
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） 鳥取県

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）

井澤美紀 2026/01/31 鳥取県立厚生病院19132641

石亀里絵 2025/11/30 マキタ薬局19232368

岩井　ちさと 2022/10/31 鳥取大学医学部附属病院16127608

梅國秀之 2023/04/14 かくばんちょう薬局17228169

大谷俊彦 2024/04/14 ゆたに薬局18229582

太田宏樹 2025/10/31 (有)すずらん薬局19232133

門脇正明 2023/10/31 うなばら薬局17228951

金本祥志 2023/10/14 鳥取赤十字病院17128871

川島雅弘 2022/01/31 イヨウ薬局　福市店15226846

國森遵司 2024/11/14 徳吉薬局　とうぶ18230501

熊谷　務 2025/11/14 鳥取市立病院19132212

島田　洋次郎 2024/10/31 鳥取県済生会　境港総合病院18130382

杉下友美 2026/04/14 わらべ薬局20233096

竹内裕恵 2024/04/14 鳥取県立中央病院18129574

田中結貴 2026/10/14 はまさか薬局20233333

田村　浩 2023/08/31 吉成薬局17228664

中山　卓 2022/04/14 特定医療法人財団　博愛病院16127173

平井和浩 2025/09/14 鳥取大学医学部附属病院19131764

本間暁子 2023/12/31 徳吉薬局　松並店17229250

水野敬亮 2025/12/14 ケイ・アイ・堂薬局19232461

宮前文明 2023/03/14 国立病院機構　米子医療センター16128104

森内葉子 2023/05/14 清水病院17128325

森下聡夫 2025/11/14 大陽堂薬局　新町店19232256

森田知成 2021/08/31 北岡病院15126011

山根生子 2021/11/30 徳吉薬局　日赤前15126614

山本　貢 2023/04/14 鳥取赤十字病院17128230



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） 島根県

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）

伊藤弘泰 2026/10/14 とまと薬局敬川店20233331

伊藤学延 2023/02/14 フリーダム古志薬局　大庭店16227914

犬山政功 2025/09/30 グリーン調剤薬局黒田店19231964

上村智哉 2024/04/30 大田市立病院18129592

宇野　賢太郎 2027/12/14 アイン薬局　松江西川津店21234076

大石泰文 2023/09/14 三隅薬局17228713

嘉儀龍二 2023/09/14 調剤薬局ケイ　十神店17228743

鹿毛文乃 2024/10/31 公益社団法人益田市医師会立　益田地域医療センター医18130428

加戸　恵理子 2025/10/14 済生会江津総合病院19131971

嘉本玲子 2023/04/14 松江生協病院17128207

河角　康 2023/09/14 松江赤十字病院17128759

儀満厚輔 2024/10/31 フラワー薬局　平田店18230413

後長由枝 2022/06/30 日星薬局　斐川店16227354

酒井牧子 2023/08/31 松江市立病院17128678

杉山　健二郎 2025/02/28 国立病院機構　浜田医療センター18130999

髙木康介 2023/03/14 にま調剤薬局16228101

宅江孝修 2023/03/14 益田赤十字病院16128075

谷　聡美 2025/11/14 松江医療センター19132243

土屋雄太 2027/08/31 なの花薬局 石見太田店21233725

手錢　隆 2024/09/14 乃木調剤薬局　田和山店18230170

永岡智之 2023/09/30 もも薬局　出雲インター店17228791

西野　努 2025/10/31 ウェーブシティパルク浜田店19232109

西山武志 2024/04/30 みなり薬局18229642

原田誠二 2025/09/30 共栄薬局19231938

舟木　まゆみ 2024/08/14 ウェーブいわみ薬局18230047

三輪耕治 2023/04/30 安来市立病院17128248

矢野貴久 2025/09/30 島根大学医学部附属病院19131888

山足敏昭 2025/10/14 国立病院機構松江医療センター19131981

吉野　学 2022/06/30 大東駅前薬局16227352

渡部晃央 2025/04/14 雲南市立病院19131192



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） 岡山県

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）

赤田和弥 2024/11/30 きたぞの薬局　東一宮店18230581

朝田　丘 2025/12/14 ダテ薬局日比店19232446

朝田　央 2027/02/14 ダテ薬局　宇野店20233449

浅野志津 2025/11/30 岡山赤十字病院玉野分院19132380

