
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） 山口県

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）

秋本有花 2028/02/14 石丸薬局　末武店21234246

阿座上　克広 2024/04/30 山陽小野田市民病院18129608

安達俊江 2025/04/14 独立行政法人国立病院機構　関門医療センター19131212

綾田　翔 2024/09/30 関門医療センター18130200

有間幹人 2026/04/14 山口県立総合医療センター20133108

石井大吾 2026/03/14 ゆずり葉薬局19232910

石田俊司 2023/07/31 ひまわり薬局　大神店17228527

石田佑介 2028/02/29 わかば薬局21234312

磯村　奈帆子 2028/01/31 防府消化器病センター　防府胃腸病院21134185

岩本尚美 2025/08/31 菜のはな薬局19231678

上林雅樹 2025/03/14 ファミリー薬局　本町店18231065

植松俊成 2024/09/14 山口大学医学部付属病院18130139

梅山英明 2023/08/31 いちご薬局 室積店17228668

浦辻直幸 2024/03/31 さくら薬局18229519

江頭香織 2023/09/30 パワフル薬局　小月店17228782

江頭昌志 2023/02/14 サンキュー薬局　綾羅木本町店16227957

遠藤潤一 2024/11/30 遠藤中央薬局　湯田支店18230618

大上典晃 2023/02/14 医療法人医誠会　都志見病院16127933

大倉裕祐 2025/09/30 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター19131965

大谷明範 2026/03/31 厚狭駅南薬局20233012

大山　のぞみ 2025/12/31 新生薬局19232564

岡本旬史 2026/10/14 みすみ薬局20233310

小川　薫 2025/11/14 西日本薬局小野田店19232263

小澤政夫 2026/02/14 新南陽市民病院19132798

越智達郎 2023/02/28 徳山中央病院16128013

角谷　学 2025/11/30 山陽小野田市民病院19132355

兼石　誠 2027/12/14 山口労災病院21134044

金子武揮 2028/02/29 コスモ薬局21234328

河上卓弥 2026/02/28 医療法人聖比留会セントヒル病院19132818

河原大祐 2024/10/31 佐村松山町薬局18230435

河村和度 2025/09/14 ひまわり薬局光店19231751

川本貴洋 2023/03/14 医療法人山口平成会　山口平成病院16228097

菊本祐大 2028/02/14 シクマ薬局21234264

北川　建 2027/09/30 ファミリー薬局秋芳店21233819

北村洋一 2021/07/31 トータス薬局　柳井店15225787

城戸一晃 2025/04/14 おひさま薬局19231207

金髙　こころ 2028/02/14 光市立光総合病院21134222

國貞龍弘 2025/04/14 ソレイユ薬局19231185

國吉理子 2026/10/14 山口宇部医療センター20133327

藏重瑞恵 2028/01/31 宇部興産中央病院21134183

黒瀬友理 2024/08/14 さくら坂薬局18230028

幸谷　しのぶ 2024/02/29 オリーブ薬局17229417

古賀　健太郎 2024/01/31 スマイル薬局17229330

小林　祥太郎 2026/01/31 新下薬局　幸町店19232704

齋藤　亨 2024/10/31 医療法人医誠会　都志見病院18130403

齊藤基道 2028/02/14 きずな薬局21234216

坂井　久美子 2021/08/14 山口東京理科大学　薬学部薬学科15125895

坂井康仁 2028/02/29 山口大学医学部附属病院21134315

坂本恵世 2025/08/14 ニック調剤薬局宇部店19231582

﨑須賀　統 2027/12/14 そうごう薬局宇部新川店21234022

崎部泰広 2025/11/30 JCHO徳山中央病院19132317

目　健一郎 2027/11/30 グリーン薬局21233985

塩田昌史 2022/10/31 みね薬局16227614

志熊英子 2025/01/31 シクマ薬局18230885

鈴川義之 2025/02/28 サン薬局18230984

角　将司 2024/06/14 車町薬局18229801

角田　勇太郎 2022/11/30 健栄薬局16227677

仙田泰敏 2024/02/14 彦島薬局17229368

空田洋祐 2023/10/31 宇部興産　中央病院17128975

高橋　徹 2025/02/14 すえ薬局18230945

高橋孝欣 2027/11/30 みつば薬局21233967

田上忠行 2025/11/30 きさらぎ薬局19232313

高山直子 2027/12/14 あおば薬局21234068

田坂義彦 2027/02/14 ききょう薬局20233452

田尻裕子 2023/08/14 あおぞら薬局17228571

田中克宏 2025/11/30 厚南薬局19232387

田中英明 2027/11/30 はな薬局　市民病院前店21234001

田村紀子 2028/02/29 ひまわり薬局21234307

辻村陽子 2025/12/14 友薬局19232421

筒井健一 2027/12/14 ファイン薬局21234024

手嶋　ひさ子 2024/11/14 山口県立総合医療センター18130497

寺嶋宏恭 2028/01/14 新南陽市民病院21134154

年光久美 2025/05/31 石丸薬局　末武店19231346

鳥居貴和 2022/12/14 のぞみ薬局16227711

中島健太 2028/02/14 ウｵンツ上山口薬局21234280

中野　良 2028/02/14 国立病院機構　岩国医療センター21134221

中原圭一 2023/07/14 フェアリー薬局17228461

中村知子 2023/10/14 JA山口厚生連　周東総合病院17128813

中村光宏 2028/01/31 かじくり薬局21234178

中村嘉孝 2028/02/14 いちご薬局21234225

西野正浩 2024/11/14 コスモス薬局18230545

西村秀治 2027/12/14 セレッソ薬局21234056

西村昌洋 2025/06/30 上宇部　あおば薬局19231424

西本崇哲 2027/04/30 西本薬局21233529

白野陽正 2022/10/14 山口県立総合医療センター16127587

橋本栄幸 2022/08/14 愛･感動･NEXT薬局16227428

服部晶子 2026/01/31 医療生活協同組合健文会　宇部協立病院19132698

林　俊吾 2024/05/31 独立行政法人国立病院機構　関門医療センター18129756

原田晃典 2025/10/14 JCHO下関医療センター19132023

樋口真理 2024/07/31 済生会下関総合病院18129961

藤井　章 2028/02/14 JA山口厚生連　小郡第一総合病院21134261

藤井佑太 2025/05/14 徳山中央病院19131301

藤川雄也 2025/09/30 下関市立市民病院19131827

藤原一慶 2028/02/14 第一薬局労災病院前店21234238

船越幸代 2022/06/30 労働者健康安全機構　山陽小野田市労災病院16127367

前田和治 2024/04/30 仙崎薬局18229652

松村　華菜子 2027/12/14 新いちのみや大内薬局21234072

松本圭代 2024/04/30 なないろ薬局18229605

道端　創 2028/02/29 山口県厚生農業協同組合連合会　長門総合病院21134326

満江章裕 2028/02/29 医療法人茜会　よしみず病院21134295

宮川貴行 2022/09/14 関門医療センター16127507

宮﨑北斗 2028/02/14 あすなろ薬局21234229

宮野倫一 2025/03/14 ココカラファイン薬局　周南久米店18231062

三好弘大 2023/10/31 三好薬局　宇部店17228974

村重宜宏 2023/03/14 あい薬局　今津店16228047

村田　都紀子 2022/08/31 三好薬局16227456

武良卓哉 2027/10/31 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター21133870

森田　伸 2023/07/14 あいお薬局17228484

森脇直史 2024/04/30 こころ薬局18229638

矢賀和子 2027/12/14 山口大学医学部附属病院21134078

山縣優希 2024/12/31 済生会山口総合病院18130771

山上恵里 2024/10/31 国立病院機構　関門医療センター18130364

山﨑康恵 2024/08/31 回生堂薬局18230124

山西智美 2024/04/14 コスモス薬局18229561

山本　寛 2025/11/30 クローバー薬局そお店19232338

山本恵子 2023/12/14 ココカラファイン薬局 周南久米店17229206

山本早代 2027/11/30 山陽小野田市民病院21133991

行友啓悟 2027/12/14 そうごう薬局新下関店21234051

横田　美由紀 2022/02/28 マユサン薬局15227009

頼岡克弘 2022/02/28 周南市立新南陽市民病院15127008



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） 福岡県

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）

青栁慶嵩 2023/05/31 柳川病院17128356

赤岩　亨 2027/10/31 宮の陣薬局21233880

赤沢詠子 2023/01/31 タケシタ調剤薬局　若松店16227813

赤塚健作 2028/02/14 トモエ薬局21234281

秋吉正貴 2024/05/31 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院18129711

安達るい 2025/04/14 福岡山王病院19131168

安部真平 2025/11/14 ひかり調剤薬局19132213

阿部雅雄 2025/11/30 社会医療法人　共愛会　戸畑共立病院19132392

安部律夫 2021/08/14 清見調剤薬局15225855

新井剛慶 2021/08/31 サンキュー薬局　門司港店15225914

安蒜　千恵子 2026/02/14 恵愛団薬局19232796

井神勝成 2023/08/31 さくら薬局　水巻店17228687

池田　久美子 2025/12/14 中央薬局つつい店19232425

池田隆史 2025/07/31 地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立　こども19131517

