店19231799

青木一恭 2025/01/31 ピノキオファーマシーズ　鹿沼久保店18230862

青木理紗 2025/06/14 ハーモニー薬局　北一の沢店19231394

秋元朝行 2023/10/14 国立病院機構　宇都宮病院17128857

秋山和大 2025/06/14 サン薬局　上三川店19231405

阿部　倫明 2025/06/14 国際医療福祉大学　塩谷病院19131422

阿部明子 2024/02/29 医療法人　小金井中央病院17129411

天谷拓也 2023/11/30 栃木県済生会　宇都宮病院17129139

荒川祐輔 2023/10/31 自治医科大学附属病院17128934

安納彰子 2025/12/31 中央薬局19232506

池田篤史 2021/12/14 （株）日赤病院前薬局　ひばり調剤薬局15226635

伊沢郁夫 2024/08/14 芳賀赤十字病院18130040

石下　里江子 2026/03/14 エムハート薬局みなみ店19232907

市村　由貴子 2021/08/31 医療法人報徳会　宇都宮病院15125920

伊藤　健 2025/09/30 国際医療福祉大学病院19131849

稲見正幸 2024/08/31 栃木県済生会　宇都宮病院18130098

宇治川　智之 2022/12/14 間々田調剤薬局16227698

榎本有和 2022/03/14 中央薬局　壬生店15227079

海老澤　望美 2025/06/14 ピノキオファーマシーズ　東武宇都宮店19231395

海老沼　慶一 2024/11/30 自治医科大学付属病院18130617

海老原　泰子 2022/06/30 社会医療法人恵生会　黒須病院16127363

遠藤憲知 2026/05/31 ウエルシア薬局　足利大前店20233193

大木　碧 2024/10/31 アルファーム薬局　並木店18230411

大塚祥貴 2024/01/14 ピノキオ薬局小山店17229284

大森利昭 2026/02/14 ピノキオ薬局19232814

大矢智則 2023/03/14 国際医療福祉大学病院16128033

刑部明美 2025/10/14 レインボー薬局宝木店19232050

落合　惇 2024/05/31 ピノキオ薬局　烏山店18229769

小貫沙織 2025/09/14 ピノキオファーマシーズ鹿沼西店19231749

小野﨑　大地 2026/08/31 医療法人　慈啓会　白澤病院20133295

加倉井　沙由里 2024/08/31 わかば薬局　石橋店18230121

勝又　健太郎 2026/01/14 ウイン調剤薬局小山城南店19232575

加藤雅貴 2023/12/14 中央薬局　岩舟店17229199

門澤裕浩 2024/07/31 ライズ薬局18229988

金子　みどり 2023/02/14 中央薬局　足利日赤店16227894

加納　亜由子 2024/03/31 上都賀総合病院18129504

菊地亮太 2024/09/30 クオール薬局　小山駅南店18230202

木村　さおり 2025/09/30 あかし薬局19231871

久保井　卓也 2026/02/28 ﾋﾟﾉｷｵ薬局南河内店19232828

毛塚友浩 2023/01/31 (株)フォルマン　きりん薬局16227831

小泉英明 2024/08/14 ゆうせい薬局18230074

河野孝史 2023/03/14 プラザ薬局　関堀町店16228031

後藤範夫 2022/03/14 独立行政法人　国立病院機構　宇都宮病院15127029

小林尚斗 2023/12/14 ふじ調剤薬局17229197

小林美那 2025/01/14 足利赤十字病院18130820

小堀栄行 2021/11/14 ウエルシア薬局　宇都宮駒生店15226387

小松卓也 2025/09/30 ファーコス薬局　くろばね19231830

近藤巧也 2025/09/14 エムズ薬局19231794

齋藤和博 2022/07/14 いちご薬局16227384

齋藤紀子 2024/11/14 りんどう薬局　野間店18230477

佐々木　智美 2023/12/14 さくら薬局　自治医大前店17229162

佐々木　信子 2021/07/31 国際医療福祉大学　塩谷病院15125788

佐藤　健太郎 2026/08/31 だるま薬局氏家店20233289

佐藤雄紀 2022/02/14 ピノキオ薬局　自治店15226862

澤村隆志 2025/09/14 ピノキオ薬局　上戸祭店19231746

塩澤　佳奈子 2027/03/31 ハーモニー薬局西小学校前店21233497

塩月智子 2024/10/14 地方独立行政法人　栃木県立がんセンター18130238

篠﨑仁恵 2023/12/14 ピノキオ薬局　プラザ店17229192

篠原祐樹 2025/11/14 ピノキオ薬局自治店19232186