有馬和希 2026/10/14 アイン薬局　倉敷駅前店20233330

井口真宏 2024/02/14 総合病院　落合病院17129357

池田朋文 2023/02/14 （医）梁風会　こころの医療たいようの丘ホスピタル16127897

猪原達也 2023/11/30 マスカット薬局　一宮店17229126

猪原泰子 2023/12/31 矢掛町国民健康保険病院17129243

岩本　なおみ 2025/11/30 岡山済生会総合病院19132362

上田　久美子 2026/03/31 岡山大学病院20133030

上田武史 2024/10/31 ファーマシィ薬局　井原セントレ18230309

江角　悟 2023/03/14 岡山大学病院16128090

江角政枝 2021/11/30 医療法人賀新会　玉島第一病院15126542

大野　真由子 2023/11/30 くすりのラブ薬局　福田店17229127

大庭隆徳 2023/01/31 こやま薬局　江崎店16227846

岡　大嗣 2024/11/30 こやま薬局　大供店18230582

岡　由香里 2023/10/14 光生病院17128884

岡部由香 2027/11/30 キラきら薬局上成店21233978

小渡教子 2023/11/30 築港ユアサ薬局17229128

金島聖子 2024/11/14 佐古薬局　石川病院前店18230539

金本麻衣 2026/02/14 岡村一心堂病院19132779

金谷　灯 2023/03/14 くすりのラブ薬局　奥田店16228087

川上　紗恵子 2026/06/14 すずらん薬局20233214

川田竜平 2025/10/31 ファーマシィ薬局美の浜19232112

神崎亜紀 2024/02/14 社会医療法人水和会　水島中央病院17129375

木村　紗弥佳 2024/05/31 国立病院機構　岡山医療センター18129726

黒川温子 2026/03/14 川崎医科大学附属病院19132899

黒田典彦 2025/12/14 虹の薬局　玉島店19232445

河野　健太郎 2024/10/31 虹いろ薬局　大野辻店18230327

古賀和馬 2025/11/14 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター19132242

古謝景子 2026/11/30 岡山療護センター20133377

小竹美代 2023/06/14 医療法人社団良友会　山陽病院17128392

児玉真市 2021/08/14 あんず薬局15225816

小西知廣 2025/12/14 児島あい薬局19232471

小林義和 2024/10/31 オール薬局　鶴形店18230310

駒井　恵 2023/01/31 東邦薬局　和気店16227851

兒山智治 2026/10/31 ハロー薬局20233335

齊藤友紀 2023/01/31 あかり薬局　本店16227845

笹岡健二 2024/11/30 岡山県精神科医療センター18130638

佐藤　憲 2024/12/31 医療法人　さとう記念病院18130790

佐藤　みのり 2023/02/14 創和会重井医学研究所附属病院16127936

澤　之珠 2025/05/14 渡辺胃腸科外科病院19131314

澤田啓介 2023/11/30 おかやま薬局　西大寺店17229129

柴田裕子 2028/01/14 井原市立井原市民病院21134164

清水啓介 2023/11/14 矢掛町国民健康保険病院17129079

白髪恵美 2023/02/28 水島協同病院16127996

須山　奈都江 2021/12/14 医療法人清梁会　高梁中央病院15126694

妹尾美希 2023/02/14 公益社団法人　赤磐医師会病院16127952

高森智敬 2025/12/14 川崎医科大学総合医療センター19132491

竹内　貴美子 2021/11/30 岡山ひだまりの里病院15126575

武部裕子 2023/01/31 津山薬局　中央病院前店16227850

田坂友紀 2022/04/14 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター16127202

立花佑太 2023/01/31 ひがしもん薬局16227849

坪井仁美 2023/02/28 医療法人創生会　渡辺胃腸科外科病院16128027

土光新也 2021/10/31 医療法人和香会　倉敷スイートホスピタル15126342

冨岡謙二 2024/06/30 吉備高原医療リハビリテーションセンター18129840

冨永真志 2024/08/14 そよかぜ薬局18230013

難波　安紀美 2023/11/30 あかり薬局　平島西店17229131

難波　良 2026/01/31 公益財団法人操風会岡山旭東病院19132658

難波良平 2025/05/14 吉備高原ルミエール病院19131299

西井清徳 2021/06/30 社会医療法人緑壮会　金田病院15125643

西岡　ちはる 2023/11/30 きたぞの薬局　岡大病院前店17229132

西宮祐輔 2023/11/30 モシモシ薬局　本店17229133

西山典子 2024/12/14 就実大学薬学部附属薬局18130710

則武有美 2023/10/31 岡山済生会総合病院17228919

畑　友美 2027/07/14 玉野市独立行政法人玉野医療センター　玉野三井病院21133669