石上寛子 2021/08/1415225869

石川智子 2025/11/30 久留米大学病院19132326

石川友裕 2022/10/31 (有)シティ薬局　立花寺店16227612

石田益美 2025/11/14 内野薬局19232272

石松　亜由美 2024/11/30 一般社団法人宗像薬剤師会　宗像センター薬局18230626

井芹淳一 2021/09/14 サンキュードラッグ　大里東口薬局15226095

居塚　しのぶ 2027/09/30 JCHO九州病院21133824

井上恵美 2024/07/14 大賀薬局　大名店18229881

井上善文 2023/02/14 有限会社　池田川薬局16227921

岩永健司 2025/10/31 ひまわり調剤薬局19232164

岩光直哉 2027/06/30 ひきの調剤薬局21233643

上田　健 2025/04/14 社会医療法人共愛会　戸畑共立病院19131189

上田英生 2021/05/31 華林堂調剤薬局15225501

上地純子 2023/10/31 九州労災病院17128977

上原章子 2024/02/14 さかい調剤薬局17229344

浮里尚樹 2027/09/30 室見川調剤薬局21233821

内海　希代子 2023/04/30 中央薬局　つつい店17228287

内田政光 2025/11/14 スマイル調剤薬局19232223

内田泰史 2025/11/30 古賀薬局新宮店19232319

内山将伸 2024/08/31 福岡大学　筑紫病院18130105

海本　了 2022/12/31 ほしの薬局　日の出店16227753

梅枝博子 2023/05/31 糸島医師会病院17128327

梅﨑裕子 2023/08/31 久留米大学医療センター17128653

梅津架枝 2024/05/14 さくら薬局　直方店18229678

梅野繁智 2027/01/14 一条調剤薬局有限会社20233418

浦中浩光 2026/01/31 そよかぜ薬局19232686

永島孝章 2025/03/31 清和会　長田病院19131095

江頭政治 2026/03/14 江頭エーザイ薬局19232913

江﨑哲雄 2028/02/29 くぬぎ薬局21234311

江﨑泰子 2023/04/30 スマイル薬局　清水店17228233

江﨑由典 2024/04/30 スマイル薬局　足立店18229609

江田大和 2024/08/14 前田薬局　明治町店18230036

江田美保 2024/11/30 石田調剤薬局18230606

江藤浩平 2025/04/30 和光祖原薬局　福大病院前19231258

胡井聡美 2026/02/28 かのん薬局19232867

大石博美 2023/10/31 八幡薬剤師会薬局17228985

大木和子 2022/09/14 朝倉医師会病院16127510

大久保　真貴 2025/11/14 ドレミ薬局　香椎店19232193

大津友紀 2022/11/30 福岡大学病院16127663

大平悠介 2027/10/14 松仙堂薬局千早店21233838

大薮敬子 2021/06/14 アガペ　日赤通り薬局15225572

岡　和宏 2025/11/14 春日町薬局19232271

小河内　裕美 2023/07/31 医療法人財団博愛会　博愛会病院17128499

緒方　進 2024/03/31 社会保険大牟田天領病院18129496

小川　愛 2021/11/14 さくら薬局　三苫店15226479

尾立大樹 2028/01/31 大賀薬局老司調剤店21234171

尾田智之 2024/04/30 ピノキオ薬局　平和店18229641

小野文子 2022/02/28 (株)スカイメディカルファーマ　調剤事業本部フリー薬剤師15226947

小野原　直哉 2024/05/14 若津センター薬局18229677

小畠道長 2027/07/14 西福岡病院21133670

折津公隆 2024/03/31 社会医療法人大成会　福岡記念病院18229529

遠部　綾 2024/06/30 大賀薬局　市民病院前店18229858

甲斐優子 2027/07/14 国立病院機構　福岡東医療センター21133661

潟永安亘 2023/02/14 独立行政法人　福岡東医療センター16127889

勝山公貴 2025/02/28 たたら介護薬局18230956

金井一正 2024/01/31 朝倉医師会病院17129324

金岡正健 2021/12/14 金岡薬局15226623

上山　沙耶歌 2024/06/14 さわやか薬局18229812

柄沢　真一郎 2022/11/30 アイランドシティ薬局16227673

川田　希 2024/04/30 国立病院機構　九州医療センター18129656

河野祐輔 2022/02/14 医療法人弘恵会　ヨコクラ病院15126876

河原佳香 2021/11/30 恵愛団薬局15226503

河村成真 2024/12/31 タイヨードー薬局　黒木店18230729

川本太郎 2021/04/14 わかな調剤薬局15225386

北岡　敦 2027/07/14 古賀薬局東病院前店21233660

木竹孝亮 2026/01/31 オリーブ薬局19232706

喜多紘大 2024/08/14 まつふじ調剤薬局18230019

北原理恵 2022/10/31 一般社団法人宗像薬剤師会会営　宗像東薬局16227613

木道理子 2024/07/31 タカラ薬局　博多駅前18229936

城戸秀昭 2022/12/31 筑後市立病院16127770

木原理恵 2025/12/14 国立病院機構　九州医療センター19132426

木村龍夫 2024/04/30 新小倉病院18129640

草場智晴 2027/10/31 タカラ薬局　荒江店21233887

久保昌平 2024/06/14 新古賀病院18129825

久保田　愛菜 2025/11/30 さくら薬局　久留米大学病院前店19232287

久保田　賢一 2023/03/14 大賀薬局　福岡赤十字病医院前16228039

久保拓子 2028/02/29 向島薬局21234297

倉田賢生 2025/07/31 福岡市民病院19131540

倉成祥平 2024/05/31 ハート薬局18229754

古賀清弘 2023/01/31 浜の町病院16127857

小島優子 2025/12/14 さくら病院19132404

児玉博泰 2025/03/14 やさしい薬局　長尾店18231030

後藤　隆 2023/12/14 国立病院機構　福岡東医療センター17129195

後藤道隆 2024/09/30 すぎやま薬局18230188

小西秀平 2025/11/14 香椎台調剤薬局19232259

小林剛士 2025/11/14 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院19132269

近藤　真理子 2024/03/31 独立行政法人地域医療機能推進機構　福岡ゆたか18129530

佐伯拓哉 2027/08/31 宗像薬剤師会会営宗像センター薬局21233742

才津みさ 2021/05/31 博愛会病院15125545

坂本　司 2027/11/30 社会医療法人天神会古賀病院2121133955

坂本豊伸 2027/07/14 大牟田中央薬局21233659

酒見真也 2026/02/28 福岡記念病院19132839

佐々木　達啓 2023/02/28 （株）大賀薬局　老司調剤店16227999

佐藤絵美 2024/05/14 大賀薬局　浜の町病院前店18229668

塩田賢功 2027/08/31 クローバー薬局21233739

汐待　圭一郎 2022/12/14 大賀薬局　国分店16227701

汐待加織 2022/10/31 大賀薬局九大病院東門前店16227618

重藤憲司 2024/04/30 （有）あそう薬局18229611

柴田征良 2023/02/28 秀洋堂薬局　若宮本店16227988

柴山和弘 2027/12/14 平和調剤薬局21234048

嶋添陽子 2027/11/30 溝上薬局　大木町店21233957

下澤那津 2025/01/31 福岡赤十字病院18130886

白石敦史 2021/08/31 （有）松ヶ江薬局　15225955

白石史遠 2022/11/14 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院16127637

白濱雅史 2025/11/14 九州大学病院19132278

新谷茂之 2025/05/31 医療法人博人会　福岡リハビリテーション病院19131352

末永拓也 2023/11/14 福岡新水巻病院17129015

末廣洋平 2026/01/31 きりん調剤薬局上富野店19232660

鈴江晃平 2026/06/14 よしたけ調剤薬局沼緑町店20233198

関　恒彦 2027/06/30 せき薬局21233649

瀬山　順 2023/04/14 平成堂薬局17228173

瀬良雅子 2027/08/31 弓の馬場調剤薬局21233722

曽我繁正 2025/11/14 片野薬局19232253

園田　敏 2024/05/31 （有）新津調剤薬局18229757

髙丘　みゆき 2023/12/31 ナカノ薬局17229221

髙丘とも 2024/11/30 七星薬局18230629

高橋郁子 2027/10/14 アイランドシティ薬局21233851

高橋典子 2025/03/14 久留米中央調剤薬局18231061

髙橋佳子 2023/10/31 北九州市立　八幡病院17128961

髙松大樹 2027/12/31 高木病院21134117

竹井雄作 2027/05/31 平成堂薬局榎津店21233588

武内　剛 2026/03/31 オーエス福津薬局20233016

武居　慎二郎 2026/04/14 タカラ調剤薬局大橋西通り店　20233082

竹村　知 2026/02/14 田川市立病院19132742

田崎智巳 2027/12/14 たたら介護薬局21234063

田代桂子 2027/12/14 保生堂調剤薬局21234092

田城涼子 2022/09/30 ドレミ薬局16227519

立山勝規 2023/05/14 しらかべ調剤薬局17228314

田中美和 2026/05/31 大賀薬局西新店20233138

田中康照 2023/10/31 新古賀病院17128992

谷　美樹 2022/10/31 新生堂薬局　室見店16227609

谷口泰藏 2025/02/28 ナイス調剤薬局18230959

田野雅彦 2022/01/14 イオン薬局　大牟田店15226789

千葉宣子 2023/04/14 タケシタ調剤薬局　浜の町店17228210

津上可奈 2023/07/31 高木病院17128507

土田雄司 2025/02/28 そうごう薬局　周船寺店18231004
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椿　淳 2026/01/31 八幡西調剤薬局19232674

