
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） 富山県

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）

青木　あずさ 2023/05/31 チューリップ立山薬局17228364

浅野恭平 2025/09/14 アイン薬局富山大学病院前店19231738

荒井拓也 2025/05/31 チューリップ泉ヶ丘薬局19231355

有賀絵里 2025/09/30 富山協立病院19131836

石上浩之 2023/03/14 コストコホールセール射水倉庫店薬局16228045

石野彩世 2024/06/30 チューリップ富山駅前薬局18229873

石原章奈 2025/09/14 富山市立　富山市民病院19131779

和泉淳也 2023/01/31 独立行政法人地域医療機能推進機構　高岡ふしき病院16127843

稲場由美 2023/03/14 チューリップ上市薬局16228088

植島正幸 2027/06/14 黒部市民病院21133637

植竹龍一 2027/06/30 富山大学附属病院21133646

浦田紀子 2024/06/30 かみいち総合病院18129848

上見　知代枝 2021/11/30 チューリップ埴生薬局15226535

江本功一 2026/03/31 v-drug 富山太郎丸薬局20233027

大久保　純 2022/12/14 富山県済生会　高岡病院16127743

太田　志津子 2021/09/14 薬局マツモトキヨシ　氷見くらかわ店15226065

大谷有道 2027/05/31 富山県厚生連高岡病院21133565

大原　晃 2021/05/14 こうま調剤薬局15225478

岡本　祐太郎 2027/05/31 ハート薬局東太閤山店21233574

沖田憲和 2024/06/14 チューリップ天神町薬局18229817

がけ　晋太郎 2025/03/31 市立砺波総合病院19131147

門嶋穂高 2023/03/31 チューリップ富山駅前薬局17228113

金森瑠美 2025/08/14 ふれあい新湊薬局19231606

金谷　彰 2025/04/30 チューリップ黒部薬局19231232

金田紀子 2024/06/14 チューリップ福野薬局18229788

金田康孝 2024/07/14 チューリップ杉木薬局18229886

唐崎　奈央子 2023/05/14 アイン薬局富山西店17228321

河上啓輔 2027/05/31 厚生連滑川病院21133606

北川　哲 2023/03/31 こうま調剤薬局17228158

北村勇樹 2024/09/14 チューリップ薬局　旭ヶ丘店18230142

沓掛和彦 2022/03/31 チューリップ楠薬局16227109

沓掛真彦 2025/07/14 うなづき薬局19231449

黒田琢也 2023/02/14 あおば薬局　堀店16227909

小島崇伸 2022/08/31 中部薬品　中曽根薬局16227476

小橋　文亜紀 2024/02/29 富山赤十字病院17129436

古谷田　陽子 2024/07/14 チューリップ西中野薬局18229891

酒井　由貴江 2022/04/14 市立砺波総合病院16127204

坂井通子 2023/08/31 フロンティア薬局　富大前店17228672

酒口貴光 2024/03/31 ハート薬局　呉羽店18229501

座光寺　伸幸 2025/01/31 国立病院機構　富山病院18130842

佐々木　陽子 2023/02/14 西能病院16127891

芝田和輝 2025/08/14 富山県済生会　富山病院19131625

島田和枝 2023/03/14 フロンティア薬局　高岡店16228072

新喜昌子 2021/10/31 かみいち総合病院15126329

鈴木千尋 2026/05/31 はなの木薬局アピタ富山店20233169

炭岡孝志 2024/07/31 すみれ薬局　魚津店18229910

髙野　由美子 2027/10/14 金沢医科大学氷見市民病院21133840

髙橋　委紀子 2025/04/14 金沢医科大学　氷見市民病院19131210

高橋　慎太郎 2024/03/31 富山労災病院18129488

髙橋美和 2022/05/14 ふれあい薬局　千石店16227292

滝沢佑太 2024/07/14 ファーマみらい安野屋町薬局18229883

竹川裕大 2026/05/31 共創未来高田薬局20233195

竹澤栄和 2028/02/14 ハートフル戸出薬局21234273

竹田大輔 2025/08/14 チューリップ調剤　大山薬局19231593

田中　奈緒美 2023/06/30 あさひ総合病院17128450