華房幸代 2023/04/14 川崎医科大学付属病院17128224

林　慎二 2021/04/30 水島協同病院15125456

原口佳子 2025/09/30 こやま薬局・大供店19231900

原田　恵美子 2025/04/30 岡山協立病院19131256

原田圭子 2021/04/14 玉島中央病院15125325

東畑　茜 2026/10/14 アイン薬局岡大病院店20233315

肥後昇平 2026/10/14 肥後薬局日赤前店20233316

平井　文 2025/10/31 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院19132106

平田裕樹 2023/06/30 スマイル薬局　上道店17228429

平本晃子 2024/08/14 林道倫精神科神経科病院18130067

藤井宏美 2021/09/14 川崎医科大学附属　川崎病院15126092

藤田泰明 2023/01/31 あおば薬局16227844

藤原　由樹子 2026/05/31 総合病院水島協同病院20133159

藤原喜子 2021/05/31 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター15125515

前田竜男 2026/10/14 ゴダイ薬局　桜が丘店20233326

前田尚子 2025/11/14 虹いろ薬局　本店19232185

槇田崇志 2024/01/31 岡山大学病院17129302

松井裕典 2024/01/31 倉敷成人病センター17129326

松原　慎 2025/11/30 E薬局東店19232383

宮﨑和博 2023/11/30 サカエ薬局　山南店17229134

村山　真希枝 2022/11/14 井原薬局16227634

森田啓嗣 2023/11/14 岡山済生会総合病院17129084

森本　匠 2023/01/31 ザグザグ薬局西大寺店16227847

守本靖代 2023/09/14 笠岡市立市民病院17128724

安尾哲郎 2023/11/30 川﨑医科大学総合医療センター17129098

山内大輔 2026/04/14 岡山協立病院20133085

山路和彦 2024/10/31 E薬局　津山店18230311

山田浩子 2024/08/14 おかやま薬局　津高店18230012

山田真大 2023/01/31 高木薬局　高松店16227848

山根　有美子 2023/05/31 独立行政法人国立病院機構　南岡山医療センター17128354

横山龍太 2024/10/31 サカエ薬局　瀬戸内店18230312

吉井圭佑 2026/10/31 就実大学薬学部附属薬局20233338

渡辺稚子 2024/03/14 医療法人誠和会　倉敷第一病院17129462



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） 広島県

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）

安部紀子 2024/07/31 新尾道薬局18229930

天野左知 2023/09/30 アイプラス薬局　水主町店17228769

猪川和朗 2021/06/30 広島大学病院15125629

石井　由美子 2025/09/30 医療法人永和会　下永病院19131956

石田　翔 2026/12/14 広島市立広島市民病院20133388

和泉真実 2027/10/14 西大薬局北店21233827

糸川知江 2025/10/14 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民19132054

井上映子 2021/12/31 医療法人社団悠仁会　後藤病院15126710

今井梨衣 2025/11/30 ゆうゆう薬局19232323

今岡早苗 2025/12/31 今岡薬局医療センター前店19232530

今田哲生 2024/08/31 サザン薬局18230115

入川卓也 2024/09/14 こころ薬局18230144

岩﨑未季 2025/09/30 井上一誠堂薬局 警固屋店19231932

岩見禎彦 2026/05/31 クルーズ薬局緑井店20233196

植竹宣江 2023/02/14 広島市立　安佐市民病院16127951

上野敏治 2025/09/14 オール薬局　中通店19231730

氏原弘洋 2025/03/31 国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター19131128

内田和也 2025/11/14 楽々園しみず薬局19232219

畝　知己 2024/10/31 医療法人JR広島病院18130449

宇根精宏 2025/02/28 総合病院　三原赤十字病院18131018

梅田　彰 2025/11/14 中国電力株式会社　中電病院19132267

江本基樹 2026/10/14 すずらん薬局　大手町店20233324

大田久子 2023/07/14 康仁薬局　グランアーク店17228460

大田浩之 2024/07/31 蔵本薬局18230001

大東敏和 2023/08/31 広島大学病院17128631

大森真規 2028/01/31 三菱三原病院21134173

岡　健太 2025/12/31 ココカラファイン薬局　安佐市民病院前店19232548

岡　千歳 2022/12/31 クルーズ薬局祇園店16227760