清水　浩 2021/10/31 カワチ薬局　大田原西店15226261

諸德寺　孝祥 2021/08/31 調剤薬局マツモトキヨシ　足利日赤店15225948

城守恵美 2023/11/14 社会医療法人中山会　宇都宮記念病院17129062

菅原りか 2025/09/14 フクシ矢板薬局19231785

菅原　知 2025/09/14 国立病院機構　栃木医療センター19131740

鈴木隆史 2025/01/14 国立病院機構　宇都宮病院18130803

関　靖文 2024/08/31 ピノキオファーマシーズ　宇都宮西店18230089

高槻誠治 2024/10/31 ピノキオ薬局　自治店18230433

髙梨信之 2026/07/14 コムファ薬局しもつが20233260

高橋博子 2023/10/31 中央薬局17228981

玉井一也 2025/09/14 国際医療福祉大学病院19131772

蔦　忠彦 2021/06/30 （株）ファーコス　アイ・シー薬局15225694

富樫　翔 2024/07/31 カケル薬局18229965

土橋　学 2022/07/14 りんどう薬局16227392

冨田友美 2026/01/31 アップル薬局自治医大前店19232717

豊岡浩輝 2024/09/14 中央薬局　足利日赤店18230161

直井雅典 2024/01/31 国際医療福祉大学　塩谷病院17129293

永江　源太郎 2023/10/31 中央薬局　黒磯店17228938

中里恵介 2026/03/14 中央薬局　江曽島店19232927

中澤　香代子 2022/05/31 ピノキオファーマシーズ　市貝赤羽店16227319

中山丈司 2024/05/14 足利赤十字病院18129676

奈良部　篤史 2025/09/14 (株)ボニー　セナミ薬局馬場通り店19231741

西村久弥 2023/11/30 エイケン調剤薬局17229148

沼尾綾子 2024/04/30 鬼怒川調剤センター　たかとく薬局18229651

野寺賢宏 2022/08/14 芳賀赤十字病院16127433

長谷川　敬 2023/07/14 はせがわ調剤薬局　今市本町店17228459

塙　和久 2021/05/31 SFC薬局　越戸店15225518

馬場　慎太郎 2023/10/31 フレンド薬局17228929

濱口祥子 2024/03/31 芙蓉薬局18229537

針谷峻平 2025/09/14 エムズ薬局19231787

半田祐介 2025/10/31 チューリップ薬局19232143

菱谷和美 2024/11/14 大町調剤薬局18230465

平田義人 2026/01/14 平田薬局19232630

深井克則 2024/03/14 国際医療福祉大学病院17129458

冨賀一徳 2022/03/14 あきやま薬局　15227077

深野幸子 2026/02/28 佐野厚生総合病院19132827

藤野麻美 2024/09/30 ピノキオ薬局　プラザ店18230232

前橋資子 2024/03/14 ライズ薬局17229448

松井律子 2022/02/28 みずしろ調剤薬局15226939

真鍋　健太郎 2024/08/14 だるま薬局　氏家北店18230072

眞原達男 2024/09/14 新小山市民病院18130141

水間達也 2026/05/31 パワーファーマシー20233166

三瀬直世 2022/04/14 ゆうせい薬局16227185

緑川宣弘 2023/11/30 佐野厚生総合病院17129105

室井健志 2026/03/14 きぬの里店19232909

森田　絵里子 2025/02/28 ピノキオ薬局駅東店18230989

森田光枝 2022/11/14 佐野厚生総合病院16127641

茂呂哲夫 2021/04/14 コスモ薬局　大平南店15225364

門田頼明 2025/09/30 南部調剤薬局19231872

山岸　美奈子 2026/02/28 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院19132844

山口英克 2027/06/14 ピノキオ薬局鶴田店21233626

山口幸紀 2024/11/30 アップル薬局　はこのもり店18230652

山﨑朋子 2023/10/14 栃木県立がんセンター17128876

和貝直亮 2027/12/31 フタバ快生堂薬局21234125

和久剛士 2024/09/14 (有)フレンド　フレンド薬局風の宮18130155

渡邉明香 2024/05/14 ピノキオ薬局　黒磯店18229669
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相川　潤 2024/04/14 マルエ薬局　川原店18229553