坪田夏美 2027/12/31 さくら薬局和白丘店21234101

坪水朋美 2024/05/31 タカラ薬局　平尾18229713

津村早苗 2022/11/14 （有）北辰薬局16227631

寺本英利 2024/04/30 新生堂薬局　南大橋店18229648

寺本美香 2026/11/30 園山調剤薬局20233364

東久保　友美 2023/11/30 さくら薬局　長丘店17229085

堂籠　航 2023/06/30 さくら薬局　和白店17228437

戸田　江里子 2028/02/14 かみまち調剤薬局21234257

冨崎　壮一郎 2026/03/14 桜坂きりん薬局19232935

冨松理沙 2024/12/14 かすがのはな薬局18230666

虎石竜典 2024/12/14 九州大学病院18130723

鳥越友彰 2024/11/14 こじか薬局18230491

長﨑歌織 2024/07/31 さくら薬局　前原店18229998

中島貴史 2022/12/14 九州大学病院16127699

中島智光 2025/05/14 まどか薬局19231300

永田　雅太郎 2026/12/31 三気堂薬局小倉南店20233411

中田ふみ 2024/12/14 医療法人福翠会　高山病院18230698

長田妥子 2025/03/31 くらら薬局　賀茂店19231143

長濱孝之 2027/07/14 タカラ薬局　千代21233664

長濱英恵 2023/02/28 （有）TEK　あじさい薬局16227978

中牟田　光雄 2026/01/31 あけぼの薬局日赤通り店19232696

中村　佳小里 2026/06/14 らいふ薬局志免店20233208

中村　加奈子 2028/02/29 向島薬局21234282

中村千葉 2025/03/14 和光六本松青陵薬局18231041

中村恭子 2026/04/14 白十字病院20133121

中村智海 2024/11/30 ひろき調剤薬局　花畑店18230560

中村仁美 2022/02/28 セジマ調剤薬局　薬院15227010

中村寛子 2027/08/31 中村薬局21233724

中村隆一 2024/09/30 まんまる薬局18230191

永安優子 2022/09/30 ココカラファイン薬局　天神本店16227557

中山大輔 2022/12/14 凜調剤薬局16227714

中山月香 2024/05/14 タカラ薬局　伊都店18229665

名倉　万美子 2025/04/14 ぱんだ薬局19231205

西川庸一 2026/01/31 にしかわ薬局19232695

西坂　つかさ 2024/09/30 直方スガムラ調剤薬局18230213

西島尚子 2021/08/31 タケシタ調剤薬局　天神北店15225963

西田恵美 2025/09/30 福岡大学病院19131834

野口時恵 2024/02/14 花さくら薬局17229347

野村　有紀子 2025/11/14 JR九州ドラッグイレブン薬局片江店19232230

萩原大樹 2027/06/30 福岡大学西新病院21133651

橋口　亮 2027/06/30 田主丸中央病院21133654

櫨　淳朗 2025/10/31 時川薬局19232179

長谷川　将 2027/06/30 九州労災病院21133647

畠中賢一 2027/02/28 スマイル薬局　立岩店20233464

花田　智衣子 2023/05/31 （有）花田薬局17228384

花田正吾 2021/12/14 サン調剤薬局15226686

濱　真利子 2025/11/30 大賀薬局ちくし那珂川病院前店19232351

濱田耕司 2027/01/14 三国が丘調剤薬局20233416

林田健作 2026/12/31 （所属なし）20233412

東　雅美 2024/11/14 調剤薬局ウエル18230513

東島幸道 2027/12/14 国立病院機構福岡病院21134047

樋口和彦 2022/08/31 サンキュードラッグ　社ノ木薬局16227463

久本晋平 2024/04/14 のため薬局18229580

姫坂智紀 2025/12/14 石津中央薬局19232405

百武　将 2025/11/14 社ノ木薬局19232285

平山　渚 2023/04/14 あおぞら薬局17228220

平山知徳 2023/08/31 いちのせ薬局　天神店17228683

廣瀬　隆 2025/11/14 さくら薬局　新宮中央店19232195

深山美香 2024/05/14 和光鳥飼薬局18229671

福原昌寛 2027/10/14 はなぞの調剤薬局21233867

福原友里 2025/12/14 くすりの木薬局19232451

福山隆二 2024/04/30 すずらん薬局18229645

藤木　亮太朗 2024/04/30 クレア薬局　朝倉みやの店18229649

藤崎　佳那子 2026/03/14 清和会　長田病院19132917

藤末健二 2022/04/14 ピュア筑後調剤薬局16227193

伏見宏美 2027/12/14 クローバー薬局21234026

藤本拓郎 2024/04/30 （有）愛の樹調剤薬局18229612

武立直子 2027/12/14 那珂川病院21134058

二又愛子 2027/01/31 西新そうめい薬局20233431

古川朋子 2025/12/14 柳川リハビリテーション病院19132406

堀　　司 2021/11/30 大賀薬局　大名店15226569

本多順平 2028/02/14 瑠璃薬局21234272

前田浩貴 2026/06/30 宗像水光会総合病院20133247

増田菜穂 2025/11/14 朝倉医師会病院19132189

松尾晶子 2021/10/31 独立行政法人国立病院機構　大牟田病院15126284

松崎　由美子 2025/06/14 大賀薬局竹下駅前店19231404

松下隼士 2022/11/14 さくら薬局　和白丘店16227644

松嶋邦彦 2026/05/31 タカラ薬局　福重20233176

松田　亜希子 2022/08/14 北九州市立医療センター16127421

松田　健 2025/07/31 八幡薬剤師会薬局19231519

松丸博幸 2027/11/30 裕愛調剤薬局21233986

松本宜子 2024/12/31 アガペ日赤通薬局18230766

水江育子 2024/04/30 （株）タカラ薬局　西の丘店18229630

宮尾健児 2023/01/31 平成堂薬局　蒲池店16227806

宮﨑元康 2024/04/30 福岡大学　筑紫病院18129625

宮本綾子 2022/10/31 ラララ薬局16227610

向井　咲希子 2022/02/28 渡辺通薬局15226943

宗像千恵 2027/11/14 医療法人社団高邦会　高木病院21133924

村岡稔之 2024/07/14 かわら調剤薬局18229894

村岡信代 2023/09/14 さくら薬局　和白丘店17228710

村上秀一 2024/10/31 メープル薬局緑ヶ丘店18230441

村上翔一 2025/11/30 大牟田市立病院19132343

村上昌臣 2023/06/30 くらら薬局17228438

村田真希 2027/11/30 さくら薬局水巻店21233987

村田峰生 2025/01/31 アガペ香椎薬局18230846

村山裕一 2025/02/28 医療法人社団高邦会　高木病院18130992

上雄史 2024/05/14 宗像東薬局18229674

本松弘樹 2024/08/14 ワコー薬局18230043

森　由夏子 2024/01/31 福岡大学筑紫病院17129318

森﨑沙世 2027/07/14 一般財団法人医療・介護・教育研究財団　柳川病院21133662

森田　亮 2023/01/31 小田調剤薬局16227852

守田研一 2021/12/14 福岡大学病院15126695

森田佳博 2024/11/14 九州労災病院18130503

森山大輔 2021/12/31 カイセイ薬局　荒江店15226745

森山弘子 2021/05/31 （株）みのう　あかね調剤薬局15225523

諸石英樹 2024/10/31 新生堂薬局　三井ビル店18230419

山内　健太郎 2025/09/30 北九州市立八幡病院　19131906

山浦竜雄 2026/04/14 ちどり薬局20233116

山縣健一 2024/11/30 アガペ西新薬局18230650

山口　博 2025/04/14 あすなろ薬局19231158

山口直人 2027/09/14 タカラ薬局天神21233766

山崎伯都 2027/08/14 新行橋病院21133708

山下　まゆり 2025/11/14 西宮市調剤薬局19232250

山下明彦 2026/02/14 大陽薬局　のま店19232737

山下真司 2024/12/14 そよかぜ薬局18230706

山代美香 2021/11/30 イッセイ調剤薬局15226538

山田祥子 2022/11/30 新生堂薬局　塩原店16227669

山田貴之 2025/01/31 八女発心会　姫野病院18130868

山中雅智 2027/11/30 ミクス薬局21234000

山本航平 2027/10/14 堺町調剤薬局21233866

山本夏奈 2023/02/28 大賀薬局　天神ビル店16228017

鑓水可奈 2025/02/14 (株)トータル・メディカルサービス　さくら薬局　長住18230901

鑓水将弘 2024/10/31 社会保険　直方病院18130319

吉居　瞳 2024/05/31 メガ調剤薬局18229742

吉田賢一 2024/04/30 さかい薬局　上官店18229614

吉田葉子 2028/02/29 大賀薬局博多駅南1丁目店21234288

吉永浩明 2025/11/14 ゆうりん薬局19232210

吉永裕助 2023/08/31 社会医療法人陽明会　小波瀬病院17128648

吉野禎治 2022/05/31 有限会社あいざわ薬局16227315

吉橋弘祐 2023/08/31 まさおか薬局　香住ケ丘店17228667

吉満吉高 2024/05/14 さくら薬局　上和白店18229667

吉村香奈 2025/11/30 タカラ薬局　福大病院前19232399

吉村雅美 2027/11/30 筑紫薬剤師会薬局　本町店21234009

若杉初美 2024/10/31 ハート薬局　那珂川18230440

𦚰元一彰 2027/11/30 はなむね薬局21233946

渡邉邦宏 2024/10/14 オリーブ薬局18230262

渡辺美和 2025/08/31 田主丸中央病院19131703
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青山敦子 2026/03/31 唐津赤十字病院20133026

