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施設名 都道府県

ＪＣＨＯ札幌北辰病院 北海道

旭川医科大学病院 北海道

市立札幌病院 北海道

北海道大学病院 北海道

NTT東日本札幌病院 北海道

札幌医科大学附属病院 北海道

医療法人社団慈成会東旭川病院 北海道

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 北海道

医療法人社団研仁会北海道脳神経外科記念病院 北海道

北海道医療大学病院 北海道

医療法人　渓仁会　札幌西円山病院 北海道

社会医療法人 禎心会病院 北海道

株式会社あゆみ調剤　はるか薬局 北海道

市立旭川病院 北海道

(独)労働者健康安全機構　釧路労災病院 北海道

JA北海道厚生連 札幌厚生病院 北海道

社会医療法人母恋 天使病院 北海道

東北医科薬科大学病院 宮城県

東北大学病院 宮城県

(独)労働者健康安全機構 東北労災病院 宮城県

みやぎ県南中核病院 宮城県

国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 宮城県

日本赤十字社 石巻赤十字病院 宮城県

秋田大学医学部附属病院 秋田県

山形大学医学部附属病院 山形県

公益財団法人星総合病院 福島県

筑波大学附属病院 茨城県

大洗海岸病院 茨城県

医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 茨城県

自治医科大学附属病院 栃木県

獨協医科大学日光医療センター 栃木県

国際医療福祉大学　国際医療福祉大学病院 栃木県

群馬大学医学部附属病院 群馬県

群馬県立がんセンター 群馬県

防衛医科大学校病院 埼玉県

埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県

一般社団法人日本医療薬学会 認定薬剤師制度
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施設名 都道府県

医療法人明芳会 イムス三芳総合病院 埼玉県

北里大学メディカルセンター 埼玉県

千葉大学医学部附属病院 千葉県

千葉県済生会習志野病院 千葉県

成田赤十字病院 千葉県

東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 千葉県

ＮＴＴ東日本関東病院 東京都

東京医科大学病院 東京都

帝京大学医学部附属病院 東京都

東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都

東京証券業健康保険組合診療所 東京都

東京大学医学部附属病院 東京都

東京逓信病院 東京都

東邦大学医療センター大森病院 東京都

日本医科大学付属病院 東京都

八王子薬剤センター薬局 東京都

薬局わかば 東京都

北里大学北里研究所病院 東京都

慶應義塾大学病院 東京都

公益財団法人 がん研究会有明病院 東京都

東京医科大学八王子医療センター 東京都

昭和大学病院 東京都

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 東京都

東京慈恵会医科大学附属病院 東京都

東京女子医科大学病院 東京都

日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 東京都

国際医療福祉大学三田病院 東京都

東京大学医科学研究所附属病院 東京都

東京医科歯科大学　歯学部附属病院 東京都

東邦大学医療センター大橋病院 東京都

日本大学医学部附属板橋病院 東京都

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 東京都

宗教法人救世軍　救世軍清瀬病院 東京都

日本医科大学多摩永山病院 東京都

国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院 東京都

昭和大学附属烏山病院 東京都

北里大学病院 神奈川県

北里大学東病院 神奈川県
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かもめ薬局 北里健康館 神奈川県

社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 神奈川県

横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県

昭和大学藤が丘病院 神奈川県

昭和大学横浜市北部病院 神奈川県

国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 神奈川県

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県

山梨大学医学部附属病院 山梨県

株式会社えちごメディカル 西長岡調剤薬局 新潟県

新潟大学医歯学総合病院 新潟県

新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 新潟県

社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院 新潟県

株式会社えちごメディカル 西長岡センター薬局 新潟県

信州大学医学部附属病院 長野県

医療法人健救会 柳澤病院 長野県

日本赤十字社　諏訪赤十字病院 長野県

長野中央病院 長野県

(地独) 長野市民病院 長野県

富山大学附属病院 富山県

市立砺波総合病院 富山県

富山県済生会高岡病院 富山県

公立学校共済組合北陸中央病院 富山県

(独)労働者健康安全機構 富山労災病院 富山県

公立南砺中央病院 富山県

金沢大学附属病院 石川県

国立病院機構金沢医療センター 石川県

金沢市立病院 石川県

金沢赤十字病院 石川県

福井大学医学部附属病院 福井県

福井県済生会病院 福井県

医療法人福仁会病院 福井県

一般社団法人福井県薬剤師会 水仙薬局 福井県

浜松医科大学医学部附属病院 静岡県

富士宮市立病院 静岡県

(地独)静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 静岡県

静岡県立静岡がんセンター 静岡県

国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター 静岡県

沼津市立病院 静岡県

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 静岡県
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朝日大学歯学部附属村上記念病院 岐阜県

岐阜大学医学部附属病院 岐阜県

岐阜薬科大学附属薬局 岐阜県

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 岐阜県

岐阜県立多治見病院 岐阜県

岐阜市民病院 岐阜県

大垣市民病院 岐阜県

特定医療法人録三会 太田病院 岐阜県

(地独) 岐阜県総合医療センター 岐阜県

愛知医科大学病院 愛知県

愛知県厚生連安城更生病院 愛知県

名古屋大学医学部附属病院 愛知県

藤田保健衛生大学病院 愛知県

(独)労働者健康福祉機構 中部労災病院 愛知県

(独)地域医療機能推進機構中京病院 愛知県

碧南市民病院 愛知県

名古屋第一赤十字病院 愛知県

名古屋市立大学病院 愛知県

名古屋逓信病院 愛知県

医療法人新生会 新生会第一病院 愛知県

春日井市民病院 愛知県

愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美病院 愛知県

(独)国立長寿医療研究センター 愛知県

(独) 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 愛知県

名鉄病院 愛知県

名古屋第二赤十字病院 愛知県

JA愛知厚生連足助病院 愛知県

社会医療法人明陽会 成田記念病院 愛知県

名古屋記念病院 愛知県

(独)地域医療機能推進機構　四日市羽津医療センター 三重県

三重大学医学部附属病院 三重県

社会医療法人峰和会　鈴鹿回生病院 三重県

滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県

大津市民病院 滋賀県

公立甲賀病院 滋賀県

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 京都府

京都大学医学部附属病院 京都府

京都府立医科大学附属病院 京都府
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医療法人稲門会いわくら病院 京都府

