
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） 青森県

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）

青山　崇 2021/09/30 青森労災病院15126133

赤間勇介 2026/03/14 アイセイ薬局岬台店19232922

秋元将太 2022/12/31 みんゆう薬局　黒石病院前店16227761

石倉一樹 2024/12/31 八戸市立市民病院18130752

石渡裕明 2024/02/14 上磯調剤薬局　三厩店17229366

一井定信 2027/10/31 いちい薬局　深浦町広戸店21233905

岩谷修子 2026/04/14 つがる西北五広域連合鯵ヶ沢病院20133126

岩谷勇祐 2025/02/14 つがる総合病院18130947

宇井　靖 2023/11/30 ちびき薬局センター17229151

上原　敬一郎 2025/12/14 ワカバ調剤薬局木造店19232435

内山和倫 2025/11/14 弘前大学医学部附属病院19132203

蝦名範嗣 2023/06/14 すずらん調剤薬局　桔梗野店17228393

大久保　正 2022/12/31 七福薬局　むつ16227750

大山雄次 2023/09/14 五戸東薬局17228723

岡崎圭佑 2025/10/31 黒石市国民健康保険黒石病院19132158

小笠原　和也 2024/12/14 マエダ調剤薬局　中央店18230722

岡田　早苗 2026/04/14 大野あけぼの薬局20233105

小川拓洋 2023/07/31 あすなろ薬局17228496

奥出貴博 2025/05/31 テックイースト薬局19231384

尾崎智子 2024/06/30 （株）青森調剤センター18229844

長田　大 2027/10/14 あおもり協立病院21133856

小田桐　猛 2023/06/30 ヘルシークラブ　ひまわり薬局17228428

柿崎和也 2024/07/31 青森市民病院18129937

葛西芽以 2027/12/14 テック調剤薬局　浜田店21234087

片谷順美 2023/12/31 医療法人雄心会　青森新都市病院17129215

加藤　慧 2024/07/31 青森調剤薬局18229994

加藤　諒 2024/10/14 ひばかり調剤薬局18230250

加藤久登 2023/02/14 みんゆう調剤薬局　アルカディア店16227901

金澤洋祐 2023/07/14 共創未来　南郷薬局17228465

鎌田千裕 2026/01/14 みんゆう調剤薬局 フレンドファーマシー五所川原店19232580

唐牛儒賢 2025/03/31 みんゆう調剤薬局　弘前駅前店19231127

河田素子 2023/11/14 独立行政法人国立病院機構　弘前病院17129046

菊川真奈 2027/11/14 医療法人芙蓉会　村上病院21133935

木浪佳織 2026/10/14 あけぼの薬局　八戸店20233319

木村太郎 2025/07/14 わせだ薬局19231467

木谷　宏 2022/11/14 ひかり調剤薬局16227627

清川明慶 2025/09/30 むつ総合病院　19131914

工藤　光 2028/01/14 青森県立中央病院21134143

工藤桐子 2027/12/14 日本調剤　弘前薬局21234023

倉内寿孝 2024/07/31 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター18129956

髙坂　芳 2025/09/30 プリン薬局里見19231889

斎藤　駿 2025/05/31 アーチ薬局　いたやなぎ19231373

齊藤照尚 2024/03/31 八戸市立市民病院18129516

齋藤信実 2026/01/14 医療法人雄心会 青森新都市病院19132578

櫻井隼平 2028/02/14 芙蓉会病院21134278

櫻庭　詠美子 2024/07/31 青森県立　中央病院18130004

佐々木　隆人 2024/10/31 浦町調剤薬局18230362

佐々木　仁 2024/09/30 花園薬局18230210

佐々木　雄太 2024/02/14 医療法人平成会　八戸平和病院17129371

佐々木　友見 2024/01/31 青森労災病院17129292

佐藤　友紀子 2028/02/29 共創未来まつばら薬局21234337

佐藤武志 2024/07/31 ファルマ　弘前薬局18229911

佐藤玉緒 2023/07/14 ひまわり薬局　弘大病院前17228476

佐藤芳樹 2026/01/31 あおもり協立病院19132661

白井俊也 2025/08/31 津軽保険生活協同組合　健生病院19131692

白濱夏季　 2026/02/28 公済会薬局19232829

鈴木伸哉 2025/12/14 にいだ調剤薬局19232479

須藤達大 2024/08/14 テック調剤薬局　泉川店18230064

諏訪智也 2026/01/31 つがる西北五広域連合 つがる総合病院19132709

清藤達矢 2023/08/31 弘前中央病院17128689

相馬一規 2024/06/30 青山調剤薬局18229827

高橋亜惟 2023/07/31 テック調剤薬局　浜田店17228515

高屋優一 2024/07/31 十和田市立　中央病院18129924

田澤一紘 2023/10/14 弘前市立病院17128835

立石由香 2026/02/28 公済会薬局19232830

田村徳之 2023/11/14 田村調剤薬局17229078

丹代知佳 2023/06/30 青森市民病院17128449

鳥谷部　翔 2023/07/31 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター17128501

長岡正浩 2028/01/31 プリン薬局里見21234181

中田幸宏 2025/11/30 浦町調剤薬局19232315

中野有瑛 2025/04/30 大学堂薬局柏崎19131293

成田順子 2023/06/30 清照会　湊病院17128433

鳴海温人 2022/11/14 保険調剤薬局タイキファーマシー　石江店16227626

西原大介 2027/11/14 うぐいす薬局21233937

沼尾聡美 2024/12/14 おぶち薬局18230660

沼田洋佑 2026/01/14 ひまわり薬局　新青森駅前店19232612

野口勇樹 2027/12/31 サワカミ薬局おいらせ青葉店21234108

羽賀博史 2024/05/14 医療法人同仁会18129675

橋本　よし子 2025/09/30 八戸平和病院19131886

畠山　奈緒美 2024/02/29 ハッピー調剤薬局　八戸田向南店17229397

肥後佳範 2023/06/14 サカエ薬局2417228400

檜作正道 2023/06/30 サンケアおいらせ薬局17228426

福士博文 2022/07/14 ハッピー調剤薬局青森南佃店16127390

福士素子 2026/01/14 青森新都市病院19132579

藤井　真由美 2022/10/14 あおもり協立病院16127581