青野嘉隆 2022/08/14 そうごう薬局　境東店16227426

新井悟史 2025/10/31 わたらせ薬局厚生前19232136

飯塚　誠 2026/08/14 群馬大学医学部附属病院20133283

飯塚文太 2025/12/31 あい調剤薬局　日吉店19232511

飯塚勇貴 2027/03/14 あかしあ薬局20233472

石原　麻見子 2025/01/14 クオール薬局　伊勢崎店18230809

井田成起 2026/05/31 東邦病院20133165

稲川　好 2025/11/14 あおば薬局前橋店19232224

井上雄貴 2025/09/30 ラポール薬局19231905

茨木政俊 2025/12/31 あい調剤薬局　みやぎ店19232568

伊平真之 2026/02/14 あおば薬局　前橋店19232766

岩松優子 2024/12/31 ツカサ薬局東小保方店18230746

上西綾乃 2024/02/14 医療法人石井会　石井病院17129376

上原俊彦 2021/11/14 館林厚生病院15126446

江原利彰 2025/02/14 伊勢崎市民病院18130924

遠藤俊一 2025/07/14 バイオリン薬局19231458

大井田　文雄 2025/12/14 大井田薬局　下仁田本店19232413

大島直人 2023/12/14 ウエルシア薬局　太田尾島店17229166

大島雅世 2021/11/14 太田市薬剤師会　会営薬局15226443

太田貴紀 2026/11/30 共創未来　あたご薬局20233375

大墳玲子 2022/10/14 済生会　前橋病院16127574

大平寿美 2025/07/31 つばさ薬局　茂呂店19231490

岡田雄飛 2024/11/30 すみれ調剤薬局　邑楽店18230587

岡部由美 2024/11/30 原町赤十字病院18130633

小野塚　美幸 2025/12/31 マルエ薬局河原店19232499

風間　夕起子 2025/01/31 ウエルシア薬局　前橋上新田店18230849

金井　哲 2025/12/14 いずみ薬局高崎店19232424

亀山洋司 2024/02/14 ファーコス薬局　アイキュー17229381

川崎裕司 2026/10/14 本島総合病院20133309

菊地尚子 2024/11/30 ヘルシー薬局18230602

岸上澄子 2024/11/30 すみれ薬局18230590

橘田昌人 2024/01/31 調剤薬局　元気の森17229331

久保田　宏実 2026/01/31 一般財団法人同愛会同愛会薬局19232650

久保田　将史 2026/02/28 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター19132847