池西明子 2022/03/14 養正会薬局15227030

池西和貴 2023/08/14 養正会薬局17228607

伊藤　嘉直子 2025/08/31 サンアイ薬局昭和店19231721

伊藤淳基 2028/02/29 済生会唐津病院21134334

入来彩香 2025/02/14 カイドー薬局大和店18230905

内川智樹 2025/09/30 佐賀北薬局2号店19231825

江原竜治 2026/09/30 伊勢薬局神野店20233306

大岩根　良太 2026/03/14 独立行政法人　国立病院機構　東佐賀病院19132936

大澤亮平 2022/02/28 馬場薬局　海岸店15226999

緒方良彦 2025/06/30 祐愛会　織田病院19131445

柿沼純一 2024/12/31 溝上薬局　白石店18130735

梶原三穂 2024/01/31 佐賀北薬局17229329

米田奈美 2025/02/14 独立行政法人国立病院機構　東佐賀病院18130943

近藤　讓 2025/04/14 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター19131173

笹野寿基 2025/01/31 タイヘイ薬局　メディカルモールおぎ店18230860

佐藤裕之 2027/06/30 アルナ薬局　太良店21233655

佐原正彦 2025/08/14 中央薬局　嬉野店19231642

篠田正信 2023/04/30 タイヘイ薬局　メディカルモールしろいし店17228259

島内知子 2023/12/31 佐賀北薬局17229244

白川敦規 2025/02/28 嬉野医療センター18131015

白仁田　千恵子 2023/03/14 キタ薬局　中町店16228058

杉川　昇治郎 2027/07/31 佐賀北薬局21233682

鈴木章介 2023/03/14 溝上薬局　伊万里蓮池店16228095

祖川　倫太郎 2028/02/29 佐賀大学医学部附属病院21134290

竹内耕治 2025/02/28 佐賀大学医学部附属病院18130993

竹内秀典 2025/02/14 あさひ薬局　山本店18230918

千葉直樹 2016/06/14 佐賀中部病院10114750

千代延　久美子 2022/08/31 神埼薬局　神埼橋店16227449

辻　宗一郎 2027/08/31 タイヘイ薬局　メディカルモールしろいし店21233754

寺田麻弥 2023/11/30 唐津赤十字病院17129143

仲　真美恵 2023/01/31 佐賀県医療センター女子生館16127820

中川武裕 2028/01/31 独立行政法人国立病院機構佐賀病院21134189

長澤裕輔 2024/03/31 健康クラブ薬局18229523

中島理恵 2025/08/14 国立病院機構　肥前精神医療センター19131623

中山智美 2024/02/29 神代薬局　松原店17229413

西　順也 2023/01/31 佐賀大学医学部附属病院16127865

西村慎吾 2023/12/31 神崎薬局　枝ケ里支店17229238

西村直寛 2023/02/14 新武雄病院16127949

西依恭平 2024/03/14 東町わたや薬局17229475

馬場直佐 2021/08/14 （有）やすみせ薬局　さよがわ薬局15225810

福島雅隆 2023/06/30 溝上薬局　コムボックス佐賀駅前店17228422

藤田　有紀子 2027/09/14 国立病院機構嬉野医療センター21133772

細矢和久 2025/07/31 佐賀大学医学部付属病院19131516

堀内慎也 2024/07/31 溝上薬局18229966

松枝　聖 2025/03/31 神代薬局　神野東店19231140

松尾　由加里 2023/02/14 医療法人光仁会　西田病院16127935

松田善憲 2027/09/14 神代薬局　大和店21233782

水口忠宣 2023/03/31 健栄さかえ町薬局17228123

溝口照子 2025/02/28 昭和薬局18230985

御立雅子 2021/11/14 （有）佐賀保健企画　虹の薬局15226406

三原明彦 2027/09/30 川東カイセイ薬局21233790

宮原　強 2028/02/14 佐賀県医療センター好生館21134259

村岡賢一 2023/03/14 たけだ薬局16228094

安川　徹 2028/01/31 タイヘイ薬局メディカルモールおぎ21234184

山﨑雅則 2026/02/14 らいふ薬局医大通り店19232724

山下順子 2026/03/31 山下薬局　脇田店20232981

横田智也 2027/12/14 唐津赤十字病院21134021

吉岡靖史 2026/05/31 大賀薬局弥生ヶ丘店20233155

吉重貴広 2022/07/14 ひのき薬局16227391



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） 長崎県

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）

井口嵩士 2026/08/14 そうごう薬局大村東店20233278

市丸新吾 2022/11/30 中通り薬局16227680

井手弘美 2023/02/28 井手薬局　京町店16228020

今川文男 2024/07/31 あいず薬局18229976

岩井堂　峰光 2023/04/14 あおぞら薬局17228208

浦郷由美 2023/10/31 藤村薬局　本店17228942

大間敬太 2024/07/14 オーケー薬局18229892

小川恭平 2025/02/14 いちば薬局18230948

柿田尚代 2025/08/31 ハーモニー薬局19231669

角野智志 2023/10/14 三気堂薬局　松浦店17228865

金山　央 2026/08/14 みえ薬局20233275

河野吉彦 2028/02/29 宇都薬局21234298

岸本悠良 2024/09/14 はくあい堂しんわ薬局18230152

草野裕樹 2025/01/31 千住病院18130872

工藤　学 2026/03/14 カサマツ薬局19232949

工藤恵美 2025/09/14 オーケー薬局19231729

桑畑義治 2027/07/31 うおのまち薬局21233686

兒玉　美由紀 2024/07/31 さわせ薬局　道ノ尾駅前店18229962

小西宏規 2023/01/31 オーケー薬局16227875

佐道紳一 2024/08/14 長崎みなとメディカルセンター18130063

澤㔟直子 2026/03/31 さわせ薬局　道ノ尾駅前店20233076

篠﨑彩香 2026/05/31 ゆうわ薬局20233185

篠﨑有記 2023/01/31 医療法人 済家会 島原保養院16227861

篠村英明 2026/08/14 ニック調剤薬局ごとう店20233276

諏訪貴大 2021/12/31 諏訪薬局　古賀島店15226751

副島　由貴子 2023/04/14 すこやか薬局17228213

髙瀬陽子 2026/03/31 やすらぎ薬局浜町店20233040

髙柳千尋 2023/06/14 長崎記念病院17128387

田口　陽二朗 2026/11/30 たぐち薬局20233373

田代　緑 2023/01/31 たしろ薬局16227815

田代泰理 2023/07/14 すみれ薬局17228462

田中　愛 2023/02/14 りんご薬局16227956

田中裕史 2021/10/31 フジミ薬局15226335

田村康寛 2025/08/14 社会福祉法人十善会　十善会病院19131596

塚田寛子 2023/08/14 独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター17128617

寺田義和 2023/04/30 そうごう薬局　大村店17228271

友成正英 2025/09/30 東小路薬局19231813

長尾尚俊 2024/06/30 八木原薬局18229847

中川勝憲 2026/09/30 友愛薬局サンクル店20233307

中川博雄 2027/12/31 長崎大学病院21134103

長谷祥子 2027/02/28 市立大村市民病院20133456

中野　紗央里 2023/07/31 医療法人　重工記念長崎病院17128493

名切　豪 2022/04/14 かもめ調剤薬局16227152

根本　晋一郎 2025/02/28 ひまわり薬局　時津店18231021

野口優作 2027/09/30 中町薬局21233820

橋本充広 2023/08/31 長崎県五島中央病院17128652

花田匡人 2026/08/31 そよかぜ薬局長与店20233294

馬場瑛子 2023/10/31 長崎中央調剤薬局17228905

濵崎光世 2024/04/30 うおのめ薬局18229654

原澤仁美 2026/08/14 長崎大学病院20133277

原裕太朗 2027/12/31 岩屋橋薬局21234128

半田浩一 2023/05/31 井手薬局　塩浜店17128366

平畑沙耶 2025/11/14 長崎県島原病院19132235

廣瀬崇博 2024/10/31 そうごう薬局　早岐店18230345

深堀由香 2024/07/31 にんじん堂薬局18229975

福田金正 2025/09/14 すまいる薬局19231773

福田里香 2025/08/31 済生会長崎病院19131707

本間　滋 2023/10/31 健康堂薬局　みずほ店17228931

前山幸史 2026/09/14 JCHO諫早総合病院20133301

増永理紗 2025/06/14 長崎みなとメディカルセンター19131393

松本和也 2023/02/14 （株）福江薬局長崎16227886

松本隆治 2021/12/31 今泉調剤薬局　宮田町店15226740

眞弓大助 2025/09/30 ひまわり薬局江戸町店19231841

丸木寿郎 2022/11/14 鶴丸薬局16227630

丸田真経 2025/08/31 ﾔｸｼﾝ薬局イオンタウン長与店19231709

村上佳子 2022/04/30 吾妻スマイル調剤薬局16227234

山口智弘 2024/01/31 ハーモニー薬局17229319

山﨑　ちひろ 2024/07/14 日本調剤　原爆病院前薬局18229896

山下慎司 2023/06/30 ハーモニー薬局17228435

山筋睦美 2025/08/14 滑石薬局　北陽店19231639

山田寿男 2024/08/14 あおぞら調剤薬局18230045

湯浅菜美 2026/03/31 井出薬局　あいのうら20232972

吉田康史 2026/03/31 三星堂薬局20232997

渡辺一章 2023/07/31 佐世保共済病院17128486