田中真衣 2028/02/29 富山県済生会高岡病院21134323

棚田真紀 2026/03/14 射水市民病院19132905

渡辺　志をり 2022/03/14 富山県立中央病院15127076

恒田祐樹 2024/10/14 チューリップ富山南薬局18230276

友成真理 2024/03/14 やくとファーマシー大島17229451

中川佳美 2025/05/31 チューリップ中曽根薬局19231353

永森勇気 2023/11/30 新園アルプ薬局17229145

西尾　萌 2025/08/14 西尾薬局　婦中店19231605

西村従井 2023/01/31 とやま調剤薬局　南星店16227835

野尻雅人 2024/05/31 富山県厚生連　高岡病院18129748

橋本純子 2023/01/31 チューリップ呉羽高校前薬局16227870

畑山愛実 2027/12/31 チューリップ泉ヶ丘薬局21234116

畑下仁志 2027/06/14 たんぽぽ薬局株式会社 不二越店21233636

畑山　光 2026/06/14 チューリップ旭ヶ丘薬局20233202

林あゆみ 2027/06/14 たんぽぽ薬局　常盤町店21233624

福島　信一郎 2025/06/30 独立行政法人国立病院機構　富山病院19131431

福本恵子 2025/12/31 チューリップ富山駅前薬局19232528

藤岡孝志 2027/06/14 やくとファーマシー大島21233625

藤本周吾 2024/06/14 グリーン今泉薬局18229804

舟瀬英司 2027/05/14 独立行政法人国立病院機構富山病院21133559

舩守伸崇 2024/03/31 ハート薬局　呉羽店18229518

本多圭子 2024/05/31 富山県リハビリテーション病院　こども支援センター18129746

前田　真奈美 2027/10/14 富山県立中央病院21133846

松井雄一 2023/03/31 富山県済生会　高岡病院17128166

松島恵里 2026/10/14 チューリップ立山薬局20233334

丸山千春 2024/07/31 富山大学付属病院18129938

三浦　健太郎 2026/03/31 あねくら薬局20233022

三上貴子 2023/10/31 富山協立病院17128960

溝上雅也 2023/03/14 たんぽぽ薬局　高岡店16228098

三宅健太 2027/05/31 本郷はなの木薬局21233584

村井大樹 2027/04/14 富南薬局21233523

村本和宏 2025/07/31 高岡市民病院19131502

村山大輔 2027/07/14 さくら薬局富山大学前店21233665

森田　智恵子 2024/03/14 富山県済生会　富山病院17129441

八木茂樹 2021/04/14 富山県高志リハビリテーション病院15125369

八木素子 2024/05/31 富山県立　中央病院18129722

安川栄理 2022/11/14 五福薬局16227652

山内泰子 2027/05/31 ハートフル戸出薬局21233610

山下　徹 2023/03/14 金沢医科大学氷見市民病院16128076

山田満則 2024/01/14 すぎたに調剤薬局17229272

山原裕史 2023/02/14 あおば薬局　くれは店16227942

山本　愛 2027/05/31 たんぽぽ薬局 泊店21233603

吉井　由比子 2025/08/31 富山県立　中央病院19131672

吉田卓也 2025/06/30 チューリップ太郎丸薬局19231427

龍　伸和 2027/08/14 富山大学附属病院21133705



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） 石川県

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）

青木貴央 2024/05/14 若葉らいふ薬局18229670

浅井泰詞 2027/04/30 金沢大学附属病院21133543

新　　滋 2023/07/14 阪神調剤薬局　金沢石引店17228482

池田隼一 2023/01/3116227840

石井　雄一郎 2025/05/14 瑠璃光薬局　志雄店19231309

石井寛子 2025/09/14 平和町あおぞら薬局19231774

石川典子 2022/04/30 朝霧台あおば薬局16227260

石野朝菜 2028/02/14 国立病院機構　金沢医療センター21134247

泉　修也 2024/11/30 ふたば薬局18230589

岩木伸明 2021/09/14 （有）いわ木　いわき薬局15226064

上田　理佳子 2027/05/31 金沢大学附属病院21133601