黒岩将大 2027/12/14 すみれ調剤薬局　邑楽店21234034

黒澤　久美子 2023/07/31 (株)クロサワ薬局　東口支店17228549

黒澤徳仁 2022/02/14 公立富岡総合病院15126908

國分真理 2025/11/30 JCHO群馬中央病院19132385

小暮　晋一郎 2025/11/30 そうごう薬局　井野店19232366

小嶋　さおり 2024/10/31 あおば薬局　太田店18230453

後藤　晃 2024/10/31 ファーコス薬局　ほほえみ18230430

小橋斉彬 2025/10/14 クオール薬局伊勢崎店19232041

齊木直矢 2026/03/14 ウエルシア薬局前橋青柳店19232896

坂田惠美 2028/01/31 ファミリー薬局松原店21234200

佐藤俊之 2028/01/14 共創未来　たかせ薬局21234167

佐藤紀公 2025/12/14 あい調剤薬局19232449

澤野恵子 2022/07/14 群馬県立心臓血管センター16127389

篠原　麻維子 2024/11/30 群馬県立がんセンター18130624

柴田邦彦 2024/12/14 そうごう薬局　中之条店18230677

清水祐希 2023/07/14 いわはな薬局17228452

杉本　美津江 2025/11/14 一般財団法人同愛会　同愛会薬局19232222

須永　洋一郎 2027/09/30 コスモ21薬局21233807

平良重弘 2025/12/14 群馬県立心臓血管センター19132408

高草木　伸也 2025/11/30 若菜薬局19232337

髙梨正成 2027/12/14 薬局もり2号店21234069

髙橋　功 2024/11/14 日本調剤　前橋薬局18230536

高橋朋貴 2025/04/14 共創未来　かけづか薬局19231196

髙橋雄太 2025/03/31 群馬大学医学部付属病院19131100

武井美緒 2025/12/31 ウイン調剤薬局前橋日赤前店19232505

竹田　昇 2025/03/14 あすか薬局18231081

田島洋海 2026/01/31 マルエ薬局　高崎小八木店19232671

田中陽徳 2028/02/14 オハナ薬局 前橋朝日店21234249

田中芳樹 2026/02/28 上武呼吸器科内科病院19132872

千田和之 2021/08/31 柴崎薬局　下野田店15225987

千葉理恵 2026/07/14 高崎総合医療センター20133256

中根丈晴 2025/09/30 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院19131935

中野　綾 2025/12/31 一般財団法人同愛会薬局19232517

中村　眞規子 2024/12/31 わたらせ薬局　南店18230754

中山郁織 2025/09/30 社会医療法人 鶴谷会 鶴谷病院19131922

西須朋子 2026/02/14 西須薬局19232722

西須久高 2025/09/30 有限会社　西須薬局19231883

西場弘美 2024/10/31 独立行政法人地域医療機能推進機構　群馬中央病院18130406

西松裕子 2023/12/31 沼田脳神経外科循環器科病院17129223

橋本信康 2024/06/14 あおば薬局　高崎店18229819

羽田　恵美子 2027/03/14 ファーコス薬局アイビー20233474

畠山文子 2023/01/31 かなで薬局16227829

馬場章人 2027/06/30 プラス薬局高崎吉井店21233644

茨田一成 2025/02/28 日高病院18130967

平林優奈 2025/10/31 医療法人真木会真木病院19132137

深井孝之 2023/02/14 桜木薬局16227904

深澤篤人 2026/03/31 共創未来　桐生協同薬局20233064

舩渡川　宰 2025/12/31 マルエ薬局前橋朝倉店19232498

触沢良枝 2024/06/14 高崎中央病院18129785

星名一輝 2027/08/31 アイセイ薬局伊勢崎店21233734

細田　佳奈子 2024/11/30 北毛病院18130616

眞下　真奈美 2027/08/14 マルエ薬局川原店21233698

町田忠利 2021/08/31 前橋赤十字病院15126038

町田恵美 2024/11/30 利根中央病院18130645

松本　美智子 2025/10/14 アイケイ薬局　矢中店19232082

丸山達也 2025/02/28 群馬大学医学部付属病院18131014

南　亜由美 2024/12/14 このは薬局　吉岡店18230659

宮久保　秀機 2025/09/30 ウエルシア薬局前橋上新田店19231936

宮崎　智恵子 2021/10/31 しののめ薬局15226265

茂木　今日子 2023/11/30 医療法人石井会　石井病院17129124

森下宙輝 2025/12/31 済生会前橋病院19132570

八木宏幸 2025/11/14 あい調剤薬局上細井店19232225

矢島俊介 2025/12/31 マルエ薬局　前橋元総社蒼海店19232515

八島秀明 2022/08/14 群馬大学医学部附属病院16127436

安本早苗 2023/07/14 富士薬局　大島店17228485

山崎　那智子 2022/03/14 キュアート薬局15227034

山田英毅 2024/11/14 かなで薬局　二之宮店18230518

山田梨花 2025/10/14 前橋市薬剤師会　会営薬局19232015

山中彰子 2021/11/14 前橋協立病院15126456

横塚久代 2023/06/30 医療法人社団醫光会　おうら病院17128448

吉田紗希 2021/07/14 高崎総合医療センター15125706
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赤澤洋祐 2026/03/31 リーフ薬局20232999