古川雅理 2023/07/14 十和田市立中央病院17128474

本間聖明 2025/11/14 青森市民病院19132196

前田峻輔 2024/05/14 マエダ調剤薬局　西弘店18229688

前田法晃 2024/11/30 五戸調剤薬局18230569

松山佳生 2027/05/31 タイキファーマシー城東北店21233581

間山憂太 2027/12/31 ワカバ調剤薬局木造店21234095

三橋純也 2024/08/14 テック調剤薬局　泉川店18230046

宮　昂平 2027/05/31 ひがし調剤薬局21233595

三好幸法 2024/08/14 十和田市立中央病院18130056

村井十允 2026/11/14 あい薬局市民病院前20233350

村上　昌 2028/01/14 弘前薬局21234153

村舘　智香子 2025/10/31 サワカミ薬局　堀口店19232113

安田理美　 2025/09/30 あい薬局　東三番町19231944

山内拓也 2023/07/14 サンケア南部薬局17228464

山口　亜弥子 2025/11/14 八戸平和病院19132234

山口　しのぶ 2024/12/14 八戸市健康部　八戸市保健所18230701

山本優子 2024/12/31 サワカミ薬局　東店18230765

遊佐光明 2023/02/28 共創未来　さんない薬局16227963

吉田真子 2024/07/14 津軽保健生活協同組合　健生病院18129895

米谷尚子 2025/05/31 つるた調剤薬局19231382

鷲尾仁美 2024/07/31 青森県立中央病院18129949

渡邉　智 2022/06/14 タイキファーマシー　西青森店16227333

渡辺路子 2024/07/31 医療法人雄心会　青森新都市病院18129929



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） 岩手県

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）

赤澤直樹 2027/10/14 ファミリー薬局21233849

朝賀純一 2022/11/30 岩手医科大学附属病院16127664

浅沼美和 2025/01/14 盛岡赤十字病院18130799

阿部　慎太郎 2023/02/14 盛岡友愛病院16127922

阿部有紀 2023/10/31 もくれん薬局17229005

泉　彩子 2026/01/14 公益財団法人総合花巻病院19132603

伊藤明人 2024/10/31 岩手県立大船渡病院18130321

岩間輝香 2025/02/14 岩手県立二戸病院18130926

上田未希 2026/04/14 盛岡医療生活協同組合　川久保病院20133131

梅木悠人 2026/01/14 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院19132597

梅森康裕 2024/12/31 千厩調剤薬局18230749

大内　薫 2025/03/14 おおぞら薬局18231045

大柏芳彰 2025/12/31 岩手県立釜石病院19132531

大松宏貴 2023/03/31 東和薬局17228139

尾形仁志 2025/02/28 岩手県立　遠野病院18130991

荻島悠介 2024/12/14 リリィ薬局　水沢店18230687

小野徳之 2021/06/14 フロンティア薬局盛岡店15225583

於本崇志 2028/02/29 岩手医科大学附属病院21134330

嶽間澤　拓也 2024/12/31 盛岡市立病院18130781

片山綜太 2027/08/14 つくし薬局 前沢店21233710

上山裕人 2025/08/14 岩手県立　中央病院19131584

菅野　絵里衣 2024/12/14 盛岡つなぎ温泉病院18130689

菊地　恵梨子 2021/11/14 薬王堂　山目店15226452

菊地光枝 2026/01/14 あすか薬局19232598

北田克文 2023/10/31 たんぽぽ薬局　桜城店17228944

城戸直人 2027/11/14 岩手県立中央病院21133913

木村琢也 2025/12/14 つくし薬局堀野店19232420

葛巻秀和 2024/12/14 アイン薬局　盛岡南店18230658

工藤健美 2024/04/14 せんぼく調剤薬局18229565

工藤寛史 2023/07/31 ぺんぎん薬局17228495

熊谷　美知子 2026/11/14 岩手県立宮古病院20133348

黒田祥嗣 2023/08/14 岩手県立釜石病院17128594

小泉友輝 2026/05/31 銀河薬局本店20233163

小沼亜矢 2023/11/14 そうごう薬局　盛岡中央通店17229065

昆野　久美子 2022/12/31 岩手県立　磐井病院16127778

斉藤　学 2026/06/14 青葉の杜薬局一関店20233207

齋藤聡佑 2026/03/31 アイン薬局一戸店20233004

齋藤純哉 2024/07/14 岩手県立釜石病院18129889

齋藤貴将 2023/10/14 あさひ薬局　中学校前店17228878

坂本　健太郎 2026/01/31 岩手県立中央病院19132664

阪本康太 2025/12/14 つくし薬局磯鶏店19232438

佐々木　馨 2022/12/14 内丸薬局16227726

佐々木　拓弥 2024/11/14 岩手医科大学付属病院18130550

佐々木　千穂 2023/09/14 おおぞら薬局17228695

佐々木　智広 2023/07/31 岩手県立釜石病院17128502

佐藤　沙希子 2025/11/30 岩手医科大学附属病院19132359

佐藤健祐 2023/11/14 中ノ橋薬局17229018

佐藤淳也 2022/03/31 岩手医科大学病院16127121

佐藤大樹 2027/11/14 岩手県立胆沢病院21133914

佐藤拓洋 2023/08/31 つくし薬局　大堤店17228666

佐藤哲治 2027/12/14 岩手医科大学附属病院21134060

鈴木　保 2027/10/14 けい福薬局21233829

鈴木友和 2024/11/14 気仙中央薬局18230552

鈴木弘文 2022/11/30 盛岡赤十字病院16127674

杣　悠華子 2025/12/31 岩手県立二戸病院19132522

高砂子　晋平 2026/03/31 みずほ薬局月が丘店20233059

髙野孝太 2027/08/14 いちご薬局21233704

鷹觜直佑 2027/12/14 トライ薬局21234088

高橋　大 2023/06/14 岩手県立　磐井病院17128402

髙橋弘二 2023/03/31 石神の丘薬局17228132

髙橋祥子 2026/01/14 奥州市総合水沢病院19132584

高橋宏彰 2025/11/14 岩手医科大学附属病院19132209

髙橋宏明 2027/11/14 岩手県立大船渡病院21133922

髙橋涼太 2023/10/31 ファースト調剤薬局　北上済生会病院前店17228987

高見秀和 2022/10/3116227603