岡野千草 2023/05/14 康仁薬局　段原店17228313

岡本　昂 2026/11/30 オール薬局向洋店20233360

岡本直樹 2023/04/14 福山市民病院17128194

小川和彦 2025/10/31 一般財団法人緑風会　緑風会薬局19232130

奥谷理子 2027/02/14 医療法人三宅会　三宅会グッドライフ病院20133447

尾首奈保 2026/01/14 エスマイル薬局緑井店19232577

甲斐秀幸 2023/03/31 オール薬局　深川店17228141

景山逸美 2025/03/14 広島医療生活協同組合　広島共立病院18131033

片岡達夫 2026/12/14 広島大学病院20133398

勝原　聡 2021/10/14 （医）広島厚生病院15126182

金岡真弓 2023/03/14 康仁薬局　新広店16228057

河田邦貴 2021/11/30 クオール薬局　御領店15226566

川根良太 2025/05/31 白龍湖病院19131338

北村昌一 2025/11/30 ファーマシィ薬局三次センター19232328

木下博文 2023/08/31 ミント薬局　西条中央店17228628

木村直昭 2024/01/31 ププレひまわり薬局　水呑店17229290

木本直孝 2024/08/31 ウォンツ相田薬局18230128

黒崎彰子 2025/03/31 三原赤十字病院19131093

桑田貴司 2024/09/30 そうごう薬局　蔵王店18230196

桑原秀徳 2027/08/14 医療法人せのがわ 瀬野川病院21133694

源内麻未 2027/10/31 ミック・エリア薬局21233871

河野泰宏 2027/11/30 独立行政法人国立病院機構　福山医療センター21133945

阪田明子 2025/10/31 三宅会　グッドライフ病院19132108

坂本諒一 2023/07/31 ナカス薬局17228491

佐々木　千絵 2025/10/31 コスモス薬局　大手町店19232117

佐藤人士 2026/01/31 しんめい薬局19232639

佐藤宏樹 2023/03/31 ひまわり薬局　佐伯店17228127

島崎一郎 2023/05/31 薬膳薬局　東広島西条店17228360

清水　香 2025/02/28 ファーマシィ薬局　伊勢丘18230986

宗　雄介 2027/11/30 薬局ドラッグスソウ21233983

新谷洋通 2024/11/14 ひらもと薬局　海田店18230534

住本卓也 2024/10/14 コスモス薬局　相田店18230269

住吉雅代 2028/02/29 みらい薬局21234285

住吉美幸 2023/07/31 オール薬局　新栄橋店17228557

陶山　傑 2026/03/14 医療法人社団悠仁会　後藤病院19132953

関戸隆太 2023/03/14 ウォンツフォレオ広島東薬局16228034

妹尾　美加子 2025/09/30 県立安芸津病院19131894

瀬藤夕貴 2028/02/14 市立三次中央病院21134211

世良春菜 2021/07/31 クルーズ薬局多治米店15225791

髙井　日菜子 2027/08/31 阪神調剤薬局 広大店21233717

田頭知彦 2025/10/31 因島医師会病院19132110

髙田正弘 2024/07/31 国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター18129968

高田泰範 2025/10/31 エンゼル薬局田口店19232105

高橋　久美江 2027/08/14 オール薬局山本店21233700

高橋謙吾 2023/09/14 広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院17128738

高橋俊二 2023/02/28 ウォンツ福山伊勢丘薬局16227964

髙橋俊樹 2027/08/31 独立行政法人国立病院機構福山医療センター21133745

高橋義貴 2023/03/14 さくらんぼ薬局16228051

瀧口幸子 2026/02/28 JA広島総合病院19132834

宅江良隼 2023/09/30 広島赤十字・原爆病院17128777

竹内裕貴 2025/12/14 ウォンツ薬局光町店19232436

竹田　健太郎 2025/10/31 ウォンツ薬局　古江駅前店19232177

武田智代 2021/08/31 オリーブ薬局　口田東店15225952

田中章典 2023/07/31 らいおん薬局17228551

田中佑佳 2023/06/30 クルーズ薬局17228431

津川直之 2024/10/31 オール薬局　東中央店18230363

辻田吉則 2023/03/31 ひまわり薬局　御幸店17228147

土居　智恵子 2023/02/14 アプコ株式会社　アプコUnity薬局16127915

土居典子 2024/08/14 一般社団法人安芸薬剤師会　安芸府中薬局18230058

戸口拓士 2023/08/14 船越南どんぐり薬局17228596

徳山　裕大郎 2023/09/14 くるみ薬局　矢野店17228752

富田達史 2026/12/14 沼田スマイル薬局20233380

冨永恒志 2023/03/14 ドレミ薬局16228079

中井聖子 2024/11/30 脳神経センター　大田記念病院18130571