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） 熊本県

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）

生嶋將人 2027/06/30 松林堂薬局　田崎店21233641

石井　豊 2025/10/14 西本真生堂薬局　菊陽店19231984

石中博昭 2023/02/14 南熊本調剤薬局16227946

市川康子 2024/06/14 JCHO熊本総合病院18129816

伊藤巳和 2025/07/31 はくざん調剤薬局19231523

伊藤由希 2026/01/14 大腸肛門病センター高野病院19132615

井上大奨 2024/06/14 国立病院機構　熊本医療センター18129818

今井建郎 2026/07/14 グリーン薬局長嶺店20233264

今村敦子 2025/11/30 うさぎ薬局　帯山店19232299

今村英一 2023/05/31 ファーコス薬局　めろん17228383

今村弘樹 2023/04/30 リズム薬局17228234

岩本尚子 2025/02/28 九州記念病院18131006

鵜口暁弘 2027/12/31 タケシタ調剤薬局　熊本店21234127

梅木拡嵩 2028/02/29 御幸病院21134342

梅木浩文 2022/11/14 菊陽調剤薬局16227635

江﨑洋子 2024/04/14 あい薬局18229549

大岡　建太郎 2025/11/14 JCHO熊本総合病院19132281

大久保　尚徳 2026/02/14 ひまわり薬局　宇土店19232732

大橋俊直 2027/10/31 なないろ薬局　島崎店21233902

緒方圭史 2023/10/31 なないろ薬局　島崎店17228890

奥　美和 2024/04/30 労働者健康安全機構　熊本労災病院18129634

尾田　奈生美 2026/01/14 DI薬局水前寺店19232633

鬼塚智行 2025/04/14 医療法人桜十字　桜十字病院19131209

柏田浩至 2023/04/14 本荘いちご薬局17228206

片野田　朋美 2028/03/14 熊本大学病院21134349

北岡宏章 2022/12/31 うさぎ薬局　島崎店16227756

木村修徳 2028/01/31 熊本再春医療センター21134174

清田　麻起子 2023/04/30 高橋薬局　エルア17228237

金水政樹 2026/10/31 帯山８丁目薬局20233342

久米正剛 2024/09/14 五丁目むさし薬局18230145

桑島武文 2022/06/30 とみあい薬局16227361

後藤早苗 2023/04/30 三恵薬局　田迎店17228246

坂口智香 2023/12/31 九州記念病院17129214

坂田光平 2025/03/14 国立病院機構　熊本医療センター18131044

坂本一貴 2028/02/29 くまもと県北病院21134283

桜井睦子 2025/03/31 医療法人起生会　表参道吉田病院19231121

佐藤拓司 2023/02/28 共生薬局16227986

佐藤亮太 2025/12/31 ファーコス薬局ゆう19232529

鹿江清夏 2027/05/31 Kパーク薬局21233577

柴田基志 2026/02/14 はくざん中央薬局19232815

志水綾子 2023/01/31 (株)ファーマダイワ　弓削薬局16227836

ジャイルス　仁 2022/11/14 三恵薬局　新地店16227647

城野博史 2026/07/31 熊本大学病院20133273

杉本亮介 2023/12/14 はくざん調剤薬局17229189

千場美奈 2025/05/31 熊本再春医療センター19131348

髙田恵司 2025/03/31 桜十字病院19131146

髙濱啓太 2027/06/30 くまもと森都総合病院21133658

田添光二 2025/03/31 とみなが薬局19231148

田中　由起子 2024/07/14 熊本市立熊本市民病院18129887

田中禎子 2025/03/31 青磁野リハビリテーション病院19131137

谷口尊子 2027/12/14 小幡調剤薬局21234054

田上裕太 2023/04/14 水俣市立総合医療センター17128196

寺元栄一 2025/12/31 南新町薬局19232573

寺本拓哉 2025/04/14 大腸肛門病センター　高野病院19131172

藤堂瑞穂 2021/05/14 とみなが薬局15225481

德山智治 2023/10/31 託麻中央薬局17228969

中　雄太 2025/05/31 小幡調剤薬局19231368

永田貴文 2027/06/30 わかば薬局21233638

中西　浩一朗 2026/03/31 なのはな薬局20232988

永野桂子 2026/03/31 朝日野総合病院20133045

永柗朋子 2026/06/14 ヱビス薬局千丁町20233216

中村初美 2024/09/14 阿蘇医療センター18130182

中村優希 2025/11/30 みのり調剤薬局19232342

西紘太朗 2027/12/31 熊本調剤薬局江津店21234129

西村美紀 2027/05/14 アップル薬局21233548

西山昌吾 2024/02/29 あおい薬局　城南店17229406

野口武史 2022/03/14 八景水谷薬局15227063

野﨑清輝 2024/10/14 アップル調剤薬局　大津店18230244

野田千里 2021/06/30 清風薬局　サンロード免田店15225687

野村直久 2023/04/30 桜木薬局17228255

橋口直隆 2025/04/30 アップル薬局　清水本町調剤薬局19231261

長谷川　耕次 2024/07/31 さつき薬局　レークタウン店18229933

長谷川　浩三 2026/02/14 のぞみ薬局19232809

尾藤　直 2024/06/30 医療法人社団鶴友会　鶴田病院18129867

平田　康二郎 2024/07/14 熊本セントラル病院18129884

平塚雅章 2025/03/31 さつき薬局　御船店19231094

廣田有紀 2025/03/31 せいら調剤薬局19231129

深井未央 2026/03/31 鶴田病院20132992

浮池順平 2027/05/31 さくら調剤薬局 浜線店21233571

藤川弘恵 2023/04/30 あいあい薬局17228265

藤壷清美 2024/03/14 薬局フェミネックス17229476

船越利幸 2024/05/14 植木あおぞら薬局18229682

堀尾美世 2026/08/31 熊本中央病院20133291

堀本亜弓 2024/06/30 城北中央薬局18229831

本田卓輝 2028/02/14 2号橋くらしの薬局21234266

本田瑞穂 2026/04/14 薬局昊　20233112

前田二郎 2022/11/30 アクア調剤薬局16227679

政　賢悟 2022/07/14 熊本大学医学部附属病院16127375

舛田岳史 2027/02/14 医療法人春水会　山鹿中央病院20233450

松田光司 2026/03/31 山鹿市民医療センター20132962

水川　歩 2024/04/14 けやき通り薬局　　18229568

水元由香 2022/07/31 （医）洗心会　荒尾中央病院16127412

溝辺竜大 2027/05/31 新屋敷ごふく薬局21233570

都　亮一 2025/07/14 うさぎの谷薬局　泗水店19231455

宮﨑里美 2027/06/14 小国公立病院21133634

宮﨑裕子 2026/03/14 レインボー薬局19232942

宮本　恵太郎 2022/02/28 しんなべ薬局15227015

村田　司 2024/04/30 くまもと青明病院18129628

村本　昇 2025/03/31 ゆうば薬局19231120

本村裕晃 2025/12/31 労災病院前調剤薬局19232556

森　正徳 2022/06/14 熊本市立　熊本市民病院16127331

森田千裕 2025/02/14 新屋敷調剤薬局18130932

柳井英伸 2022/04/14 そうごう薬局　島崎店16227182

矢野　浩太郎 2023/05/14 医療法人博央会　御幸病院17128301

山下尚子 2025/04/14 清風はなみずき薬局19231167

山本　美沙緒 2023/03/31 あすは薬局17228157

山本清子 2024/10/14 宇城総合病院18130299

吉岡利昌 2026/01/14 熊本南前薬局19232604

吉崎光一 2024/10/14 くまもと中央薬局18230260

米田　喜美子 2025/04/14 高橋薬局19231198

米田達徳 2025/09/14 医療法人財団聖十字会　西日本病院19131728

渡邉　とし子 2023/04/14 さくら調剤薬局　楠店17228183

渡邊幸代 2024/04/30 大和調剤薬局18229617

渡辺大介 2023/07/31 まりも薬局17228525



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） 大分県

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）

東　豊浩 2027/11/30 みつばち薬局21234003

安部　拡 2027/09/14 医療法人慈恵会 西田病院21133761

安部文佳 2025/06/14 つもり調剤薬局19231409

阿部浩一 2026/03/31 さとう調剤薬局杵築店20233047

安部良彦 2023/06/14 永冨調剤薬局　富士見が丘店17228396

安東周志 2021/08/14 （有）安東調剤薬局15225803

池永真子 2025/03/31 社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセンター19131142

石川広大 2023/03/14 長門莫記念会　長門記念病院16128068

一井亮吉 2024/01/31 永冨調剤薬局　米良店17229323

井福　誠 2025/05/31 永冨調剤薬局　だのはる店19231369

内田眞理 2023/08/31 ブンゴヤ薬局本店17228633

江口博史 2026/05/31 ワタナベ　法鏡寺店20233167

太田麻鈴 2027/08/31 あふれる薬局21233744

大塚隆史 2025/09/14 きたご調剤薬局いしい店19231748

大津智亮 2022/08/31 輔仁薬局　日赤前店16227441

小田原　真希 2024/01/31 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター17129313