赤塚将来 2025/03/14 あさひ調剤薬局18231063

秋元和樹 2024/12/31 サカエ薬局18230774

安達　麻祐子 2022/04/30 新潟厚生連　長岡中央綜合病院16127251

阿部尚美 2023/08/14 下越いずみ薬局17228622

阿部佑一 2024/11/14 ケンユウ女池上山薬局18230481

五十嵐　里美 2026/02/14 しなの薬局メディアシップ店19232776

五十嵐　優 2024/11/30 共創未来　新津薬局18230653

五十嵐　裕美子 2022/08/14 希望ヶ丘薬局16227423

五十嵐　亮一 2026/02/14 株式会社ファーコス みゆき町薬局19232800

池田考介 2024/11/30 佐渡総合病院18130621

池田裕美 2025/07/31 新潟大学医歯学総合病院19131566

磯邉浩和 2027/12/14 新潟大学医歯学総合病院21134025

市川由佳 2021/04/14 オタケ薬局15225356

伊藤　多恵子 2024/09/14 新潟県立中央病院18130131

伊藤敏紀 2022/07/14 いちご薬局　下門前16227382

伊藤麻弓 2024/12/31 かみやま薬局18230745

井上愛子 2027/09/14 にいざき調剤薬局21233768

猪又友子 2024/12/14 ヒスイ調剤薬局18230704

今井　理央子 2026/02/14 新潟大学医師歯学総合病院19132770

今井朗子 2025/06/30 新潟県立精神医療センター19131430

今井陽介 2021/04/14 柳橋薬局15225390

今成　拓 2025/12/31 魚沼基幹病院19132516

井村健吾 2023/09/14 りんご薬局17228755

岩倉　潔 2023/12/14 特定医療法人青山信愛会　新潟信愛病院17129204

植木淳一 2024/11/30 メッツ長岡薬局18230573

大串祐一 2025/12/31 アイン薬局　坂町店19232558

大澤　恵 2024/11/30 アイン薬局　豊栄店18230641

大司貴広 2024/12/14 西長岡調剤薬局18230716

大沼明子 2022/01/14 新潟県立中央病院15126771

岡田善博 2021/11/14 アライ調剤薬局15226381

岡村直哉 2024/01/14 松代調剤薬局17229263

小竹隆昭 2025/01/31 中央調剤薬局　藤野店18230882

加藤　真由美 2022/02/28 総合リハビリテーションセンター　みどり病院15126953

加藤信昭 2022/06/30 新潟県立津川病院16127351

金谷　諭 2026/01/31 おおぼり薬局19232675

金田怜史 2025/09/30 アイン薬局坂町店19231954

金照　智弓城 2025/10/14 みどり台調剤薬局19232014

川崎早容 2024/12/14 医療法人崇徳会　田宮病院18130720

神田啓資 2026/03/31 共創未来燕薬局20233053

北村聡美 2024/05/14 アライ調剤薬局18229696

陸　　健 2024/11/14 おぎかわ調剤薬局18230519

小泉慶明 2022/09/14 市民調剤薬局　亀田向陽店16227502

小金澤　佑太 2025/10/14 国立病院機構　西新潟中央病院19132043

小島裕介 2024/11/14 かめだ調剤薬局18230540

小竹達之 2025/07/31 市民調剤薬局　さかい店19231510

小林裕代 2028/02/14 浜浦町薬局21234218

是久　淳 2021/12/31 あさひ薬局15226726

今　祐己 2025/02/14 米山薬局18230938

齋藤浩平 2026/06/14 みなと調剤薬局20233200

佐合絵里 2023/07/14 医療法人崇徳会　田宮病院17128477

佐々木　和紀 2026/07/14 にいがた調剤薬局　阿賀野20233265

佐藤　優 2028/02/29 中央調剤薬局　駅南店21234319

佐藤裕英 2021/12/31 新潟県立　加茂病院15126749

佐藤雄大 2024/11/30 新潟西浦メディカルセンター病院18130574

品田佳代 2022/07/31 独立行政法人国立病院機構　新潟病院16127411

渋谷悟史 2026/10/31 メッツ西堀薬局20233343

清水英勇 2024/03/31 あるも薬局　善久店18229531

新保　茜 2025/06/14 にいがた調剤薬局　医学町19231411

菅原淳史 2022/02/28 よつば薬局　桃山店15227021

杉原麻美 2025/05/31 メッツ小新薬局19231357

須佐　充 2022/02/14 済生会新潟第二病院15126916

関根春海 2026/01/31 白根調剤薬局19232640

関谷弘子 2021/08/31 （有）新潟メディカルプラン　いずみ薬局15226025

五月女　洋子 2024/11/14 あんず薬局18230554

高澤　なつき 2026/01/14 セイコードー亀田薬局19232592