永冨　祐里子 2024/07/31 タウン薬局曙店18230006

仲野　江里奈 2023/03/14 尾道市立市民病院16128082

中原由花 2025/11/14 イオン薬局広島祇園店19232270

西倉教子 2021/08/14 マツダ株式会社　マツダ病院15125840

西中　崇 2027/05/14 三原薬剤師会センター薬局21233549

延平早美 2022/06/14 国立病院機構　福山医療センター16127341

野宮裕子 2022/06/30 三菱三原病院16127360

波多江　文昭 2023/09/30 コスモス薬局17228794

濵﨑浩一 2025/03/31 独立行政法人労働者健康安全機構　中国労災病院19131153

浜本隆広 2023/07/14 さふらん薬局17228468

林　　靖 2024/09/14 ひかり薬局18230178

原　陽子 2023/10/31 パール薬局　山本店17228888

原田育代 2023/07/31 さくらんぼ薬局　高木店17228552

原田志穂 2026/12/14 府中みずほ薬局20233394

原田靖子 2024/04/30 マツダ株式会社　マツダ病院18129598

日置桂子 2024/07/31 地御前薬局18229960

東　和人 2026/04/14 さくらんぼ薬局　伊勢丘店20233118

東野　佳代子 2022/04/14 セピア薬局16227192

平田恭洋 2027/01/31 ファーマシィ薬局春日在宅ケア20233430

平山理絵 2024/08/14 サン薬局　大手町店18230069

廣澤　匡 2025/11/14 医療法人あかね会　土谷総合病院19132218

福田哲士 2022/03/31 医療法人一陽会　原田病院16127110

福田結彩 2026/10/31 中国労災病院20133339

藤井崇弘 2022/07/14 医療法人楽生会　馬場病院16127395

藤井智哉 2025/10/14 松永エル薬局19232016

藤本敦子 2023/03/14 （株）だりあ薬局16228044

細川宜嗣 2024/03/31 医療法人叙叙会　福山第一病院18129498

堀　多美重 2026/12/14 エスマイル薬局　呉本町店20233400

本郷晶子 2027/09/30 なの花薬局宮浦店21233784

真志田　絵美子 2026/12/14 広島大学病院20133385

増原明子 2023/10/31 薬局ドラッグス・ソウ17228885

松浦　るみ子 2026/12/14 たいせい堂薬局中央店20233381

松尾　しのぶ 2024/08/14 医療法人おると会　浜脇整形外科病院18130038

松尾真幸 2026/03/31 マツオ薬局本店20232993

松冨千泉 2024/10/31 すずらん薬局　大手町店18230341

松永陽介 2024/07/31 ファーマシィ薬局　吉田中央18230002

松本直也 2023/09/14 オール薬局　宇品店17228761

松本陽子 2023/12/31 のぞみ薬局　高陽店17229239

峯松幸平 2024/08/14 因島医師会病院18130021

箕浦和子 2024/08/14 セピア薬局18230039

味呑泰宣 2026/03/31 オリーブ薬局20232967

宮田里華 2025/12/14 労災前のぞみ薬局19232419

宮本誠二 2024/08/14 ウォンツ薬局　白島通り店18230053

三好元樹 2024/09/14 さんくす薬局　田口店18230164

村上礼隆 2023/12/31 広島市立　広島市民病院17129218

村田康滋 2023/11/30 そうごう薬局　近田店17229147

本永正矩 2025/02/28 広島大学病院18130983

森脇由希 2026/03/31 ファーマシィ薬局クレール20233075

八城弘香 2022/12/31 あやめ薬局　せら店16227766

夜陣達知 2025/01/31 瀬野川病院18130854

安原昌宏 2025/10/31 マツダ病院19132097

矢野圭悟 2023/09/14 呉医療センター17128701

山井元太 2023/09/30 シンメ薬局17228806

山岡　彩 2023/10/31 五日市記念病院17128887

山口裕美 2027/08/14 ありす薬局 東尾道店21233693

山﨑美保 2028/01/31 中国労災病院21134186

山下大介 2021/08/31 楽々園　しみず薬局15225999

山田篤志 2023/12/14 中筋アトム薬局17229159



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） 広島県

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）

山田智子 2021/09/14 医療法人ピーアイエー　ナカムラ病院15126097

山本亜季 2027/08/31 オール薬局松浜店21233718

床　隆司 2027/09/30 ファーコス薬局かがみやま21233785

吉原　統 2022/02/28 医療法人社団輔仁会　太田川病院15126952

吉行　敏 2023/08/14 コスモス薬局　紙屋町西店17228564

米今美佳 2021/11/30 地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立広島市15126560