多田有花 2026/02/28 宝陽病院19132824

玉山遥菜 2025/07/31 銀河薬局　本店19231484

千葉芙美 2024/03/14 岩手県立　大船渡病院17129472

照井玲子 2027/10/14 クローバー薬局21233868

冨山　瞬 2024/11/30 本宮センター薬局18230595

永澤　さかえ 2023/01/31 アイン薬局　大通中央店16227830

中田克雄 2021/10/31 中田全快薬局15226270

中田義仁 2022/04/14 有）中田薬局小佐野店08200354

中村　聡 2024/12/14 アイン薬局　胆沢店18230654

中村倫哉 2023/06/14 岩手医科大学付属病院17128389

信田磨尭 2025/02/28 岩手県立　久慈病院18130968

長谷川　伸 2025/11/30 善進堂薬局19232292

畠山和也 2027/08/31 なごみ薬局21233743

戸耒菜摘 2026/10/14 岩手保健企画オーロラ薬局20233318

星　ルミ子 2023/08/14 すずらん薬局17228579

細川明子 2022/12/31 つくし薬局　細浦店16227769

本間絵里 2023/09/14 岩手県立中央病院17128733

増田　晃 2023/02/14 岩手県立　宮古病院16127898

増本　慶 2021/06/30 そうごう薬局　盛岡つなぎ店15225663

松井　久仁彦 2025/12/14 宮古調剤薬局19232467

皆川貴洋 2024/11/30 ふれあい薬局18230559

湊谷美法 2023/09/14 あさひ調剤薬局17228730

南川賢治 2023/01/31 奥州市国保まごころ病院16127839

宮本亜希 2023/11/14 岩手県立　大船渡病院17129075

村井伸亮 2026/06/14 下ノ橋薬局20233217

村上知之 2023/08/31 サカモト薬局　健康館17228673

上幸奈 2022/11/3016227661

八重樫　由貴 2024/11/30 公益財団法人　総合花巻病院18130639

山澤　望 2026/05/31 本宮センター薬局20133157

横澤由紀 2024/08/14 スタイル薬局18230081

吉田晃大 2025/08/14 公益財団法人　総合花巻病院19131622

吉田俊之 2024/11/30 岩手県立中央病院18130649

和久井　珠里 2024/12/14 岩手医科大学付属病院18130703

渡邊　倫 2023/07/31 オーロラ薬局17228522



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）

相澤恵里 2025/10/31 仙台調剤薬局　古川店19232141

青山　佳奈絵 2024/12/14 西仙台病院18130719

秋保　由美子 2026/03/14 ファーコス薬局　広瀬通り19232921

阿久津　和樹 2022/02/14 トミザワ薬局　松森店15226902

東　修平 2022/07/14 マリーン調剤薬局　上桜木店16227396

阿部憲介 2026/01/14 国立病院機構仙台医療センター19132583

阿部秀平 2026/01/14 西仙台病院19132629

阿部誠也 2024/01/14 広南病院17129262

阿部孝俊 2024/10/31 コスモ薬局18230409

阿部亮太 2023/12/31 カメイ調剤薬局　石巻店17229217

天江恵子 2023/06/14 マリーン調剤薬局　鶴ケ谷店17228410

荒　真姫 2021/04/30 トミザワ薬局　アエル店15225447

有馬　遥太朗 2024/12/31 東北医科薬科大学病院18130785

安海俊典 2025/01/31 石巻薬剤師会　休日夜間薬局18230843

猪狩岳彦 2024/10/31 カメイ調剤薬局　大河原店18230376

石井将之 2023/02/28 カメイ調剤薬局　台原店16228019

石井勇太 2024/06/14 石巻市立病院18129791

石川直人 2026/03/14 JR仙台病院19132952

石河真弥 2024/11/14 仙台調剤薬局　せきのした店18230541

泉川裕太 2026/07/14 マリーン調剤薬局BRANCH仙台店20233255

伊勢玲子 2023/12/14 しんゆうかい薬局17229171

一戸　舞 2024/01/14 医療法人社団　仙石病院17129280

伊藤　佳奈子 2025/10/31 独立行政法人　国立病院機構仙台医療センター19132145

伊藤　純 2024/10/14 カメイ調剤薬局　宮城野原店18230295

伊藤恵利 2023/05/31 あたごばし調剤薬局17228341

伊東智恵 2025/09/30 仙台市立病院19131842

伊藤愛美 2025/10/14 けやき薬局　510店19232062

伊藤亮太 2025/06/14 東北労災病院19131406

伊深央子 2023/03/14 仙台市立病院16128073

今井真也 2025/09/30 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央店19231823

岩渕安史 2023/05/14 フレンド薬局　石巻17228304

岩渕祐子 2024/12/31 登米市立登米市民病院18130768

上杉章紀 2027/12/14 JR仙台病院21134081

宇野　尭 2025/10/14 東北医科薬科大学病院19132078

梅田弘康 2027/08/31 タイム薬局21233752

宇留野　まゆみ 2025/10/31 マリーン調剤薬局　一番町店19232152

蛯子　学 2026/02/14 医療法人　浄仁会　大泉記念病院19132765

蝦名健郎 2027/11/14 とよま薬局21233923

遠藤拓也 2027/11/30 石巻薬剤師会　会営女川薬局　21233972

遠藤達也 2024/11/30 仙台市立病院18130634

及川大地 2026/02/14 気仙沼市立病院19132743

及川喜博 2024/07/31 気仙沼薬局いちご・とまと店18229963

生出拓郎 2025/07/31 おいで薬局　仙台店19231487

大石　匠 2025/10/14 仙台調剤　台原店19232067

大内　友季江 2024/06/14 一般財団法人光ヶ丘愛世会　光ヶ丘スペルマン病院18129806

大内竜介 2027/11/14 東北医科薬科大学・東北医科薬科大学病院21133920

太田　かおり 2023/03/14 アイン薬局六丁の目店16228042

太田潤一 2027/11/30 東北医科薬科大学病院21133969

太田千紗 2025/08/31 マリーン調剤薬局　南光台中央店19231655

大沼　洋一郎 2026/03/14 塩竈調剤薬局19232940

大場美緒 2025/07/31 仙台調剤薬局　鹿島台店19231533

大柳　元 2025/11/14 国立大学法人　東北大学病院19132237

小笠原　綾子 2026/03/31 東北労災病院20133060

岡田　優 2025/08/31 東北医科薬科大学　若林病院19131715