瀧澤和子 2022/06/30 吉田東薬局16227372

滝沢尊子 2025/01/14 田家みのり薬局18230804

瀧澤未央 2023/01/31 市民調剤薬局　とやの店16227873

竹村健志 2024/10/14 アイン薬局　新潟市民前店18230234

田中　佳那子 2024/10/31 新潟白根総合病院18130418

田中　亮 2024/11/14 三条東病院18130467

田中雄介 2026/03/14 新潟大学医歯学総合病院19132944

田村宏平 2026/01/14 セイコードーさつき野薬局19232587

塚田　香 2025/12/14 共創未来　とよば薬局19232409

塚田利彦 2025/01/31 メッツ薬局18230867

寺尾隆広 2021/12/31 海老ケ瀬薬局15226727

寺久保　修 2026/03/31 しなの薬局坂町店20233000

長瀬麻美 2021/10/31 すわ調剤薬局15226323

中町茂飛 2024/12/31 川西調剤薬局18230755

名地繁樹 2024/11/30 ことり薬局18230636

奈良健志 2022/04/30 新潟万代病院16127240

西村敬一 2026/04/14 エム・ケイ薬局　かきざき店20233099

西山志穗 2026/08/14 つけふね薬局20233280

長谷川　礼子 2025/12/31 ボンド薬局まつはま19232507

服部康行 2021/09/30 しなの薬局　坂町店15226166

福眞　悠 2024/12/31 セイコードー　潟東薬局18230728

藤木拓也 2024/12/31 いずみ調剤薬局18230779

不二崎　雅史 2024/12/31 セイコードー　亀田薬局18230727

星　容子 2023/08/31 魚沼市立　小出病院17128647

細井法子 2021/11/14 あさひ薬局　燕店15226464

本間絵美 2026/02/28 新潟医療生活協同組合木戸病院19132854

本間聖子 2025/09/14 岩室いなば薬局19231755

本間太郎 2025/01/14 市民調剤薬局　亀田向陽店18230797

本間正洋 2024/12/14 共栄堂薬局　とやの店18230665

牧　洋平 2021/12/14 有明大橋薬局15226620

三重堀　健雄 2026/03/14 みつけ調剤薬局19132934

宮城　祐 2024/12/31 メッツ古町薬局18230783

宮沢憲太 2023/02/28 オリーブ薬局　新大前店16227972

宮澤純一 2026/02/28 緑町薬局19232864

武藤　豊 2025/02/28 西高田薬局18230974

村上幸恵 2025/02/14 JA新潟厚生連　上越総合病院18130937

八子雄太 2025/11/14 みのり薬局19232239

安田　カオル 2024/11/14 新潟中央病院18130551

山賀洋和 2027/05/31 新潟厚生連豊栄病院21133583

山岸宏和 2024/11/30 魚沼基幹病院18130600

山岸良寛 2026/02/14 新潟県厚生連　糸魚川総合病院19132735

山崎伸江 2024/11/30 みずしま調剤薬局18230648

山﨑理恵 2021/11/14 あさひ薬局　浦店15226409

山田豪樹 2024/02/29 国立病院機構西新潟中央病院17129398

山田潤也 2025/10/14 上越地域医療センター病院19132013

山寺忠之 2024/11/14 メッツ嵐南薬局18230512

山本尚樹 2025/08/31 共栄堂薬局　おもて町店19231685

吉岡　信 2024/12/14 あがの調剤薬局18230664

吉田　亮 2022/02/14 ファーマみらい浦佐薬局15226900

鷲津陽子 2024/11/30 アイン薬局　新大前店18230640

渡邊　翔 2024/11/14 新潟県立新発田病院18130504

渡辺幸司 2022/01/14 中央調剤薬局　中央店15226776

渡辺重雄 2025/12/1419132429



氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

認定実務実習指導薬剤師名簿（五十音順） 山梨県

氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

2022年3月31日現在

（2015年4月1日以降新規認定申請者）

赤池英昭 2024/01/31 ミルキッズ調剤薬局宮原店17229341

赤岡宏江 2025/11/30 赤岡綜合薬局小瀬店19232361

秋山　真太郎 2026/03/31 アーク調剤薬局山梨店20233001

秋山　博 2025/04/14 秋山薬局19231193

芦澤暁子 2024/10/31 甲州市立　勝沼病院18130352

網野浩司 2027/08/14 四ツ葉薬局塩山店21233701

有吉俊明 2026/07/14 ウエルシア薬局マーケットタウン御坂店20233257