若林克子 2023/07/31 康仁薬局　宝町店17228524

渡邉司郎 2023/08/31 日本鋼管　福山病院17128693

渡邉夏美 2025/11/30 オール薬局　府中店19232289



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） 徳島県

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）

藍沢　多美子 2024/08/14 ファルコ薬局　蔵本店18230052

浅野充栄 2023/01/31 サザン調剤薬局　城南16227827

阿部　奈都美 2026/03/14 徳島大学病院19132903

生田賢治 2023/10/14 徳島大学病院17128861

池上章子 2023/03/14 ファルコ薬局　徳島駅前店16228105

石田俊介 2024/01/14 徳島大学病院17129268

泉　侑希 2025/10/14 徳島大学病院19131974

猪本尚徳 2025/04/30 徳島赤十字病院19131273

内田浩二 2023/04/14 オリーブ薬局　阿南店17228177

大宅　聡一郎 2026/01/31 厚仁会薬局19232638

岡田幸大 2028/01/14 徳島県立中央病院21134145

岡田幸子 2025/10/14 徳島市民病院19131991

小島良平 2026/01/14 エンゼル調剤薬局石井店19232591

小田智世 2022/03/31 徳島赤十字病院16127140

小原徹也 2026/04/14 JA徳島厚生連　吉野川医療センター20133104

片岡知恵 2024/10/31 あけぼの調剤薬局18230394

金山明美 2023/11/14 井上調剤薬局　鴨島店17229007

川野壮一 2023/02/28 徳島赤十字病院16128021

河野千里 2024/01/31 阿南共栄病院17129295

川原育子 2023/02/28 西須賀調剤薬局16228010

菊石　美也子 2023/04/14 徳島大学病院17128228

北村光作 2024/04/14 エンゼル調剤薬局　徳島駅前店18229587

後藤和也 2023/05/31 アップル調剤薬局　徳大店17228334

小林加奈 2024/12/31 徳島県立　中央病院18130772

斉藤辰彦 2025/10/14 徳島市民病院19131988

坂口千代 2025/12/14 南小松島調剤薬局19232444

坂田　ゆかり 2023/10/31 調剤薬局ドレミファーマシー17228886

酒巻　豪 2025/03/14 大原調剤薬局18231029

坂本　久美子 2023/03/31 徳島大学病院17128143

坂本充司 2024/12/31 徳島県立　中央病院18130795

篠原春美 2024/07/31 井上調剤薬局　城東店18229969

柴田高洋 2023/09/14 徳島大学病院17128753

田上　麻梨子 2023/09/14 ひまわり調剤薬局17228716

多田卓代 2026/01/14 うずしお調剤薬局　高島店19232634

田中裕美 2024/12/14 井上調剤薬局　城北店18230656

田中里奈 2025/11/30 徳島大学病院19132397

田村章子 2021/11/30 医療法人芳越会ホウエツ病院15126591

中川博之 2022/12/14 地方独立行政法人　徳島鳴門病院16127703

中野真代 2023/03/14 こやだいら薬局16228038

中村哲也 2022/04/30 徳島県立中央病院16127274

濵口智亘 2025/12/31 徳島県立中央病院19132504

濵田　剛一郎 2023/11/30 東徳島医療センター17129144

坂東　左奈子 2025/04/14 徳島大学病院19131160

坂東　寛 2024/04/30 徳島大学病院18129653

坂東誉則 2025/11/30 JA徳島厚生連　阿南医療センター19132294

福間栄治 2024/11/14 国立病院機構　東徳島医療センター18130555

藤川弘子 2025/11/14 アップル調剤薬局 徳大店19232277

藤澤美紀 2024/10/14 よつば薬局18230243

保坂俊樹 2023/03/14 キリン堂薬局　田宮店16228036

増富広恵 2025/10/31 ケイ調剤薬局19232124

松浦大輔 2023/12/14 新浜調剤薬局17229169

松田美穂 2024/10/14 たけ調剤薬局18230261

松本陽子 2023/03/31 徳島県立　三好病院17128117

宮脇美穂 2024/12/14 徳島大学病院18130670

森本　久美子 2025/10/14 サザン調剤薬局　金磯店19232087

山田香織 2024/04/14 徳島赤十字病院18129573

弓長正典 2025/02/14 エンゼル調剤薬局　前川店18230920

吉田奈央 2023/11/14 徳島県薬剤師会調剤薬局17229061



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） 香川県

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）

荒川友理 2023/03/31 独立行政法人国立病院機構　四国こどもとおとなの医療17128111

安西英明 2025/08/14 安西番町薬局19231633

池田博昭 2021/06/30 徳島文理大学香川薬学部15225651

浦上勇也 2026/12/14 スター薬局大野原店20233396

占部達憲 2025/11/14 あいおい薬局19232260