尾形直美 2023/12/31 フロンティア薬局　広瀬店17229251

小川彰子 2024/01/14 カメイ調剤薬局　台原店17229267

小野木　弘志 2023/04/14 東北福祉大学　せんだんホスピタル17128172

小野寺　智 2023/04/14 登米市立　登米市民病院17128216

小野寺　実咲 2027/08/14 マリーン調剤薬局 落合店21233691

小野寺　裕二 2025/09/30 仙台赤十字病院19131943

小野寺　玲子 2027/11/30 ひかり薬局春日店21233982

小野寺　航 2024/07/31 大野田オレンジ薬局18229974

小野美博 2025/12/14 ヤマザワ調剤薬局利府店19232489

柿崎　紀代子 2024/07/31 小島病院18129981

柏﨑　潤 2025/02/28 栗原市立　栗原中央病院18130980

梶原光太 2023/09/30 気仙沼市立病院17128801

加藤浩子 2023/10/14 仙台調剤薬局　あすと長町店17228840

金澤幸訓 2023/10/31 調剤薬局ふぁるまブリエ17228910

鹿野祐介 2025/04/14 さくら薬局19231195

鎌田洋平 2023/09/30 仙台調剤　名取店17228800

神谷高浩 2023/03/14 自衛隊仙台病院16128064

川上　佐知子 2024/03/31 センター薬局18229500

菊地綾香 2025/02/14 マリーン調剤薬局　新富谷店18230952

北田健一 2024/03/31 コメット調剤薬局18229511

熊谷史由 2023/09/30 東北労災病院17128810

熊坂勇宏 2025/04/30 ミリオン薬局19231245

倉繁正勝 2026/03/31 みやぎ県南中核病院20132998

榑林雅司 2023/10/14 わかば薬局17228870

黑川真帆 2025/10/31 仙台調剤薬局　あすと長町店19232096

黒澤桂子 2027/08/14 東北大学病院21133699

小関史人 2025/10/14 公立刈田綜合病院19131977

後藤智子 2025/09/30 東北福祉大学せんだんホスピタル19131808

駒形龍星 2025/09/30 仙台調剤薬局大河原西店19231835

小森　隆 2021/08/14 クローバー調剤薬局15225884

齊藤美帆 2024/01/31 東北医科薬科大学病院17129337

坂倉昭彦 2023/03/14 やまと町調剤薬局16228041

坂本　香 2023/11/14 東北大学病院17129073

佐久間　瞳 2027/12/14 総合南東北病院21134046

櫻井綾子 2026/08/14 大野田オレンジ薬局20233282

佐々木　順也 2023/11/14 ひかり薬局　長町南17229051

佐々木　大介 2022/01/31 おいで薬局　仙台店15226832

佐々木　貴規 2024/01/14 マリーン調剤薬局　一番町店17229276

佐々木　貴彦 2027/08/31 カメイ調剤薬局 台原店21233721

佐々木　猛 2025/01/31 マリーン調剤薬局　館腰店18230869

佐々木　眞奈美 2025/10/31 けやき薬局　吉成台店19232146

佐々木　美織 2023/07/14 光ヶ丘スペルマン病院17128453

佐々布　隆暁 2022/07/14 栗原市立　栗原中央病院16127385

佐藤　恵理子 2022/06/14 JCHO仙台病院16127337

佐藤　忍 2024/09/14 マルイチ薬局18230175

佐藤　進之介 2023/08/14 そよ風薬局17228611

佐藤　みさ子 2024/01/31 マリーン調剤薬局　東口店17229303

佐藤　靖 2024/03/31 イムス明理会　仙台総合病院18129524

佐藤　和佳子 2021/11/30 つばさ薬局　松島店15226539

佐藤圭吾 2025/10/14 日本赤十字社　石巻赤十字病院19132039

佐藤耕史 2023/10/31 仙台調剤　西多賀店17228933

佐藤直也 2025/05/14 一般財団法人広南会　広南病院19131313

佐藤史弥 2025/01/14 仙台調剤薬局　白石店18230806

佐藤雄平 2027/12/31 登米市立登米市民病院21134115

佐藤良和 2025/11/14 タイム薬局19232204

佐藤涼子 2024/11/14 大崎市民病院18130488

柴﨑　有理慧 2025/02/14 社会医療法人康陽会　中嶋病院18130933

柴野　和香子 2021/11/30 もみのき薬局15226499

澁谷深雪 2023/03/14 フロンティア薬局　四郎丸店16228103

庄司理恵 2023/07/14 東北労災病院17128479

城守隆宏 2024/02/29 日本調剤　長町一丁目薬局17229403

菅澤佳奈 2023/11/30 東北大学病院17129099

菅谷貴之 2022/03/14 エルム調剤薬局　八木山店15227073

菅原茂樹 2023/11/14 青葉の杜薬局　東北大病院前店17229048

菅原秀悦 2027/09/14 独立行政法人国立病院機構 宮城病院21133767

鈴木克之 2023/11/30 国立病院機構仙台医療センター17129156

鈴木大希 2027/08/31 アイン薬局台原店21233715

鈴木博也 2025/12/14 東北大学病院19132468

角南秀紀 2021/05/31 大崎調剤薬局　大宮店15225514

清藤　美智子 2024/09/30 トラスト調剤薬局18230206

関口　総司郎 2023/09/14 クオール薬局　岩沼西店17228748

瀬戸勇輝 2024/09/14 みなみ薬局18230176

髙﨑新也 2024/10/31 東北大学病院18130456

髙橋　阿希子 2024/09/30 東北大学病院18130219

髙橋　喜久子 2025/10/14 イムス明理会仙台総合病院19132035

髙橋　喜美男 2024/12/31 カワチ薬局　あすと長町店18230738

髙橋　武 2023/03/31 西仙台病院17128115

髙橋和仁 2024/05/31 クラフト薬局 三日町店18229717

髙橋達也 2025/04/30 北仙台わかば調剤薬局19231246

髙橋康晃 2021/11/14 仙台調剤薬局　佐沼店15226467

髙橋佑果 2027/12/31 まんまる薬局21234131

髙橋亮介 2023/12/14 さくら薬局　登米とよま店17229170

髙橋了太 2025/10/31 すず薬局大町店19232102

高松　謙 2025/04/14 独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病院19131226

寶田信雄 2023/02/28 やまと町調剤薬局16228016

瀧澤洋人 2023/10/31 仙台調剤薬局　大崎店17228947

田草川　恵 2023/12/31 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台二の森店17229254

