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全国派遣薬剤師の平均時給とフリーランス薬剤師の平均時給単価相場
フリーランスの時給単価相場は派遣薬剤師の平均時給（大手派遣会社公開求人より算出）をベースにしています。

派遣薬剤師の平均時給1.24倍（社会保険 約15.5％、有給休暇 約6％、諸経費 約2.5%）がフリーランス薬剤師の平均時給単価の相場となります。

ご依頼の際は赤枠の時給単価相場を参考に、薬剤師報酬の下限値と上限値をそれぞれ参考にしてご設定ください。

更新日：2020/11/07

都道府県
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の時給
（下限値平均）

派遣薬剤師
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きょうりょく薬剤師を利用した

場合の総額  / 時間
（税抜）

北海道 札幌市内 ¥2,475 ¥3,013 ¥3,808 〜 ¥4,635 ¥3,069 ¥3,735 ¥3,469 〜 ¥4,135
北海道 札幌市外 ¥3,169 ¥3,725 ¥4,875 〜 ¥5,731 ¥3,929 ¥4,619 ¥4,329 〜 ¥5,019

青森県 ¥3,000 ¥3,743 ¥4,615 〜 ¥5,758 ¥3,720 ¥4,641 ¥4,120 〜 ¥5,041
岩手県 ¥3,000 ¥3,525 ¥4,615 〜 ¥5,423 ¥3,720 ¥4,371 ¥4,120 〜 ¥4,771
宮城県 ¥2,645 ¥3,073 ¥4,070 〜 ¥4,727 ¥3,280 ¥3,810 ¥3,680 〜 ¥4,210
秋田県 ¥3,360 ¥3,900 ¥5,169 〜 ¥6,000 ¥4,166 ¥4,836 ¥4,566 〜 ¥5,236
山形県 ¥3,409 ¥4,023 ¥5,245 〜 ¥6,189 ¥4,227 ¥4,988 ¥4,627 〜 ¥5,388
福島県 ¥3,409 ¥4,000 ¥5,245 〜 ¥6,154 ¥4,227 ¥4,960 ¥4,627 〜 ¥5,360
茨城県 ¥3,073 ¥3,603 ¥4,727 〜 ¥5,542 ¥3,809 ¥4,467 ¥4,209 〜 ¥4,867
栃木県 ¥2,831 ¥3,347 ¥4,355 〜 ¥5,149 ¥3,510 ¥4,149 ¥3,910 〜 ¥4,549
群馬県 ¥2,787 ¥3,245 ¥4,288 〜 ¥4,993 ¥3,456 ¥4,024 ¥3,856 〜 ¥4,424
埼玉県 ¥2,721 ¥3,189 ¥4,186 〜 ¥4,905 ¥3,374 ¥3,953 ¥3,774 〜 ¥4,353
千葉県 ¥2,726 ¥3,182 ¥4,193 〜 ¥4,895 ¥3,379 ¥3,945 ¥3,779 〜 ¥4,345

東京都 23区内 ¥2,608 ¥3,036 ¥4,013 〜 ¥4,670 ¥3,234 ¥3,764 ¥3,634 〜 ¥4,164
東京都 23区外 ¥2,672 ¥3,152 ¥4,110 〜 ¥4,849 ¥3,312 ¥3,908 ¥3,712 〜 ¥4,308

神奈川県 横浜市内 ¥2,662 ¥3,122 ¥4,095 〜 ¥4,804 ¥3,300 ¥3,871 ¥3,700 〜 ¥4,271
神奈川県 横浜市外 ¥2,729 ¥3,191 ¥4,199 〜 ¥4,910 ¥3,384 ¥3,957 ¥3,784 〜 ¥4,357

新潟県 ¥3,467 ¥4,111 ¥5,333 〜 ¥6,325 ¥4,298 ¥5,097 ¥4,698 〜 ¥5,497
富山県 ¥3,593 ¥4,387 ¥5,528 〜 ¥6,749 ¥4,455 ¥5,439 ¥4,855 〜 ¥5,839
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石川県 ¥3,150 ¥3,782 ¥4,846 〜 ¥5,818 ¥3,906 ¥4,689 ¥4,306 〜 ¥5,089
福井県 ¥3,080 ¥3,783 ¥4,738 〜 ¥5,821 ¥3,819 ¥4,691 ¥4,219 〜 ¥5,091
山梨県 ¥2,811 ¥3,244 ¥4,325 〜 ¥4,991 ¥3,485 ¥4,023 ¥3,885 〜 ¥4,423
長野県 ¥2,985 ¥3,715 ¥4,592 〜 ¥5,715 ¥3,701 ¥4,606 ¥4,101 〜 ¥5,006
岐阜県 ¥3,268 ¥3,794 ¥5,028 〜 ¥5,837 ¥4,052 ¥4,704 ¥4,452 〜 ¥5,104
静岡県 ¥3,177 ¥3,765 ¥4,887 〜 ¥5,792 ¥3,939 ¥4,668 ¥4,339 〜 ¥5,068