河北　竜太郎 2025/07/31 オリーブ薬局19231542

北　英士 2022/09/14 大分県厚生連　鶴見病院16127491

工藤修造 2023/02/14 工藤調剤薬局16227934

黒川貴浩 2026/02/14 中津市民病院19132744

桑原　貴美子 2022/11/14 独立行政法人国立病院機構　西別府病院16127653

河野有華 2024/08/14 輔仁薬局　牧店18230068

小坂隆介 2026/03/31 国立病院機構西別府病院20132963

古城美和 2022/10/31 むさし調剤薬局16227591

後藤　徹 2024/01/31 an調剤薬局17229315

権　玲奈 2024/06/14 中津市立中津市民病院18129799

佐々木　奈緒子 2026/02/28 大分中村病院19132822

志賀　徹 2024/08/31 湯布院病院18130117

繁富輝明 2025/11/14 ファン薬局戸次店19232188

小路晃平 2027/10/31 つきの薬局21233898

荘司武史 2025/04/14 (株)ブンゴヤ薬局19231165

白江　真 2027/11/30 まごころ調剤薬局森町店21233976

宗　広樹 2023/05/31 大分赤十字病院17128368

髙橋翔太 2027/08/31 佐伯調剤薬局21233751

龍田涼佑 2024/08/14 大分大学医学部付属病院18130075

田中遼大 2026/02/28 大分大学医学部附属病院19132861

長　悦之 2024/04/14 国立病院機構　大分医療センター18129591

得丸義晃 2022/04/14 得丸長生堂調剤薬局16227189

戸髙順一 2024/08/14 大賀薬局　大分医大前店18230042

刀祢一星 2022/02/28 新別府病院15126998

富田珠美 2021/04/14 中津市立　中津市民病院15125343

友松　由季子 2024/08/31 （有）友松薬局　糸口店18230111

中島輝久 2022/10/14 (有)キムラ薬局16227573

新関　みどり 2025/04/30 大分県済生会　日田病院19131284

新納百登 2026/07/31 新別府病院20133266

野中麻里 2025/11/30 南大分薬局19232339

秦野祐一 2026/02/14 なか薬局ふるごう店19232812

平田大輔 2024/04/30 あやめ薬局18229646

藤原総司 2027/03/14 あき調剤薬局　別府店20233469

古谷　伸之助 2025/05/31 なつめ薬局19231374

松岡　真美代 2022/08/31 楼蘭薬局16227438

松岡克典 2025/01/14 セイユー堂薬局　稙田店18230798

溝口　昂 2024/04/14 ワタナベ薬局　法鏡寺店18229562

宮成尚子 2023/05/31 豊後大野市民病院17128363

安井利美 2024/02/14 塩九升調剤薬局17229354

彌冨龍一 2016/03/31 九州調剤薬局　緒方店08200002

山﨑　悠 2023/07/14 医療法人慈恵会　西田病院17128473

山下克也 2023/05/14 独立行政法人国立病院機構別府医療センター17128310

吉永和生 2023/10/14 大分県厚生連　鶴見病院17128814

吉原涼子 2023/01/31 独立行政法人国立病院機構　大分医療センター16127821

和田祐一郎 2026/03/31 大分市医師会立　アルメイダ病院20133071



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） 宮崎県

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）

秋田瑞代 2025/04/30 宮崎県済生会　日向病院19131244

有川　仁 2028/02/29 国立病院機構宮崎東病院21134324

有村洋平 2024/07/31 一般財団法人弘潤会　野崎病院18129989

安藤美彩 2025/10/14 とだか調剤薬局19231970

石橋直哉 2025/12/31 小林市立病院19132537

市来辰郎 2025/08/31 クローバー薬局19231714

井上尚彦 2024/01/31 啓愛調剤薬局17229333

猪俣博樹 2024/05/14 宮崎県立　日南病院18129693

岩切　崇 2025/01/14 いこい調剤薬局18230815

岩切智史 2025/03/31 都北町薬局19231134

岩瀬祥枝 2026/03/31 社会医療法人泉和会　千代田病院20133061

岩元　英三郎 2025/07/31 十善会　県南病院19131556

内村千華 2027/02/14 宮崎市郡医師会病院20133444

大田原　哲哉 2022/05/14 宮崎生協病院16127275

大田原　由香 2024/01/31 宮崎市郡医師会病院17129300

大山祐樹 2026/04/14 宮崎県立宮崎病院20133127

岡元俊雄 2024/12/31 岡元薬局18230767

甲斐洋道 2021/10/14 保険調剤薬局　つつみ15226243

杜若佑馬 2025/06/14 くらおか薬局19231391

川口順平 2023/04/30 医療法人相愛会　桑原記念病院17228270

河野亜依 2021/06/14 宮崎市立　田野病院15125559

河野雅之 2025/12/14 きらり薬局19232402

藏屋景子 2026/02/14 藤元総合病院19132816

古賀啓介 2023/04/30 二葉薬局野尻17228282

小谷直輔 2026/06/30 三愛薬局20233234

児玉裕克 2025/08/31 ハロー薬局大町店19231720

税所美幸 2028/02/14 宮崎県立延岡病院21134248

坂口　美沙希 2023/06/14 (有)やました薬局　日向店17228417

坂本貴史 2028/02/14 はまゆう調剤薬局21234256

佐々木　智哉 2028/02/29 医療法人建悠会　吉田病院21134302

佐藤幸利 2024/09/14 丘の上薬局　古城店18230147

芝　敬子 2028/02/29 橘公園薬局21234296

白石和也 2024/11/14 佐藤調剤薬局18230473

末永紹運 2028/02/14 富高調剤薬局　原町支店21234240

杉尾　由希子 2024/09/30 国立病院機構　都城医療センター18130212

杉村礼奈 2026/02/14 藤元総合病院19132785

杉本　恵 2025/01/31 宮﨑県立　日南病院18130856

鋤本勝晃 2024/06/30 地方独立行政法人　西都児湯医療センター18129872

曽根佳祐 2025/05/31 医療法人隆誠会　延岡保養園19131351

髙﨑　聡 2023/01/31 すみれ大堂津薬局16227881

髙橋雅也 2021/07/14 大悟病院15125721

髙森靖史 2024/04/14 そうごう薬局　日向店18229576

瀧元　美栄子 2024/03/14 都城市郡医師会病院17129437

田中恵美 2021/10/31 千代田病院15126311

田中孝洋 2023/03/14 みみつ調剤薬局16228077

田平　香菜子 2028/02/14 医療法人一誠会　都城新生病院21134275