安藤光司 2026/03/31 上野原市立病院20133007

飯野直美 2022/01/14 みさき薬局　竜王15226787

池田直樹 2026/03/31 山梨厚生病院20132970

石原慎悟 2025/12/31 有限会社かえで薬局 河口湖店19232496

伊藤　厚 2022/03/14 ハートフル薬局　須玉店15227090

伊藤貴史 2024/07/14 社会医療法人加納岩　加納岩総合病院18129880

伊藤直哉 2022/04/30 (有)櫛形調剤薬局16227221

井上　歩 2025/08/31 ももの木薬局19231664

今泉隆史 2025/12/31 市立甲府病院19132544

今津　敬 2025/12/31 美咲調剤薬局19232501

内田　淳 2025/10/31 山梨大学医学部附属病院19132115

宇都宮　邦子 2023/07/31 日下部記念病院17128517

太田綾華 2028/02/14 ふたば薬局富士吉田店21234212

岡　裕介 2027/11/30 あんず薬局　西桂店21233980

岡本壮史 2025/12/14 菜の花薬局19232490

風間静香 2026/05/31 山梨県立中央病院20133141

数野　庸 2025/04/14 しらゆり調剤薬局19231228

金子信治 2024/12/31 山梨県立中央病院18130760

河澄麻弓 2023/06/30 アーク調剤薬局　南アルプス店17228445

菅野　匠 2026/02/14 市立甲府病院19132723

橘田文彦 2025/02/14 山梨大学医学部付属病院18130951

木下剛喜 2025/09/30 こまの薬局19231843

栗林由佳 2021/04/30 あすなろ石和薬局15225451

栗原和博 2022/01/31 独立行政法人国立病院機構　甲府病院15126841

剣持春香 2021/12/31 恵信りほく病院15126712

合田昌史 2022/02/28 あすなろ甲府薬局15226950

小林真紀 2026/02/28 富士吉田薬局19232841

小松清佳 2025/03/14 上野原市立病院18131049

近藤敦子 2026/02/14 六郷調剤薬局19232774

三枝秀雄 2021/05/14 四つ葉薬局　勝沼店15225491

櫻井裕美 2025/12/31 甲府共立病院19132560

佐々木　さやか 2024/12/31 赤坂台病院18130742

島村智己 2027/11/30 いちい調剤薬局21233990

清水　敦 2025/11/30 アトム薬局アルプス通り店19232388

清水聡史 2022/12/14 菜の花薬局　南アルプス店16227727

莊司智和 2024/10/31 山梨大学医学部付属病院18130323

杉田　惠 2023/02/14 みさき薬局　北口16227920

鈴木　麻友美 2025/08/31 ももの木薬局19231665

住吉修一 2024/11/14 住吉薬局18230499

髙𣘺直史 2027/10/31 アイン薬局富士吉田店21233903

田中　かおり 2025/08/14 JCHO　山梨病院19131586

鶴田　めぐ美 2024/10/14 ユウキ薬局18230294

寺田智子 2023/01/31 山梨大学医学部附属病院16127871

豊見山　辰人 2027/06/30 クスリのサンロード薬局後屋店21233656

内藤雅夫 2020/12/31 アーク調剤薬局　甲府住吉店14224775

中込　哲 2027/05/31 山梨大学医学部附属病院21133597

中込崇士 2024/01/31 （株）赤岡綜合薬局　小瀬店17229310

永田和徳 2026/03/31 みどり薬局　緑ヶ丘店20232980

仲野千恵 2027/12/31 みさき薬局韮崎21234132

中村悠一 2024/12/31 ふなつ薬局18230787

七澤愛奈 2025/12/14 市立甲府病院19132470

西村英晃 2023/01/31 カイ調剤薬局16227828

根津　麻美子 2025/03/14 山梨厚生病院18131075

萩原貞枝 2022/03/31 ウエルシア薬局　マーケットタウン御坂店16227130

平賀一貴 2025/06/14 アーク調剤薬局　昭和店19231412

廣瀬　由美子 2026/02/14 中央調剤薬局19232802

堀内俊介 2025/12/14 国民健康保険　富士吉田市立病院19132464

増山　徹 2023/03/14 アイセイ薬局　長坂店16228061

松村大樹 2021/10/31 山梨大学医学部附属病院15126320

水上奈美 2026/05/31 笛吹中央病院20133186

水野純子 2022/03/31 サンロード調剤　富士見店16227119

三井和浩 2025/10/31 アーク調剤薬局　長坂店19232148

三井祐介 2025/11/30 山梨薬剤センター19232329

矢崎礼子 2026/03/31 地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立北病院20133046