竹井直之 2024/11/30 リフレ薬局　上桜木店18230596

但馬浩子 2023/03/14 いとう薬局 亘理店16228086

田中梨奈 2026/06/30 マリーン調剤薬局荒井店20233227

田村　彩 2023/10/31 東北公済病院17129000

樽川智行 2024/09/14 あすと長町　クローバー薬局18230168

千葉　光 2025/01/31 塩竈市立病院18130847

千葉詩帆 2023/11/14 マリーン調剤薬局　富沢店17229027

塚本弘美 2023/04/30 ひかり薬局大学病院前調剤センター17228266

續　哲之 2022/03/14 メディカルワークス　おきのオレンジ薬局15227038



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）

東郷徹男 2023/10/31 社会医療法人康陽会　中嶋病院17128896

戸羽香織 2024/11/14 宮城県立こども病院18130520

豊田　由里絵 2021/08/31 大崎市民病院15126005

内藤　俊 2027/11/14 大野田オレンジ薬局21233929

永井靖之 2023/03/31 トミザワ薬局　中田店17228112

長迫智子 2021/08/31 トミザワ薬局　調剤薬局　とみざわてん15225981

中里夏世 2024/09/14 仙台調剤　台原店18230183

永澤佑佳 2024/12/14 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター18130695

中村隆志 2027/09/14 仙台赤十字病院21133756

中山直司 2023/12/31 あすと長町調剤17229245

西村大資 2021/10/14 リフレ薬局　塩竃店15226222

仁和良太 2024/10/31 カメイ調剤　ひまわり薬局18230422

根本紗織 2026/01/14 カワチ薬局　あすと長町店19232607

橋本　剛 2021/08/31 (株)ツルハ　イオンタウン矢本調剤薬局15226014

畠山大史 2023/10/31 登米市立　登米市民病院17128952

早坂和也 2024/09/30 (有)アスク　おりーぶ薬局長町南店18230189

半沢秀樹 2023/09/14 医療法人ひろせ会　広瀬病院17128720

平井祐子 2025/10/14 ひかり薬局東仙台19232025

平川寛之 2023/11/30 東北医科薬科大学病院17129149

平間千里 2027/12/14 泉中央調剤薬局21234042

福島　岳 2025/02/14 日本調剤　東北大前薬局18230925

布施秀晃 2025/11/30 アサヒ薬局19232394

古川　奈緒子 2024/03/14 イムス明理会　仙台総合病院17129479

星野祐太 2025/11/30 東北労災病院19132357

細越美和 2021/10/14 アズ薬局　岩切店15226238

堀川美帆 2025/11/30 東北大学病院19132376

本明宏子 2024/10/31 おれんじ薬局18230443

松本　龍 2025/12/14 カメイ調剤薬局　松島店19232486

松本恵里 2027/08/31 鹿島台中央薬局21233711

丸山太一 2023/09/14 さくら調剤薬局　中央店17228760

溝口貴大 2022/10/14 日本調剤　石巻薬局16227558

三井千沙 2025/10/31 カメイ調剤薬局河原町店19232170

南　千賀 2023/04/30 ひかり薬局　六丁の目17228267

武藤健史 2027/09/14 みやぎ県南中核病院21133779

棟方昌人 2024/10/31 クオール薬局　岩沼あさひ野店18230442

村上和也 2025/11/30 さくら橋薬局調剤センター19232333

村上直子 2024/11/30 マリーン調剤薬局　トラストシティ店18230580

村上尚美 2025/07/14 槻木中央薬局19231472

村中太郎 2024/11/14 イムス明理会　仙台総合病院18130495

森　安奈 2025/11/14 西仙台病院19132214

森　翔太 2025/10/14 ひかり薬局　荒井西19232026

八巻　誠 2024/12/14 ひかり薬局　福室18230712

山崎　晃 2022/05/31 気仙沼市立病院16127328

山崎直希 2027/09/14 石巻赤十字病院21133759

吉川和慶 2023/08/14 ヤマザワ調剤薬局　東鹿島店17228581

吉田政樹 2023/11/30 つくし薬局　福室店17229094

吉原博夢 2027/12/14 すず薬局　仙台パークビル店21234037

米谷　真由美 2024/11/30 おきの中央薬局18230631

渡邊園子 2025/12/31 古川調剤薬局　駅東店19232559

渡邊将樹 2024/12/31 公益財団法人宮城厚生協会　坂総合病院18130761

渡邉真実 2024/11/14 ひかり薬局　宮城野18230527

渡辺克明 2024/11/14 大崎市民病院18130508



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） 秋田県

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）

相場悠樹 2025/07/31 JA秋田厚生連　大曲厚生医療センター19131501

赤嶺　由美子 2022/12/31 秋田大学医学部附属病院16127771

秋元　はづき 2022/12/31 能代山本医師会病院16127779

鐙屋舞子 2025/07/14 秋田大学医学部付属病院19131466

阿部　真太郎 2025/11/14 オレンジ薬局19232246

安杖勇祐 2026/07/14 すずらん薬局20233252

安保範子 2022/12/14 平鹿調剤薬局　中央店16227746

池田哲也 2023/11/14 池田薬局　たで沼店17229074

石木田　真奈美 2026/05/31 秋田みなみ会営薬局20233179

伊勢靖博 2023/07/31 池田薬局　佐竹通り店17228490

伊藤麻紀 2023/02/28 ファーマックスあきた薬局16227994

今村　亘 2026/04/14 秋田赤十字病院20133097

越後洋平 2025/06/30 秋田赤十字病院19131439