塚田竜矢 2024/01/14 一般社団法人宮崎市郡薬剤師会　会営ひがし薬局17229282

角田さつき 2026/02/28 たちばな薬局19232832

寺町文宏 2024/03/31 宮崎県立　延岡病院18129528

德永志織 2026/03/14 さくら調剤薬局19232924

富永竜彦 2022/11/30 平和堂調剤薬局　南店16227682

鳥谷部　隆多 2023/03/14 そうごう薬局　三股仲町店16228060

永井啓太 2025/07/31 なごみ調剤薬局19231485

中川直美 2024/02/29 緑ヶ丘薬局17229409

永﨑一樹 2023/07/31 かかりつけ薬局支援センター17228516

中田隆夫 2025/09/14 アイン薬局おおぬき店19231789

長友　学 2023/12/31 なぎさ薬局17229213

中西剛志 2026/03/31 国立病院機構　宮崎東病院20133019

中野安奈 2026/03/31 みずき薬局20232976

永峰幹生 2026/03/31 宮﨑県立宮﨑病院20133068

中村　とも子 2028/02/29 はまゆう調剤薬局21234340

那須慶大 2026/02/28 富高薬局 Grand Tsuno19232846

西村尚芳 2024/07/31 独立行政法人国立病院機構　都城医療センター18129986

野口正道 2024/08/14 プリマリー薬局18230017

畑中真理 2023/04/30 宮崎大学医学部付属病院17128288

板東　真理光 2023/05/31 （医）望洋会　鮫島病院17128340

福原　妙 2022/09/14 フクハラ薬局　門川店16227504

福満俊一 2023/05/31 宮崎市郡医師会病院17128380

房安利朗 2026/01/31 小林市立病院19132681

古川美好 2022/08/14 二葉薬局　細野16227434

本田裕子 2028/02/14 本田調剤薬局21234245

前田智子 2021/06/14 県立宮崎病院15125568

松元裕子 2022/09/14 宮崎大学医学部附属病院16127496

馬原純子 2023/12/31 建悠会　吉田病院17129225

毛利俊也 2024/06/14 富高薬局　Grand Sone18229824

本井美子 2024/10/31 宮崎県立　延岡病院18130350

森重諒子 2021/08/14 （株）サクラ薬局15225822

矢野夏美 2025/03/14 なないろ薬局　出北18231072

山尾英輝 2025/09/30 木城薬局19231820

山田　晋太郎 2025/06/14 東町マリンバ薬局19231413

山元　薫 2025/02/14 みはな薬局18230917

山本彩佳 2028/02/14 てんとう虫薬局21234226

吉田竜一 2025/03/14 さくら調剤薬局18231077

吉見峰明 2023/12/14 あい薬局　上町店17229174

和田貴博 2028/02/14 ハラダ調剤薬局野田店21234252



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） 鹿児島県

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）

赤塚和子 2024/11/30 ピュアタウン薬局18230570

赤星真広 2023/04/30 鹿児島厚生連病院17128245

荒木　あゆみ 2024/09/30 ピッコロ調剤薬局18230187

安楽芳久 2021/06/30 吉野中央薬局　玉竜店15225686

飯山浩志 2021/07/14 ふれんど薬局15225712

池増鮎美 2024/12/14 鹿児島厚生連病院18130678

石﨑勝彦 2025/06/30 社会医療法人義順顕彰会　種子島医療センター19131423

伊瀬知　良 2023/08/14 (有)トワメゾン　辻之堂薬局17228593

稲元　千代子 2022/09/14 すえひろ薬局　朝日店16227498

井ノ上　利恵 2025/03/14 天神馬場さくら薬局18231071

・村真弓 2023/08/14 鹿児島県立　薩南病院17128614

上田理恵 2024/03/31 ゆうゆう薬局　上町店18229532

宇都芳昭 2026/03/31 鶴丸調剤薬局紫原店20232960

榎園　晶 2023/11/30 隼人薬局17229155

王子田　稔 2025/11/30 オレンジ薬局　出水店19232290

大田哲也 2022/02/14 県立北薩病院15126901

大平落　千華 2024/02/29 総合病院　鹿児島生協病院17129400

尾花　圭太郎 2026/06/30 伊集院調剤薬局20233231

折田理佐 2024/10/31 れいめい調剤薬局18230404

鶴﨑貴典 2025/11/14 三井調剤薬局根占店19232248

勝間田　和重 2025/10/31 南部調剤薬局19232127

鎌田隆司 2024/10/14 かれん薬局18230300

鎌田貴志 2024/03/31 みなみの薬局18229544

上村　豪 2026/05/31 独立行政法人国立病院機構南九州病院20133172

上村秀昌 2025/12/14 しんまち薬局19232475

川越　俊太郎 2023/04/30 （有）かわごえ薬局17228268

川畑拓誠 2022/08/31 社会医療法人慈生会　ウエルフェア九州病院16127454

木佐貫　大 2025/05/31 タバタ薬局　吉野店19231341

木下大夢 2024/03/31 今村総合病院18129495

桐野玲子 2025/03/14 鹿児島市医師会病院18131091

楠元俊英 2026/01/14 すずな調剤薬局19232588

慶田昌大 2025/03/31 ケーアイ調剤薬局19231123

小迫晶寛 2024/03/31 独立行政法人国立病院機構　南九州病院18129497

小園優子 2023/09/14 健美堂薬局　中山店17228758

壽　明伸 2025/07/31 今給黎総合病院19131503

木場健仁 2023/08/31 大口温泉リハビリテーション病院17128635

小橋絹代 2025/03/31 厚地脳神経外科病院19131102

小松正典 2023/05/14 霧島市民薬局17228303

坂口　佑一郎 2027/11/14 大隅鹿屋病院21133912

坂本伸二 2025/03/31 寿八丁目薬局19231113

篠原　有祐美 2023/08/31 指宿薬剤師会薬局17228638

城田伸子 2022/08/31 城田薬局16227452

新川純平 2023/04/14 マルノ薬局　桜ヶ丘店17228217

新名主　泰文 2023/07/31 マリンつばめ薬局17228513

末永知勇 2025/03/31 中ノ丸薬局19231135

末松一紀 2026/05/31 脇本調剤薬局20233188

関　一成 2024/03/14 ゆのさと薬局17229440

薗田晃弘 2023/12/31 出水郡医師会広域医療センター17129235

髙木智子 2026/02/14 肝属郡医師会立病院19132790

竹内　涼太郎 2027/02/28 さわやか薬局20233466

田中　彩 2021/09/14 あおい薬局15126054

田中良宗 2024/05/31 オレンジ薬局　出水店18229710