山本弓子 2026/05/31 山梨県立中央病院20133150

吉川恵子 2025/09/30 みさき薬局　韮崎19231928

吉村和子 2023/01/31 上野原市立病院16127854

依田和実 2024/10/14 あおぞら薬局　富士見店18230264

依田昌子 2026/09/30 アトム薬局　藤田店20233302



氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

認定実務実習指導薬剤師名簿（五十音順） 長野県

氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

2022年3月31日現在

（2015年4月1日以降新規認定申請者）

青木　はる香 2024/02/29 アイン信州17229433

上松　肇 2027/01/31 オワリベ象山屋薬局20233434

天津　怜 2026/11/30 佐久市立国保浅間総合病院20133366

甘利朗子 2024/10/31 こぶし薬局18230303

網野一真 2025/02/14 諏訪赤十字病院18130893

有馬　佳奈美 2024/10/31 イイジマ薬局18230306

飯田理恵 2023/10/14 アイン両小野薬局17228819

井内　淳一郎 2022/04/30 こぶし薬局16227244

石﨑　玲 2025/04/30 竜東土屋薬局19231276

石田　裕一郎 2021/05/14 風間薬局15225499

市川輝幸 2022/03/14 佐久市立国保浅間総合病院15127087

市瀬貴丸 2023/07/14 キクリン堂ピカイチ薬局17228451

伊藤　いずみ 2022/04/14 高梨土屋薬局16227154

伊藤隆哉 2023/09/30 相澤病院17128803

今井宏和 2026/02/14 山水わかば堂薬局19132725

大木洋介 2026/03/31 赤坂てんじん薬局20233077

大澤智美 2026/03/31 ともえ名古熊薬局20233072

大沢雄介 2022/02/28 大沢薬局15227017

岡谷晃太 2026/01/31 飯山土屋薬局19232718

小口真実 2022/02/28 長野県立こども病院15126968

小澤秀介 2026/06/14 信州大学医学部附属病院20133213

勝田隆宏 2027/08/31 赤坂てんじん薬局21233714

亀田文子 2023/01/31 南山堂薬局　駒ヶ根店16227885

刈間　香 2025/10/14 まるさん堂薬局19231996

木内和広 2024/12/31 JA長野厚生連　富士見高原病院18130750

木賀田　亮介 2023/12/14 長野市民病院17129212

木村陽介 2025/05/31 昭和伊南総合病院19131371

小泉　充 2026/04/14 飯田市立病院20133103

小竹宏幸 2024/10/14 岡谷市民病院18130255

小林　麻里子 2026/01/14 佐久平薬局19232623

小林啓太 2026/03/31 コバヤシ薬局20233034

小林正紀 2022/03/14 (株)中島薬局15227075

齊藤京子 2026/02/14 コバヤシ薬局19232784

酒井　衛 2024/01/31 伊那中央病院17129314

佐々木　範充 2025/09/30 田町土屋薬局19231870

佐藤澄子 2021/06/14 佐藤薬局15225591

塩澤　由美子 2023/07/14 かなえ　ひまわり薬局17228475

渋谷貴大 2026/01/31 けやき薬局19232667

杉山　茜 2025/10/14 こぶし薬局19232005

関　洋一 2022/03/31 わかば薬局　こさと16227129

関口夏美 2026/03/31 みまき薬局20233039

善明慎平 2024/04/30 アイン本町西薬局18229627

滝沢伸司 2024/06/30 JA長野厚生連南長野医療センター　篠ノ井総合病院18129852

瀧澤法子 2023/08/14 (株)ミナミ薬局17228595

竹澤　崇 2026/03/31 信州大学医学部附属病院20133003

田中美和 2025/04/30 佐久総合病院19131280

築地泰臣 2025/11/14 こいで薬局19232206

土屋広行 2026/01/31 信州大学医学部附属病院19132648

津村直孝 2023/12/14 ホーム薬局17229193

寺沢聡美 2022/03/31 長野県立須坂病院16127150

戸塚昌哉 2023/09/14 スター薬局17228706

長﨑昭夫 2024/04/14 門十郎薬局18229548

中村　和 2022/04/14 湯谷ひとみ薬局16227183

中村高行 2026/03/31 国立病院機構　まつもと医療センター20133069

中村英喜 2024/10/14 三輪土屋薬局18230298

中山　円 2028/01/14 社会医療法人南信勤労者医療協会　諏訪共立病院21134152

中山智子 2024/04/30 長野市薬剤師会　医薬分業推進支援センター　長野薬局18229647

八柳秀夫 2024/10/31 イイジマ薬局18230305

濵　至寛 2025/02/28 諏訪赤十字病院18130965

早川友里 2025/03/14 医療法人丸山会　丸子中央病院18131048

林　健太郎 2025/02/14 はなのき林薬局18230906

平林克博 2024/10/14 安曇野赤十字病院18130280

平林美恵 2024/01/14 （株）日医調剤　波田薬局17229261

藤井宏亮 2024/04/30 長野松代総合病院18129632

降旗邦彦 2024/01/14 市立大町総合病院17129265

増田硬三 2022/03/31 長野県立　阿南病院16127133

松澤直樹 2023/08/14 信州大学医学部付属病院17128610

松下英知 2027/02/14 長野県薬剤師会会営薬局20233454

丸山　恵美子 2023/03/14 稲里あすなろ薬局16228069

丸山　稔 2024/05/31 松本市立病院18129740

三沢雅美 2024/10/14 シンビ堂御代田薬局18230283

水嵜博子 2024/11/14 あおぞら薬局18230510

水沢晴予 2024/05/14 コスメⅡ薬局18229673

水島淳裕 2025/04/30 信州上田医療センター19131270

宮田瑞希 2024/01/31 会営村井薬局17229308

三井　貴美代 2024/03/31 サンタグリーン薬局18229506

三村　享 2028/02/14 信州大学医学部附属病院21134243

宮川貴之 2024/10/31 医薬分業推進支援センター　長野薬局18230381

宮本英俊 2021/12/14 クスリのアオキ　大塚薬局15226698

柳沢啓介 2025/09/30 一般社団法人　あおぞら薬局19231942

栁沢純一 2027/07/31 さかもと薬局21233678

柳澤洋子 2022/01/31 あい薬局15226844

山越剛史 2025/10/1419131990

山﨑幸枝 2022/02/28 ひかり薬局15226962

山本　茂 2024/03/31 下伊那厚生病院18129517

山本　美嶺里 2022/02/28 太田薬局15226977

山本拓真 2022/02/28 太田薬局15226976

湯本匡寛 2025/07/31 さなだ薬局19231546

吉川遼子 2024/01/31 かなえひまわり薬局17229325

吉沢利香 2022/04/14 飯田市立病院16127187

吉田　沙耶香 2022/01/31 内川土屋薬局15226849

吉村　雄次郎 2024/09/14 ほんじょう薬局18230137

若林裕士 2026/03/31 吉田南センスビュー薬局20232990