岡内優典 2024/12/31 NP屋島西調剤薬局18230759

岡田行正 2023/12/14 香川県済生会病院17129183

奥野義規 2022/07/14 高松赤十字病院16127376

加福夏織 2026/03/31 三豊総合病院20133014

川原　武 2025/11/30 滝宮総合病院19132347

喜田光雄 2023/09/30 大学薬局むろまち17228779

小西祐司 2025/11/30 高松赤十字病院19132350

小林敬弘 2023/06/14 (有)辻上薬局　綾上店17228413

佐々木　みずえ 2021/08/31 四国こどもとおとなの医療センター15126041

篠田優子 2025/08/14 香川医療生活協同組合　高松平和病院19131641

篠原友美 2024/12/31 サン調剤薬局18230736

柴田恭史 2024/04/30 香川医療生協　高松平和病院18129636

杉　理江 2023/07/31 独立行政法人国立病院機構　四国こどもとおとなの医療17128544

須藤正義 2025/10/14 IMC　くすがみ薬局19231987

須那満代 2023/11/14 栗林公園前薬局17229050

住谷聰美 2023/04/30 医療法人社団以和貴会　いわき病院17128299

高本卓幸 2025/10/14 NPまとば薬局19232008

瀧川和広 2023/12/14 スター薬局　滝宮店17229185

立石亮介 2025/11/14 アカネ調剤薬局19232211

田中裕章 2025/03/31 香川大学医学部付属病院19131154

田中里江 2024/09/30 辻上薬局　郡家店18230194

谷本慎也 2025/10/31 アロハ薬局19232104

辻　昭博 2025/02/28 IMCくすがみ薬局18230972

萩原　渉 2024/09/14 かに調剤薬局　本店18230133

蓮井　三智代 2024/12/14 医療法人財団博仁会　キナシ大林病院18130673

濱田幸子 2021/11/14 ひまわり調剤薬局　浜田15226478

濵野美保 2026/10/14 辻上薬局　今里店20233312

濵野優樹 2023/03/14 ラポー薬局16228074

藤原賢一 2026/11/14 菊池寛通り調剤薬局20233349

藤原誠人 2024/12/31 NP高松西調剤薬局18230770

細川篤志 2024/09/14 讃陽堂　松原病院18130167

前川弘典 2023/04/30 ひいらぎ調剤薬局17228241

町田博子 2023/02/28 松村薬局　松原店16228000

松下香織 2023/11/14 四條薬局17229060

三木朗子 2024/08/14 調剤薬局ハーモニー18230022

美馬郁代 2023/10/31 高松赤十字病院17128899

宮本　彩 2023/12/31 屋島総合病院17129240

山本智裕 2026/05/31 松村薬局グリーンヒル店20233181

山本秀紀 2025/05/31 国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター19131376

吉村友良 2023/10/14 聖マルチン病院17228875

渡部真吾 2024/07/31 そうごう薬局番町店18229954



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） 愛媛県

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）

阿部記史 2023/08/14 松山市民病院17128583

生田智基 2026/11/14 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター20133347

井上卓己 2023/04/14 ハッピー薬局　石手白石店17228205

氏家　おりえ 2023/02/28 市立宇和島病院16127990

内舛　健 2024/09/30 ウチマスファーマシー　並松調剤薬局18230192

大島幹弘 2024/08/14 れんげ堂薬局　池田店18230073

大西邦雄 2024/03/31 さかろく調剤薬局18229542

大西早紀 2024/04/30 国立病院機構　四国がんセンター18129644

大野成司 2024/12/31 丸之内薬局18230730

大野良明 2024/07/31 清保堂薬局　がんセンター前18230000

岡田由季 2024/12/31 あい薬局　西店18230725

岡田理恵 2025/09/30 今治みかん薬局19231903

岡渕直子 2026/02/28 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院19132848

尾﨑亮介 2027/06/14 べつみょう薬局21233630

織田芳禎 2022/10/14 彩生薬局16227579

片岡拓也 2028/01/31 新居浜協立病院21134170

金子和代 2024/11/14 今治第一病院18130531

木村博史 2026/11/14 愛媛大学医学部附属病院20133346

清居孝正 2026/03/31 みどり薬局20232966

合志英美 2024/11/14 ティーズ薬局　山越店18230475

小杉智宏 2026/03/31 中萩薬局20232996

小森　学 2023/02/28 テイクどいだ薬局16227991

近藤慎悟 2023/05/31 西条中央病院17128351

酒井美文 2023/04/14 済生会　今治病院17128202

白石剛一 2024/10/31 HITO病院18130444