越前谷　仁美 2025/03/31 やばせ薬局19231138

遠藤智子 2024/11/14 JA秋田厚生連　平鹿総合病院18130511

大越　雄一郎 2023/02/28 オレンジ薬局16227985

大隅　厚 2021/08/31 JA秋田厚生連　平鹿総合病院15125979

大原正之 2023/02/14 秋田県厚生連　能代厚生医療センター16127959

大山　希美子 2024/06/14 平鹿調剤薬局　東店18229792

岡　絵利子 2025/07/14 さわやか薬局　新屋店19231457

岡﨑哲男 2024/08/31 社会医療法人興生会　横手興生病院18130094

小笠原　達也 2023/04/14 中通調剤薬局17228190

加藤　佳奈子 2025/02/14 雄勝調剤薬局18130895

上遠野　剛司 2024/11/30 山王薬局18230583

金子信帝 2023/03/14 共創未来能代薬局16228054

鎌田　沙也佳 2024/10/31 中通調剤薬局18230417

鎌田翔子 2023/11/14 秋田赤十字病院17129083

鎌田靖子 2025/11/14 大曲厚生医療センター19132244

菊池　知圭子 2025/06/30 薬局エール　大学病院前店19231434

小嶋雅人 2027/11/14 秋田厚生医療センター21133918

後藤康友 2025/03/14 花輪調剤薬局18231083

小林　慎太郎 2026/06/14 佐野薬局桜店20233199

金　香菜子 2023/06/14 中通調剤薬局17228388

金　貴彦 2024/05/14 さくら薬局　御野場店18229663

今野武志 2025/07/14 雄勝中央病院19131471

斎藤　晃 2024/04/14 秋田赤十字病院18129546

斉藤匡昭 2023/02/14 能代厚生医療センター16127887

櫻庭恵一 2025/07/31 敬徳会　藤原記念病院19131513

佐々木　孝式 2024/08/31 ホテヤ薬局　いとく店18230088

佐々木　透 2025/09/14 仙北調剤薬局19231724

佐藤詩織 2025/10/31 薬局エール　大学病院前店19232183

佐藤利枝 2022/12/31 仙北調剤薬局16227781

澤田石　裕之 2025/09/14 市立角館総合病院19131761

鈴木　剛 2025/01/14 大館市立総合病院18130800

鈴木康之 2025/08/14 秋田厚生医療センター19131575

瀬田川　一則 2023/01/31 北秋調剤薬局16227837

土田康弘 2024/10/31 由利調剤薬局18230459

豊吉紀子 2023/02/14 （株）タカハシ薬局　豊町店16227958

長澤紀子 2024/11/14 雄勝調剤薬局18230482

中村美紀 2025/07/14 由利組合総合病院19131470

畠　玲子 2023/08/14 西木調剤薬局17228588

畠山真弓 2023/01/14 北秋調剤薬局16227794

平澤亨子 2023/06/30 東通いわま薬局17228430

藤島哲大 2023/02/14 北秋田市民病院16127940

藤田良彦 2023/06/14 佐野薬局　広面店17228397

藤本　佳乃子 2023/07/31 佐野薬局　中央店17228488

藤原洋之 2022/11/14 市立秋田総合病院16127633

船木　佑 2025/08/31 すずらん薬局　厚生医療センター前店19231690

保坂秀幸 2026/05/31 秋田みなみ会営薬局20233178

細谷　希 2024/03/14 市立角館総合病院17129444

布袋屋　則子 2022/12/14 （株）布袋屋薬局　いとく店16227729

松中啓次 2022/11/30 北秋調剤薬局16227695

松中寿野 2025/12/14 ファーマックスかづの薬局19232422

三浦　希衣子 2023/04/14 薬局エール自衛隊通店17228189

三杉州弘 2024/12/31 さわやか薬局　新屋店18230732

皆川英伸 2023/01/14 医療法人清風会　清和病院16127790

宮形慶子 2023/02/14 下山サカエ薬局16227911

宮本勝香 2023/04/14 ヘルシークラブかづの　厚生病院前薬局17228191

柳原弘子 2025/07/14 かがや薬局19231465

矢野友高 2025/06/30 矢野薬局19231441

渡邉　雄一郎 2023/06/30 だけ調剤薬局17228425



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） 山形県

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）

安孫子　静香 2024/02/29 カメイ調剤薬局　馬見ケ崎店17229429

阿部　さなえ 2026/02/14 鶴岡ひまわり薬局19232772

荒生嘉孝 2024/06/30 あきほ薬局18229850

飯田　仁 2024/07/31 ファーコス薬局　あすなろ18229957

池田雅俊 2024/08/14 ツルオカ薬局　病院前店18230061

石川裕史 2024/08/14 ゆう薬局　朝陽店18230057

市川勇貴 2023/01/14 篠田好生会　篠田総合病院16127798

伊藤　梓 2025/07/14 緑町Kokoro薬局19231454

今井隆裕 2025/09/30 コスモス薬局　西田店19231877

岩谷和子 2024/06/14 ホープ薬局　村山駅西店18229787

瓜生泰之 2025/09/30 カメイ調剤薬局桧町店19231848

大熊良和 2024/10/31 山形県立　中央病院18130346

大澤宏江 2024/04/30 アイン薬局　元木店18229616

大高仁吾 2024/04/30 ヤマザワ調剤薬局　済生館前店18229600

岡野　純一郎 2024/12/14 おかの薬局18230690

金野　昇 2026/03/31 国立大学法人　山形大学医学部附属病院20133042

蔵津佳奈 2022/05/3116227301

小島俊彦 2025/03/14 公立置賜総合病院18131078

小林武志 2024/09/14 山形大学医学部付属病院18130166

小林由佳 2024/01/14 山形県立　新庄病院17129277