(独)地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療センター 京都府

京都第二赤十字病院 京都府

(独)国立病院機構 京都医療センター 京都府

社会医療法人岡本病院（財団）　京都岡本記念病院 京都府

(独)地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター 京都府

(独)国立循環器病研究センター 大阪府

白鷺病院 大阪府

市立池田病院 大阪府

市立豊中病院 大阪府

財団法人田附興風会北野病院 大阪府

近畿大学医学部附属病院 大阪府

大阪大学医学部附属病院 大阪府

高槻赤十字病院 大阪府

大阪市立大学医学部附属病院 大阪府

社会医療法人生長会 府中病院 大阪府

関西医科大学総合医療センター 大阪府

八尾徳洲会総合病院 大阪府

社会医療法人生長会　ベルランド総合病院 大阪府

大阪医科大学附属病院　 大阪府

大阪府済生会野江病院 大阪府

関西医科大学附属病院 大阪府

関西医科大学香里病院 大阪府

(地独)堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 大阪府

(独)国立病院機構 大阪医療センター 大阪府

(地独)大阪府立病院機構 大阪府立急性期・総合医療センター 大阪府

日本赤十字社　大阪赤十字病院 大阪府

社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会中津病院 大阪府

医療法人利田会 久米田病院 大阪府

関西電力病院 大阪府

(地独)大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター 大阪府

宝塚市立病院 兵庫県

赤穂市民病院 兵庫県

神戸朝日病院 兵庫県

神戸大学医学部附属病院 兵庫県

ＩＨＩ播磨病院 兵庫県

兵庫医科大学病院 兵庫県

(地独)神戸市民病院機構西神戸医療センター 兵庫県

(地独)神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県
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兵庫医科大学ささやま医療センター 兵庫県

(独)国立病院機構 神戸医療センター 兵庫県

(独)労働者健康福祉機構　関西労災病院 兵庫県

三田市民病院 兵庫県

姫路赤十字病院 兵庫県

公益財団法人 天理よろづ相談所病院 奈良県

奈良県立医科大学附属病院 奈良県

社会福祉法人恩賜財団　済生会奈良病院 奈良県

日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県

鳥取大学医学部附属病院 鳥取県

鳥取県済生会境港総合病院 鳥取県

島根大学医学部附属病院 島根県

島根県立中央病院 島根県

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 岡山県

岡山大学病院 岡山県

株式会社マスカット薬局 本店 岡山県

岡山赤十字病院 岡山県

岡山済生会総合病院 岡山県

一般財団法人津山慈風会　津山中央病院 岡山県

川崎医科大学附属病院 岡山県

労働者健康安全機構中国労災病院 広島県

広島大学病院 広島県

公立学校共済組合中国中央病院 広島県

済生会広島病院 広島県

(地独)広島市立病院機構広島市民病院 広島県

社会福祉法人恩賜財団広島県済生会 広島病院 広島県

香川大学医学部附属病院 香川県

三豊総合病院 香川県

愛媛大学医学部附属病院 愛媛県

津島市民病院 愛媛県

社会福祉法人恩賜財団済生会 西条病院 愛媛県

社会医療法人　仁生会　細木病院 高知県

労働者健康安全機構山口労災病院 山口県

山口県立総合医療センター 山口県

JA山口厚生連 小郡第一総合病院 山口県

九州大学病院 福岡県

福岡大学筑紫病院 福岡県

財団法人平成紫川会　小倉記念病院 福岡県

医療法人福岡徳洲会病院 福岡県
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福岡大学病院 福岡県

国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 福岡県

(独) 国立病院機構 九州医療センター 福岡県

(独) 国立病院機構 九州がんセンター 福岡県

(独)地域医療機能推進機構 九州病院 福岡県

(独)労働者健康安全機構 九州労災病院 福岡県

福岡山王病院 福岡県

(独)国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県

産業医科大学病院 福岡県

佐賀大学医学部附属病院 佐賀県

長崎大学病院 長崎県

医療法人厚生会 虹が丘病院 長崎県

長崎みなとメディカルセンター 長崎県

社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 長崎県

医療法人外海弘仁会 日浦病院 長崎県

大分大学医学部附属病院 大分県

社会医療法人敬和会　大分岡病院 大分県

(独)国立病院機構　別府医療センター 大分県

国家公務員共済組合 新別府病院 大分県

熊本大学医学部附属病院 熊本県

(独)国立病院機構 熊本医療センター 熊本県

医療法人創起会 くまもと森都総合病院 熊本県

熊本赤十字病院 熊本県

阿蘇医療センター 熊本県

宮崎大学医学部附属病院 宮崎県

公益社団法人 出水郡医師会 広域医療センター 鹿児島県

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 鹿児島県

鹿児島厚生連病院 鹿児島県

公益社団法人鹿児島共済会南風病院 鹿児島県

鹿児島市医師会病院 鹿児島県

霧島市立医師会医療センター 鹿児島県

医療法人徳洲会 瀬戸内徳洲会病院 鹿児島県

琉球大学医学部附属病院 沖縄県
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