愛知県 名古屋市内 ¥2,818 ¥3,293 ¥4,335 〜 ¥5,067 ¥3,494 ¥4,083 ¥3,894 〜 ¥4,483
愛知県 名古屋市外 ¥3,002 ¥3,543 ¥4,618 〜 ¥5,451 ¥3,721 ¥4,393 ¥4,121 〜 ¥4,793

三重県 ¥3,010 ¥3,644 ¥4,631 〜 ¥5,606 ¥3,732 ¥4,518 ¥4,132 〜 ¥4,918
滋賀県 ¥3,083 ¥3,547 ¥4,744 〜 ¥5,457 ¥3,823 ¥4,398 ¥4,223 〜 ¥4,798

京都府 京都市内 ¥2,676 ¥3,156 ¥4,117 〜 ¥4,856 ¥3,318 ¥3,913 ¥3,718 〜 ¥4,313
京都府 京都市外 ¥2,914 ¥3,411 ¥4,484 〜 ¥5,247 ¥3,613 ¥4,229 ¥4,013 〜 ¥4,629
大阪府 大阪市内 ¥2,494 ¥2,931 ¥3,837 〜 ¥4,510 ¥3,092 ¥3,634 ¥3,492 〜 ¥4,034
大阪府 大阪市外 ¥2,727 ¥3,204 ¥4,196 〜 ¥4,929 ¥3,382 ¥3,973 ¥3,782 〜 ¥4,373
兵庫県 神戸市内 ¥2,550 ¥3,027 ¥3,923 〜 ¥4,657 ¥3,162 ¥3,753 ¥3,562 〜 ¥4,153
兵庫県 神戸市外 ¥2,669 ¥3,126 ¥4,106 〜 ¥4,810 ¥3,309 ¥3,876 ¥3,709 〜 ¥4,276

奈良県 ¥2,691 ¥3,147 ¥4,140 〜 ¥4,841 ¥3,336 ¥3,902 ¥3,736 〜 ¥4,302
和歌山県 ¥3,060 ¥3,625 ¥4,708 〜 ¥5,578 ¥3,794 ¥4,495 ¥4,194 〜 ¥4,895
鳥取県 ¥2,945 ¥3,555 ¥4,531 〜 ¥5,469 ¥3,652 ¥4,407 ¥4,052 〜 ¥4,807
島根県 ¥2,609 ¥3,321 ¥4,013 〜 ¥5,109 ¥3,234 ¥4,117 ¥3,634 〜 ¥4,517
岡山県 ¥2,864 ¥3,555 ¥4,406 〜 ¥5,469 ¥3,550 ¥4,407 ¥3,950 〜 ¥4,807
広島県 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
山口県 ¥2,950 ¥3,667 ¥4,538 〜 ¥5,641 ¥3,658 ¥4,546 ¥4,058 〜 ¥4,946
徳島県 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
香川県 ¥2,838 ¥3,288 ¥4,365 〜 ¥5,058 ¥3,518 ¥4,076 ¥3,918 〜 ¥4,476
愛媛県 ¥2,892 ¥3,381 ¥4,450 〜 ¥5,201 ¥3,586 ¥4,192 ¥3,986 〜 ¥4,592
高知県 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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福岡県 福岡市内 ¥2,486 ¥2,907 ¥3,824 〜 ¥4,473 ¥3,082 ¥3,604 ¥3,482 〜 ¥4,004
福岡県 福岡市外 ¥2,559 ¥2,989 ¥3,937 〜 ¥4,599 ¥3,172 ¥3,706 ¥3,572 〜 ¥4,106

佐賀県 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
長崎県 ¥2,776 ¥3,298 ¥4,271 〜 ¥5,073 ¥3,442 ¥4,089 ¥3,842 〜 ¥4,489
熊本県 ¥2,717 ¥3,168 ¥4,179 〜 ¥4,874 ¥3,368 ¥3,928 ¥3,768 〜 ¥4,328
大分県 ¥3,043 ¥3,550 ¥4,681 〜 ¥5,462 ¥3,773 ¥4,402 ¥4,173 〜 ¥4,802
宮崎県 ¥2,867 ¥3,500 ¥4,410 〜 ¥5,385 ¥3,554 ¥4,340 ¥3,954 〜 ¥4,740

鹿児島県 ¥2,653 ¥3,297 ¥4,082 〜 ¥5,072 ¥3,290 ¥4,087 ¥3,690 〜 ¥4,487
沖縄県 ¥2,648 ¥3,067 ¥4,074 〜 ¥4,718 ¥3,283 ¥3,802 ¥3,683 〜 ¥4,202