金野由香 2026/03/31 コスモス薬局西田店20233043

斎藤慎也 2024/08/14 きくち調剤薬局18230029

齋藤智美 2026/04/14 山形県立河北病院20133083

佐藤　桂 2024/04/14 日本海総合病院18129585

佐藤興太 2025/02/28 コスモス薬局　河北病院前店18230979

佐藤昌保 2024/08/14 日本海総合病院18130033

佐藤大輔 2022/10/31 高野薬局16227621

佐藤貴幸 2022/12/31 （有）杏仁薬局16227752

佐藤拓也 2025/06/14 鶴岡市立庄内病院19131403

佐藤智也 2025/09/30 山形大学医学部附属病院19131899

佐藤智代 2026/03/31 ほし薬局戸沢店20233005

佐藤令菜 2024/09/30 医療法人篠田好生会　篠田総合病院18130216

白山祐輝 2025/09/30 調剤薬局ツルハドラッグ酒田通店19231893

髙井啓一 2024/09/30 アップル薬局　おきたま店18230190

千原典之 2021/08/14 アイン薬局　山形さくら町店15225892

塚本敬一 2025/02/14 日本調剤　山形大前薬局18230913

土田昌子 2024/02/29 山形県立　中央病院17129394

土屋正利 2026/01/31 ちとせ薬局19232642

永井孝尚 2024/09/14 杏仁薬局18230158

永井基瑛 2025/06/14 杏仁薬局19231418

中村　新 2024/07/31 三友堂病院18129983

布宮俊之 2024/06/14 ヤマザワ調剤薬局　城西店18229789

藤村祐樹 2023/02/14 カメイ調剤薬局　小荷駄町店16227916

本田貴朗 2025/05/31 済生会山形済生病院19131378

緑川和希 2025/01/14 かえで薬局　上山店18230807

山本　悠 2027/12/31 ヤマザワ調剤薬局　山形済生病院前21234123

横澤大輔 2023/11/30 公立置賜総合病院17129100

吉田　諒 2025/09/30 鶴岡市立荘内病院19131829

若生俊也 2026/06/14 鶴岡ひまわり薬局20233220

渡邉　ひさ恵 2024/02/14 （株）カワチ薬品　寒河江調剤店17229346



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）

荒井亮人 2027/12/14 クオール薬局野田町21234027

安齊泰裕 2025/08/31 竹田綜合病院19131688

安齋凜子 2027/09/30 山口薬局 本町店21233810

飯塚織恵 2027/09/30 ならは薬局21233815

飯塚貴之 2023/09/14 けやき薬局17228712

飯森綾沙 2025/11/30 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院19132297

石井妙恵 2027/11/30 社団医療法人呉羽会　呉羽総合病院21133971

伊藤丈史 2024/04/14 白川厚生総合病院18129583

稲垣　亮 2025/08/31 くすりのマルト調剤薬局　玉川店19231654

伊深友宏 2024/09/30 奥羽調剤薬局　鳴神店18230211

井本麻弥 2024/10/14 保原薬局　本店18230297

伊與田　友和 2025/08/14 一般財団法人慈山会　医学研究所附属　坪井病院19131600

上野雄大 2023/06/14 クオール薬局　喜多方店17228385

鵜澤典子 2025/11/14 さくら薬局　みなみ壱番館19232280

薄井伸徹 2027/05/31 くすりのマルトいわき市医療センター前店21233585

遠藤俊樹 2024/10/14 トモエ薬局　鹿島店18230268

大谷和英 2024/09/14 ウイン調剤薬局　湯本店18230146

大田　善三郎 2024/04/14 くすりのマルト調剤　泉店18229555

太田貴之 2024/11/30 山口薬局　本町店18230597

大槻修平 2025/08/14 雄飛堂薬局　郡山富田店19231569

大沼広幸 2023/08/31 済生会　福島総合病院17128694

小野　恵美子 2023/08/31 光栄薬局　川原田店17228662

小野寺　大樹 2025/10/14 オレンジ薬局湯本南店19232024

笠原　太 2025/02/14 一般財団法人温知会　会津中央病院18130949

加藤祥人 2027/09/14 ほばら薬局日赤前店21233774

上釜宝志 2027/04/14 JA福島厚生連白河厚生総合病院21133506

上釜美紗 2023/09/14 公益財団法人　会田病院17128708

川村早苗 2022/01/14 福島赤十字病院15126775

菊地良輔 2023/07/31 アイランド薬局　大町店17228506

木元順子 2023/08/14 南相馬市立総合病院17128574

草野正史 2021/05/31 （株）ユモト薬局　鹿島店15225554

櫛田憲人 2025/07/14 アイル薬局　平店19231475

桑原勝太 2025/09/14 クオール薬局郡山店19231782

合津貴志 2027/09/14 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院21133770

郡山朋子 2023/08/31 調剤薬局けやき　原町店17228651

越村竜一 2022/02/28 パーム薬局　泉町店15226961

兒玉　美奈子 2024/12/31 脳神経疾患研究所附属南東北福島病院18130788

小西英紀 2023/09/30 （株）くすりのマルト調剤薬局　洋向台店17228804

小松　ゆかり 2023/12/14 ほうらい薬局17229173

紺野賢司 2027/09/14 くすりのマルト調剤薬局玉川店21233758

今野翔太 2027/10/31 クオール薬局郡山堤店21233878

斎藤　祐太朗 2025/10/14 みどり薬局19232068

斎藤　裕 2027/10/14 塙厚生病院21133860

齋藤英子 2024/03/31 共創未来　松川薬局18229513

齋藤雄介 2026/02/14 アイン薬局　ラヴィバレ店19232734

早乙女　彩子 2024/08/14 ときわ会　常盤病院18130055

