
実務研修生受入登録施設一覧（薬局・病院)
（平成19年12月1日現在）

都道府県 施設名称（病院） 施設名称（薬局）
独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター なの花薬局・新札幌店
札幌社会保険総合病院 クリオネ新さっぽろ薬局
独立行政法人国立病院機構　函館病院 サンセイ調剤薬局本店
社会福祉法人　北海道社会事業協会　小樽病院 （株）クリオネ　クリオネ北１７条薬局
ＫＫＲ札幌医療センター斗南病院 旭薬みどりがおか薬局
北海道大学病院
独立行政法人国立病院機構　道北病院
旭川医科大学病院

青森県 弘前大学医学部附属病院
岩手医科大学附属病院 （有）第一薬局

（社）岩手県薬剤師会会営　内丸薬局
（社）岩手県薬剤師会会営　薬剤師会調剤薬局
村源薬局

東北大学病院（医学部） ひかり薬局大学病院前調剤センター
仙台逓信病院
独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター
市立秋田総合病院
秋田赤十字病院
秋田大学医学部附属病院
財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 ほうらい薬局

薬局タローファーマシー
中央台鹿島薬局

筑波大学附属病院 今川薬局　つくば天久保店
フローラ薬局河和田店

獨協医科大学病院 ハーモニー薬局
栃木県済生会宇都宮病院 かみや調剤薬局
自治医科大学附属病院
獨協医科大学越谷病院 （有）サイトウ薬局
独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院
独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター 薬局ベイファーマシー
千葉大学医学部附属病院 薬局タカサ西広店
帝京大学ちば総合医療センター アルファー薬局
聖路加国際病院
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 三田調剤薬局
東京女子医科大学東医療センター （株）保生堂薬局
同愛記念病院 不二薬局
昭和大学附属豊洲病院 （株）マエノ薬局
独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 扇橋薬局
東京医科大学病院 （有）外山薬局
国立国際医療センター （有）クリーン薬局
東京女子医科大学病院 薬局　ミドリ・ファーマシー雪谷店
日本大学医学部付属練馬光が丘病院 石井薬局（株）
杏林大学医学部付属病院 桜台薬局
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 練馬区休日・夜間薬局

アスカ薬局
医薬情報研究所（株）エス・アイ・シー　公園前薬局
コサカ薬局多摩センター店
多摩調剤薬局落合店
（株）大和調剤センター中央薬局

聖マリアンナ医科大学東横病院 丈夫屋メディカル薬局
日本医科大学武蔵小杉病院 カバヤ調剤薬局
帝京大学医学部附属溝口病院 しま薬局
医療法人社団亮正会　総合高津中央病院 （株）五番街ファーマシー
聖マリアンナ医科大学病院 （有）藤ファーマシー
昭和大学藤が丘病院 （株）いろは堂薬局
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 東聖薬局相模原店
北里大学東病院 平安堂薬局
独立行政法人国立病院機構　相模原病院 望星薬局
社会福祉法人　相模更生会　総合相模更生病院
恩賜財団　済生会横浜市南部病院
公立大学法人横浜市立大学附属病院
社会福祉法人　日本医療伝道会　総合病院　衣笠病院
横浜市立市民病院
独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター
医療法人財団互恵会　総合病院大船中央病院
東海大学医学部付属病院
新潟大学医歯学総合病院 西長岡調剤薬局

トモエ薬局春日野店
にいがた調剤薬局医学町

富山大学附属病院 ワタナベ薬局
市立砺波総合病院 西尾薬局　婦中店
富山市立富山市民病院 西野薬局　アピタ店
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石川県済生会金沢病院 （社）金沢市薬剤師会紫錦台薬局
国立大学法人　金沢大学医学部附属病院 中村漢方薬局
独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター 合名会社　吉野薬局

徳久薬局
野町薬局

国立大学法人福井大学医学部附属病院 福井調剤薬局
（社）福井県薬剤師会水仙薬局

山梨県立中央病院 すみれ薬局　小瀬店
山梨大学医学部附属病院 （社）山梨県薬剤師会会営調剤薬局
長野赤十字病院 イイジマ薬局
独立行政法人国立病院機構　長野病院 長野県薬剤師会会営薬局
信州大学医学部附属病院
岐阜県総合医療センター たんぽぽ薬局（株）岐阜中央店

（社）岐阜市薬剤師会　ぎふ東調剤薬局
キョーワ調剤薬局　茜部
ハーズ市橋調剤薬局
（有）かわむら薬局　唐栗店
ハーズ黒野調剤薬局
しいのみセンター薬局
ハーズ調剤薬局長良店
株式会社　平成調剤薬局　福光店
調剤薬局　Ｇ－Ｐファルマ福光店
（株）松原薬局ストア
有限会社ひだ薬局
そらまち薬局　雁川原店
かとう薬局
有限会社　まみや調剤薬局
益田調剤薬局