白石祐己 2023/11/30 リオン薬局　丹原店17229140

濟川聡美 2025/10/14 愛媛大学医学部附属病院19132001

大道朋恵 2023/10/14 真成堂　セリ薬局17128883

髙田裕介 2024/11/14 愛媛大学医学部付属病院18130484

髙橋　由美子 2025/12/14 りんご薬局19232481

武智博志 2025/11/30 しらはま薬局19232356

竹中希美 2023/10/14 アイリス薬局　祝谷店17228837

谷　康平 2024/11/14 すみの薬局18230489

田村静香 2024/07/31 市立八幡浜総合病院18129977

戸澤達郎 2023/11/30 今治おかもと薬局17229121

内藤　由宇奈 2024/09/30 一般財団法人永頼会　松山市民病院18130217

仲神香里 2023/08/31 野本記念病院17128649

中島良子 2023/08/31 わかば薬局17228681

長富英明 2026/03/14 さくら薬局19232902

野間崇志 2027/08/31 済生会松山医院21133733

野村美幸 2021/04/30 南松山病院15125443

秦　ゆう子 2025/11/30 ぽかぽか薬局　新居浜店19232379

原田嵩大 2024/09/14 愛媛県立中央病院18130135

深田貴大 2024/10/31 松山ハロー薬局18230447

藤原　隆一郎 2023/04/14 あんず薬局17228179

堀川康裕 2023/02/28 一般財団法人積善会　十全総合病院16128026

松野悠太 2023/05/31 おおかめ調剤薬局17228355

眞部拓郎 2025/02/28 マックス米調剤薬局18131017

宮﨑文子 2024/01/31 済生会　西条病院17129289

宮脇隆志 2027/08/31 あおぞら薬局21233726

森田　ソノエ 2026/03/14 社会医療法人真泉会　今治第一病院19132941

藥師神　美保 2023/02/14 えひめ調剤薬局16227899

安高佑亮 2024/04/30 ぽかぽか薬局　溝辺店18229629

安永大輝 2025/10/14 愛媛大学医学部附属病院19131986

山内隆史 2027/08/31 ダテ薬局21233741

湯本浩司 2023/10/14 喜多医師会病院17128866

横田幸子 2026/10/31 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院20133341

渡部覚氏 2022/08/14 エビスヤ薬局　志津川店16227419

渡邉真一 2021/08/14 愛媛大学医学部附属病院15125833

和藤匠二 2023/07/31 とも調剤薬局17228561



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） 高知県

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）

阿部譲朗 2021/12/14 高知大学医学部附属病院15126689

池内早希 2023/01/31 ひまわり薬局　高知店16227882

尾﨑正和 2025/12/14 社会医療法人近森会近森病院19132472

小幡佑子 2023/04/14 高北薬局17228170

上池和子 2023/03/14 高知赤十字病院16128046

小島美緒 2026/02/28 ブルークロス江ノ口薬局19232859

小島理恵 2023/12/31 四国調剤　はるの薬局17229220

髙橋　佳容子 2024/12/14 ひまわり薬局　高知店18230681

高橋麻美 2024/06/30 ひつざん薬局18129869

宅間大祐 2025/10/14 エール薬局　たかす店19232077

田中佳奈 2021/04/14 ブルークロス江ノ口薬局15225384

田中広大 2024/08/14 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター18130050

田中惇一 2025/01/14 社会医療法人近森会　近森病院18130838

田中雄基 2023/03/14 JA高知病院16128096

谷　幸美 2023/06/30 高知県立幡多けんみん病院17128441

近森順子 2025/10/14 医療法人新松田会　愛宕病院19132020

仁木理恵 2023/12/31 高知県立　あき総合病院17129233

西岡正人 2024/06/14 あおい薬局18229826

西川祐貴 2024/10/31 高知医療センター18130460

橋詰　誠 2023/06/14 （有）橋詰調剤17128405

平田　歩 2023/10/14 高知大学医学部付属病院17128834

平田龍司 2025/02/14 エール薬局　医大前店18230934

福岡芙美 2023/10/31 ベル薬局　百石店17228936

藤原志保 2025/04/14 高知赤十字病院19131162

松岡　亜由美 2025/11/30 パルス薬局19232310

松田島　英里 2024/06/30 あい薬局18229843

松村貴志 2024/10/31 アイ薬局18230408

御厨大貴 2027/03/31 メディカル薬局うぐるす店21233490

宮﨑俊明 2023/10/31 社会医療法人近森会　近森病院17128965

宮本佳典 2023/01/31 ライオン薬局　安芸店16227855

森野宏宜 2022/02/28 すずらん薬局15226946

八木祐助 2027/06/30 高知大学医学部附属病院21133648