酒井　亮 2024/08/14 福島赤十字病院18130041

坂本　優 2023/07/31 (株)広野薬局17228528

坂本智美 2026/05/31 社団医療法人養生会かしま病院20133160

鷺　佳奈 2024/07/14 公立相馬総合病院18129899

櫻井光秀 2025/02/14 けんこう薬局18230900

櫻澤喜之 2025/04/14 洋向台薬局19231216

佐藤　かおり 2027/11/30 いわき市医療センター21134019

佐藤　大 2027/10/31 みはる調剤薬局21233897

佐藤愛子 2025/02/14 くすりのマルト調剤薬局　洋向台店18230910

佐藤一樹 2023/09/14 ぷらんたん薬局17228699

佐藤仁彦 2023/07/31 さくら薬局　相馬店17228518

佐藤邦宣 2024/05/14 公益財団法人ときわ会　常磐病院18129698

佐藤大典 2021/10/31 保原薬局　渡利店15226278

篠木　瞬 2025/08/31 アイランド薬局　山下店19231667

霜山愉香 2023/03/31 ふたば薬局　北五老内店17228164

白井景高 2024/12/14 ダルマ薬局　本町店18230721

白石童子 2026/03/14 公益財団法人ときわ会常磐病院19132897

新谷紀幸 2022/06/30 (株)廣美　廣美薬局16227358

杉山昌宏 2025/03/31 福島労災病院19131109

鈴木　歩 2021/11/14 スマイル薬局　富田店15226469

鈴木　紗希子 2024/10/31 キュウキュウ堂薬局　二本松店18230426

鈴木真昭 2024/11/14 アイランド薬局　倉前店18230509

関　陽介 2027/03/31 いぶき薬局21233495

関本　洋 2024/08/31 ファーコス薬局　メロディー18230118

宗田一馬 2023/08/14 白河厚生総合病院17128620

高橋　寛 2024/08/14 保原薬局　やぎた店18230026

髙橋清大 2025/02/14 そうごう薬局　福島笹木野店18230899

高橋健一 2023/07/31 くすのき薬局17228508

高橋智子 2026/03/31 調剤薬局ミッテル開成店20232989

髙橋洋介 2026/06/30 (株)くすりのマルト　調剤薬局下湯長谷店20233235

高橋遼子 2024/12/14 くすりのマルト　調剤薬局　つづら店18230717

田崎秀和 2023/10/31 おなはま薬局17228898

土屋俊紀 2024/10/31 クオール薬局　矢吹本町店18230457

内藤惇弥 2027/12/14 辰星会　枡記念病院21134032

中島康介 2025/09/14 みずき薬局19231796

中島聡子 2025/03/31 公益財団法人　星総合病院19131118

中瀬宏之 2025/01/31 アイン薬局　郡山名倉店18230887

長田淳樹 2022/02/14 クオール薬局　矢吹本町店15226907

中村　紗弥子 2024/04/14 社会医療法人あさかホスピタル18129569

中村洸太 2027/10/31 ダルマ薬局本町店21233875

西　彩夏 2028/01/14 ときわ会　常磐病院21134160

二瓶恵子 2025/07/31 福島県立医科大学会津医療センター附属病院19131488

根本　剛 2022/04/30 カワチ薬局　福島南店16227272

野田一隆 2024/10/14 保原薬局　本店18230296

橋本剛志 2027/09/14 山口薬局長久保店21233776

長谷川　大 2025/07/31 さゆり調剤薬局19231545

馬場祐樹 2024/09/30 けやき薬局18230222

濱田久寿 2021/10/31 調剤薬局ゼネファーム　南町店15126369

林　洋紹 2027/12/31 オレンジ薬局湯本南店21234133

平野晋久 2023/08/31 みなみ薬局　壱番店17228691

蛭田俊司 2023/07/31 (有)植田ダルマ薬局　小名浜店17228521

古川　航 2024/10/14 医療法人社団ときわ会　日東病院18130237

幕田　ひとみ 2022/04/14 一般財団法人　大原綜合病院16127178

松木　司 2027/09/30 公益財団法人 会田病院21133792

松本和幸 2025/07/14 さくら調剤薬局19231482

松本周一 2024/09/30 あいあい薬局　城北店18230221

溝井　亜沙美 2024/11/30 社団医療法人養生会　かしま病院18130642

緑川信幸 2023/07/14 奥羽大学歯学部付属病院17128471

宮川　奈緒子 2025/04/14 福島労災病院19131203

三好春樹 2027/12/14 健歩薬局21234041

武藤壮平 2027/09/14 しみず薬局21233771

武藤芳和 2025/08/14 福島赤十字病院19131619

桃井秀世 2021/11/30 あさひ薬局15226562

森　麻美 2024/12/31 一般財団法人大原記念財団　大原綜合病院18130762

森　智之 2023/09/30 山口調剤薬局　大町店17228808

八重澤　雄二 2025/09/30 ユモト薬局上関店19231881

柳沼孝明 2023/08/14 (有)あさい調剤薬局　桑野店17228575

柳沼　歩 2024/07/31 一財）脳神経疾患研究所　附属南東北福島病院18129979

山口　聡 2025/12/14 北福島医療センター19132448

山口礼華 2026/05/31 きよはし薬局駅前店20233142

山口宗之 2025/03/14 光栄薬局　上荒川店18231039

山本　亜理沙 2024/10/31 クオール薬局　郡山3号店18230349

山本　翼 2024/12/14 そうごう薬局　本宮店18230686

吉川　慧 2025/01/14 いわき市医療センター18130811

渡辺　悟 2022/01/14 クオール薬局　南会津店15226785

渡邉孝之 2025/09/30 いわき市医療センター19131934

渡邉剛志 2025/02/28 クラフト薬局　福島南沢又店18230994

渡邉人思 2024/10/31 パルム薬局　いわき店18230354

渡辺陽子 2027/09/30 光栄薬局 川原田店21233816

渡邉祥人 2024/01/14 クオール薬局　南沢又店17229274