沼津市立病院 （社）沼津薬剤師会支援センター薬局
独立行政法人国立病院機構　静岡医療センター アリスいわた薬局
国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 薬局ユニオン
掛川市立総合病院 アリスすずき薬局

田方薬局
中宿薬局
掛川中央薬局

独立行政法人国立病院機構　名古屋医療センター ハート調剤薬局中川店
独立行政法人国立病院機構　東尾張病院 有限会社　樋口薬局
名古屋大学医学部附属病院 ハート調剤薬局
名古屋記念病院 スイショー薬局調剤センター
国立長寿医療センター 三聖堂薬局あじよし店
市立四日市病院 （株）鈴鹿センター薬局
独立行政法人国立病院機構　三重中央医療センター （社）三重県薬剤師会会営　久居調剤薬局
三重大学医学部附属病院 センター薬局中央病院前店
山田赤十字病院

滋賀県 滋賀医科大学附属病院
独立行政法人国立病院機構　京都医療センター のぞみ薬局
社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 みやこ薬局株式会社　みやこ薬局本店

乙訓調剤薬局
独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 南薬剤師会センター薬局
大阪赤十字病院 箕面市薬剤師会薬局
国立循環器病センター 府薬会営吹田薬局
独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター （社）大阪府薬剤師会会営　南河内薬局
市立岸和田市民病院 マルイチ薬局
神戸大学医学部附属病院 薬局エビラファーマシー（北区）

クスモト薬局
薬局エビラファーマシー（灘区）
瀧川薬局甲東店
ニシヤク調剤薬局

奈良県 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

島根大学医学部附属病院
益田赤十字病院
岡山赤十字病院 社団法人岡山県薬剤師会会営薬局
岡山大学医学部・歯学部附属病院 （有）赤松薬局
独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター
独立行政法人国立病院機構　福山医療センター しんめい堂薬局
広島県厚生連尾道総合病院 コスモス薬局
広島市立広島市民病院 池田博愛堂薬局
広島市立安佐市民病院 （社）広島県薬剤師会安芸府中薬局
広島県立広島病院
独立行政法人国立病院機構　呉医療センター
独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター
独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター ㈱阪神調剤薬局　コトブキ調剤薬局
（財）防府消化器病センター　防府胃腸病院 有限会社　松崎町薬局
山口県立総合医療センター 回生堂薬局
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徳島大学病院 （社）徳島県薬剤師会調剤薬局
徳島県立中央病院 ぐんも調剤薬局八万店
徳島赤十字病院
独立行政法人国立病院機構　徳島病院
独立行政法人国立病院機構　東徳島病院
つるぎ町立半田病院
高松赤十字病院 （社）香川県薬剤師会調剤薬局
香川大学医学部附属病院 社団法人香川県薬剤師会営西部調剤薬局
独立行政法人国立病院機構　香川小児病院
愛媛大学医学部附属病院 （有）エビスヤ薬局志津川店
独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター みなら薬局
近森病院 高知県薬剤師会会営調剤専門薬局
高知大学医学部附属病院 （有）モリタ薬局
ＪＡ高知病院
独立行政法人国立病院機構　九州医療センター 八幡薬剤師会薬局
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 第一薬科大学附属「ハッチェリー薬局」
独立行政法人国立病院機構　福岡東医療センター 福岡市薬剤師会薬局
九州大学病院
福岡大学病院
久留米大学病院
佐賀大学医学部附属病院 立花カイセイ薬局
独立行政法人国立病院機構　佐賀病院
長崎市立市民病院 桜町調剤薬局
長崎大学医学部・歯学部附属病院 長崎市薬剤師会薬局

浜口町薬局
長崎中央調剤薬局

熊本市立熊本市民病院 シンワ薬局
熊本赤十字病院 （株）ユネット清風薬局
大分市医師会立アルメイダ病院 （有）こがづる調剤薬局
大分大学医学部附属病院 くろーばー薬局

九州調剤薬局　緒方店
宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 会営薬局　清武地区研修センター

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 有限会社　セオ薬局　グループ
阿久根市民病院 鹿児島県薬剤師会薬局

鹿児島調剤薬局
谷山会営薬局（株）
マルノ薬局桜ヶ丘店
南九州調剤薬局
霧島市民薬局

沖縄県 琉球大学医学部附属病院 （社）沖縄県薬剤師会会営薬局　うえはら
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