梅木康嵩 2023/09/14 太平寺一番薬局17228740

梅下　翔 2023/05/14 金沢市立病院17128323

梅田友子 2024/06/14 恵寿総合病院18129814

越中屋　陽子 2025/06/14 近岡アルプ薬局19231396

大岸直也 2025/07/14 箔山堂高松薬局19231448

太田美穂 2024/03/31 クスリのアオキ　相木薬局18229507

大野明子 2022/10/14 クスリのアオキ　野々市中央店16227589

岡田隆史 2027/05/31 瑠璃光薬局　崎浦店21233568

桶谷純子 2024/02/29 金沢医科大学病院17129416

小澤祐一 2027/06/14 御経塚らいふ薬局21233622

角　紀一郎 2024/05/31 石川済生会　金沢病院18129714

鍛治雅子 2024/05/14 小立野瑠璃光薬局18229691

片嶋順一 2025/04/14 フラワー薬局19231231

勝木祐紀 2025/07/31 勝木薬局19231492

桂　英之 2028/02/14 国民健康保険小松市民病院21134258

角　佳亮 2021/12/31 七尾らいふ薬局15226737

河合　祐里加 2025/02/28 とくひさ泉本町薬局18230961

河島　進 2024/06/14 タイヨウ薬局18229779

川手佳幸 2027/06/14 加賀市医療センター21133627

神田　典 2025/05/14 小立野瑠璃光薬局19231307

北嶋大介 2021/11/14 ふたば薬局15226440

北出紘規 2027/04/14 加賀市医療センター21133515

北村　久美子 2025/06/14 青い森薬局　山代店19231388

北村邦雄 2023/01/31 青い森薬局　新庄店16227826

鬼頭尚子 2024/05/14 金沢医療センター18129694

久保直喜 2021/10/14 市立輪島病院15126246

熊倉真一 2024/06/14 芳珠記念病院18129780

黒澤　奈々子 2026/03/14 あい薬局19232930

小泉　徹 2024/04/14 田上はなの木薬局18229552

小出裕也 2023/07/31 クスリのアオキ　根上薬局17228494

甲本駿介 2027/08/14 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院21133692

小此内　麻紀 2024/05/31 横宮町　あおば薬局18229731

小寺陽子 2023/05/14 キリン堂　押野薬局17228324

齋藤　誠 2024/10/14 医療法人社団和宏会大手町病院18130240

坂口幸男 2025/08/14 とくひさ中央薬局19231650

櫻井淳子 2025/05/14 小立野あおば薬局19231326

佐野綾美 2024/06/14 大徳はなの木薬局18229777

澤田道人 2024/03/31 青い森薬局　新庄店18229489

柴田郁弥 2026/02/14 城北病院19132730

嶋田　努 2027/05/31 金沢大学附属病院21133566

嶋田　徹 2025/07/14 大徳はなの木薬局19231453

庄源民湖 2025/05/31 てまり古府薬局19231366

新谷圭子 2027/07/14 金沢市立病院21133674

新元豊子 2022/02/28 わかひの薬局15227001

鈴木智子 2021/10/14 瑞兆北陸株式会社　泉が丘みらい薬局15226216

砂川勝信 2024/03/14 ひなどり薬局17229486

仙崎好彦 2027/05/31 町立富来病院21133613

髙井　謙 2022/12/31 中森かいてき　ゆいの里薬局16227775

髙倉美穂 2024/05/31 恵寿金沢病院18129752

髙瀬文超 2024/05/14 金沢医科大学病院18129686

髙多三乃 2023/01/31 はくい薬局16227880

多賀允俊 2023/02/14 金沢医科大学病院16127932

竹田茂正 2023/04/30 ひこそまち薬局17228254

谷内幸恵 2024/08/14 医療法人社団　浅川総合病院18130080

谷口直人 2025/05/31 示野薬局19231363

谷村裕介 2024/09/30 金沢有松病院18130226

田畑寛明 2025/02/14 KKR北陸病院18130929

出口　智佳子 2024/03/31 とくひさ中央薬局18229515

利波光平 2023/01/31 中森かいてき　入江薬局16227824

戸部満代 2024/03/31 はくい薬局18229512

内藤晴之 2024/07/31 高松ハート薬局18229915