田上友洋 2025/03/14 さくらんぼ薬局18231069

長ヶ原　琢磨 2025/03/14 霧島市立医師会医療センター18131034

兜坂智浩 2023/01/31 とざか薬局　隼人店16227866

富沢崇志 2024/02/29 石井薬局17229408

永井里央 2024/09/14 鹿児島県立　北薩病院18130177

中川沙織 2022/09/14 伊津部薬局　小浜店16227494

中熊辰徳 2024/04/30 南日本調剤センター薬局　紫原店18229615

長野佑基 2025/07/31 みさき薬局19231520

中村聡志 2026/02/28 垂水市立医療センター　垂水中央病院19132866

長谷川　貴子 2023/10/31 あおば調剤薬局　荒田店17228897

東　伸吾 2026/08/31 水引薬局20233292

肥後　ちとせ 2025/07/31 ドゥ・ラポール薬局19231514

日髙雄太 2023/06/14 たけまち薬局17228403

平川尚宏 2025/11/14 川内市医師会立市民病院19132276

平峯侑恵 2023/07/31 独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター17128519

福元　奈津子 2024/11/30 森園病院18130612

藤武宏朗 2024/09/14 青仁会　池田病院18130150

藤山雷太 2022/04/14 NPO法人　肝属調剤薬局16227172

古川裕策 2024/04/14 総合病院　鹿児島生協病院18129550

前田有希 2024/03/14 マリン薬局17229459

前山瑞穂 2023/08/14 出水総合医療センター17128618

増谷愼一 2023/06/14 三井調剤薬局バイパス店17228399

松島静香 2025/12/14 国立病院機構　鹿児島医療センター19132442

松永直子 2025/03/31 鹿児島県立　大島病院19131139

松永拓子 2024/11/30 オレンジ薬局18230576

丸尾啓太 2026/03/14 ゆうゆう薬局　玉里団地店19232943

溝川友貴 2022/07/14 (有)のぞみ薬局16227374

御手洗　洋一 2022/08/14 アクア薬局　川内16227427

宮崎雄二 2026/05/31 医療法人　徳州会　大隈鹿屋病院20133189

森田佳幹 2026/02/14 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院19132810

屋久直紀 2024/11/30 鹿児島共済会　南風病院18130605

山元光平 2021/11/14 鹿児島医療センター15126448

吉留　亙 2022/08/31 三井調剤薬局　バイパス店16227453

吉水　俊一郎 2022/08/31 米盛病院16127443

若松良知 2021/05/14 姶良病院15125463



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） 沖縄県

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）

安座間　照子 2022/08/31 社会医療法人敬愛会　中頭病院16127465

新井　麻紀子 2023/03/14 北部地区医師会病院16128089

新垣貴子 2025/01/31 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター18130839

池田武俊 2023/08/14 北部地区薬剤師会　会営薬局17228584

石井岳夫 2026/02/14 琉球大学医学部附属病院19132788

伊敷美佳 2022/08/31 なごみ薬局16227474

板倉　愛 2027/08/31 沖縄赤十字病院21133750

伊波寛史 2024/04/30 沖縄県立　中部病院18129618

上原智博 2024/01/31 国立病院機構　沖縄病院17129312

上間睦美 2025/03/14 がねこ薬局18231073

宇津野　宣仁 2024/09/30 とくりん薬局　前田店18230208

江夏恭範 2025/11/30 あがみち薬局19232391

大城祥子 2026/01/31 ハープ薬局　石嶺店19232677

大城文男 2027/08/31 ハープ薬局21233740

勝連真人 2026/02/28 沖縄県立北部病院19132855

加藤祐子 2025/04/30 すみれ薬局19231290

金谷智尋 2024/04/14 すこやか薬局　ライカム店18229563

金城　由美子 2027/08/14 すこやか薬局 野嵩店21233688

兼城明子 2026/07/14 こくら虹薬局20233258

上川畑　剛 2024/07/31 オリーブ薬局　病院前店18229985

菊池怜奈 2020/12/31 (有)薬志堂15226855

幸地良信 2022/09/30 幸地薬局16227535

島袋　朝太郎 2026/09/14 社会医療法人　敬愛会　中頭病院20133300

白川由貴 2025/06/14 沖縄協同病院19131392

城間　千賀子 2024/08/31 新垣病院18130116

瑞慶山　礼奈 2027/12/14 瑞城いは薬局21234028

鈴木直志 2021/04/14 古謝薬局15225323

鈴木寛人 2025/07/31 国立病院機構　沖縄病院19131512

髙木英子 2025/09/30 まごころ薬局山内店19231866

田仲祐子 2028/02/29 医療法人徳洲会中部徳洲会病院21134293

玉城陽子 2022/10/31 沖縄県立中部病院16127598

玉津亜矢 2025/09/30 なかのはし薬局19231915

照屋勇人 2024/02/14 ハープ薬局　本店（しゅり店）17229348

渡真利　国浩 2023/05/31 沖縄県立　宮古病院17128369

仲里珠美 2024/04/14 医療法人葦の会　オリブ山病院18129559

仲宗根　雅恵 2026/01/31 とくりん薬局　赤嶺駅前店19232680

仲間　聖 2023/08/31 すこやか薬局　野嵩店17228624

中村康彦 2024/03/31 国立療養所　宮古南静園18129526

西川　裕 2022/09/14 そうごう薬局　新赤十字前店16227481

西田琴美 2027/09/30 アシスト薬局21233788

福地健治 2023/08/14 (有)メディカルメイト　メイト平良川薬局17228587

藤原明人 2024/12/31 ひよこ薬局18230747

古堅恵利 2024/09/30 病院前薬局18230228

三上　まどか 2026/07/14 すこやか薬局　具志川店20233261

三田井　菜菜子 2026/05/31 豊見城中央病院20133151

宮城友寛 2025/02/28 すこやか薬局　外間店18230963

森　智子 2023/02/14 中都徳洲会病院16127918

森方　さゆり 2027/09/14 りんご薬局広栄店21233773

山里将士 2027/11/14 那覇市立病院21133936

山城　晶 2025/03/14 たいよう薬局18231037

山城裕也 2026/12/31 地方独立行政法人那覇市立病院20133407

四谷祐子 2022/11/30 まごころ薬局　2号店16227693