長井宏文 2027/07/14 金沢医科大学病院21133667

中川　勉 2023/04/30 久安コメヤ薬局17228269

中川清仁 2025/07/31 公立松任石川中央病院19131486

中川貴史 2027/10/14 医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院21133839

中川友之 2025/10/14 六平寺らいふ薬局19232049

中嶋修一 2023/02/28 さくら薬局　金沢大学前店16227983

中谷夢美 2027/07/14 しいの木薬局21233666

長田浩之 2023/07/31 公立松任石川中央病院17128498

中西晶子 2021/06/30 けんろく菜の花薬局15225615

中村　泉 2021/07/31 ファーマライズ薬局　平和町店15225770

中村英尚 2027/07/31 箔山堂城山薬局21233680

中山貴央 2024/06/30 小松ソフィア病院18129874

西尾千草 2021/11/14 能美市立病院15126435

西田裕子 2022/05/14 てまり古府薬局16227294

西田祥啓 2025/06/30 金沢医科大学病院19131433

西野正義 2023/02/28 加賀市医療センター16127975

西村浩平 2025/07/14 すずらん杜の里薬局19231476

新田圭子 2024/11/30 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院18130647

新田充夫 2027/06/30 市立輪島病院21133652

野上　敬 2025/04/14 医療法人浅ノ川　金沢脳神経外科病院19131166

長谷川　佑輔 2024/05/14 薬局マツモトキヨシ加賀温泉駅前店18229692

林　あい 2025/04/14 スギ薬局　石川県庁前店19131159

早瀬恵里 2027/05/31 鞍月あおぞら薬局21233602

番井桂子 2022/05/31 瑠璃光薬局　津幡店16227296

東　弥生 2027/05/31 公立松任石川中央病院21133612

樋口　敦 2024/05/31 アイリス　あおぞら薬局18229743

樋口将貴 2027/06/30 イオン薬局杜の里店21233642

平木祥子 2025/07/14 金沢医科大学病院19131474

藤木久栄 2026/03/31 兼六薬局20233023

藤崎幸代 2025/07/14 石川県立　中央病院19131464

船坂龍善 2025/06/14 アカンサス薬局19231408

古本博子 2024/07/31 わかひの薬局18229941

法村典子 2026/03/31 鞍月トモコ薬局20233050

前川敏康 2025/02/28 中森かいてき小松薬局18231008

松下　ゆつき 2024/02/29 桜町ゆうゆう薬局17229422

松田　緑 2021/12/3115126742

松波寿雄 2024/06/14 金沢赤十字病院18129773

松本暁人 2023/06/14 あやめ薬局17228415

丸一泰雅 2021/11/30 北塚らいふ薬局15226524

三島　めぐみ 2027/06/14 青い森薬局 新庄店21233629

三田小草 2021/04/14 もりの里はなの木薬局15225328

宮岸健一 2027/04/30 田上はなの木薬局21233539

宮下千恵 2023/12/14 八ツ矢はなの木薬局17229203

宮下裕加 2023/07/3117228546

村井陽子 2027/06/14 てまり涌波薬局21233619

望月友美 2027/05/31 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院21133618

森　京子 2025/07/14 石川県立こころの病院19131462

安田明子 2025/07/14 石川県立　中央病院19131463

矢野涼子 2023/03/14 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター16128106

山内美穂 2024/08/14 菜の花薬局18230054

山越啓介 2027/05/31 石引アルプ薬局21233605

山吹昌寛 2024/08/31 能美市立病院18130123

山本亜弥 2023/01/31 木曳野らいふ薬局16227841

山本恵里 2027/09/14 はなの木薬局21233783

山本泰子 2023/01/31 フロンティア石引薬局16227842

山本康人 2027/07/14 金沢医科大学病院21133676

吉尾敬登 2026/03/31 国立病院機構金沢医療センター20132995

吉田真人 2021/10/31 フロンティア三馬薬局15226340

吉野貴大 2025/06/14 吉野薬局19231387

若林広樹 2023/03/14 国民健康保険　小松市民病院16128080



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） 福井県

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）

新谷智則 2022/08/14 福井大学医学部附属病院16127432

池田直樹 2025/05/14 カドノ薬局　市立病院前店19231308

石塚　美智子 2025/03/31 コトブキ薬局19231105

伊部里美 2027/06/30 福井総合病院21133650

井村成未 2025/07/14 カドノ薬局　市立病院前店19231478

宇野　譲 2022/01/14 全快堂薬局　東十郷店15226756

江守佑介 2024/05/14 あおば薬局　田原町店18229680

大谷　あゆみ 2024/04/30 福井調剤薬局18229650

大西香織 2022/06/14 エンゼル調剤薬局　武生店16227345

大森　丈 2022/08/31 福井赤十字病院16127442

落合　豊 2021/11/30 みどり薬局15226517

笠松依子 2022/09/14 福井県共済会病院16127492

木村光代 2023/01/31 リフレ調剤薬局　栄店16227883

久保茂美 2026/02/28 リフレ調剤薬局中番店19232833

下山　真樹子 2024/04/30 エンゼル調剤薬局　大学前店18229607

小島　すみれ 2024/07/14 福井大学医学部付属病院18129898

小林雅子 2025/12/31 市立敦賀病院19132542

齋木明子 2023/02/14 福井大学医学部付属病院16127955

坂木　真木子 2025/06/30 セムイ調剤薬局　神明店19231440

佐々木　一友 2025/11/14 みどり薬局19232258

須田英揮 2025/07/14 杉田玄白記念　公立小浜病院19131450

高岡哲裕 2023/02/14 鯖江らいふ薬局16227928

武長秀樹 2025/05/31 オバマ薬局19231360

玉村　晃 2024/05/14 公立丹南病院18129707

中道大仁 2021/07/31 鯖江らいふ薬局15225755

中村有沙 2025/05/31 おくえつ調剤薬局19231349

中村文枝 2023/06/30 エンゼル調剤薬局　大学前店17228444

中山　実智惠 2027/01/31 独立行政法人国立病院機構あわら病院20133438

西島勝之 2027/05/31 井上調剤薬局21233604

西出洋志 2024/06/30 福井県立病院18129842

西野宏隆 2025/06/14 医療法人至捷会　木村病院19131407

野坂恵子 2022/07/31 全快堂薬局　二の宮店16227408

望　貴博 2025/01/14 福井総合病院18130808

野田　学 2026/03/14 JCHO若狭高浜病院19132918

長谷川　琢真 2027/05/31 おくえつ調剤薬局21233562

羽場　百合香 2021/05/14 エンゼル調剤薬局　大学前店15225488

波部　敢 2022/12/14 フロンティア薬局　三国店16227738

平井佑季 2025/07/14 福井県立病院19131469

平田哲之 2026/03/31 スギ薬局　福井大手店20233020

二林幸代 2025/06/30 新田塚医療福祉センター　福井総合クリニック19131438

前田英子 2023/08/31 南山堂薬局　福井本店17228626

前田康裕 2025/09/14 医療法人林病院19131786

前野裕子 2022/05/31 森田アルプ薬局16227326

松井利浩 2024/05/31 市立三国病院18129719

三浦美樹 2027/05/31 福井循環器病院21133575

森岡　万里子 2022/10/31 JCHO福井勝山総合病院16127624

森田陽介 2025/05/31 福井大学医学部付属病院19131356

門前　麻衣子 2024/09/30 石田らいふ薬局18230227

門前利昭 2026/04/14 にしき調剤薬局20233129

山川保江 2024/05/14 南山堂　陽明薬局18229690

山﨑純子 2022/05/31 エンゼル調剤薬局武生店16227310

山本彩佳 2026/04/14 福井循環器病院20133106

吉田明弘 2027/06/14 福井厚生病院21133631

吉田理絵 2024/06/14 ひまわり調剤薬局18229784


