
氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

認定実務実習指導薬剤師　更新者名簿（五十音順） 青森県
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2022年3月31日現在

青木一朗 2028/03/31 (有)サン・ショウ　サン調剤薬局東バイパス店09207859

青柳伸一 2028/03/31 なの花薬局　五戸店08200740

阿部　恵 2028/03/31 大野あけぼの薬局08204189

阿部俊郎 2028/03/31 芙蓉会村上病院08104645

阿保香織 2026/07/14 （株）ファルマ　弘前調剤センター14223835

阿保誉史 2028/03/31 中央薬品（株）中央調剤薬局県病前支店08201314

有坂　雄一郎 2028/03/31 こみなと薬局08205554

飯田英樹 2022/03/31 かにた調剤薬局09207964

飯田正彦 2022/03/31 サンケア南部薬局08204683

石川智健 2028/03/31 ハート薬局08205453

石山惠一 2022/03/31 あい薬局09211865

石山裕介 2027/01/14 すずらん調剤薬局　篠田店14224819

伊勢谷　高則 2022/03/31 津軽保健生活協同組合健生病院09111772

板澤雅人 2022/03/31 サカエ薬局藤崎08201250

伊藤宏彰 2022/04/14 八戸赤十字病院10113877

井上咲子 2022/06/14 おおの薬局10214859

猪股英幸 2022/03/31 青森労災病院09109783

上田寿夫 2022/03/31 医療法人弘愛会　弘愛会病院08100058

上林　崇 2022/03/31 青森労災病院08100709

内山道子 2022/04/14 一般財団法人愛成会弘前愛成会病院10113945

蝦名文彦 2025/06/14 つがる調剤薬局13221674

蝦名美江 2023/10/31 あけぼの薬局　妙見店11218484

遠藤修一 2024/10/31 メイプル調剤薬局12220598

大上哲也 2022/03/31 いちい薬局　関店08204934

大川誠也 2028/03/31 黒石薬局08200587

大西智子 2022/03/31 浪岡調剤薬局09207813

小笠原　久美子 2028/03/31 医療法人　清照会　湊病院08100102

小笠原　まりあ 2022/03/31 サカエ薬局　県病前08201508

岡野　聡 2028/03/31 日本調剤弘前薬局08203703

奥田志保 2024/10/31 なの花薬局　津軽新城店12220667

尾崎祥子 2028/03/31 （株）いちい　いちい薬局　五所川原芭蕉店08201783

小原信一 2028/03/31 弘前大学医学部附属病院08102816

葛西　功一郎 2027/01/14 青森県立中央病院14124829

葛西孝行 2028/03/31 あけぼの薬局　新町店09213786

葛西尚久 2028/03/31 すずらん調剤薬局　勝田店08204057

片上智裕 2028/03/31 フロンティア薬局　三戸店09209475

片町善之 2028/03/31 (有)アクティ　かわせみ薬局09209480

加藤　傑 2026/10/14 弘前市薬剤師薬局津軽14224342

河原木　智 2028/03/31 おぶち薬局08205178

木立尚志 2022/03/31 青森市民病院09111376

金田一　成子 2028/03/31 あおもり協立病院08100083

工藤明子 2022/03/31 つるた調剤薬局　中央店08203627

工藤琢史 2022/03/31 すずらん調剤薬局　松原東店08201137

工藤正純 2028/03/31 弘前大学医学部付属病院08105630

工藤真郷 2028/03/31 （有）マエダファーマシー　マエダ調剤薬局　医療センター09209095

久保内　健次 2028/03/31 はれやか薬局08201415

窪田豊治 2022/03/31 青森市民病院08103321

栗山　稔 2022/03/31 十和田市立中央病院08106313

桑野　真四郎 2028/03/31 いちご薬局八戸日赤前店09211429

髙坂　聡 2022/06/14 プリン薬局小柳10214828

髙坂教治 2028/03/31 沖館薬局　青柳薬局08206132

郡川　康 2028/03/31 なの花薬局　五戸東薬局08204300

後藤郁子 2022/03/31 共創未来まつばら薬局08200641

後藤克宣 2028/03/31 国立病院機構青森病院09111353

後藤真也 2022/03/31 みんな野薬局　佃店09212461

小林秀史 2022/03/31 なかよし調剤薬局　弘前駅前店08103610

小松　真 2026/07/31 青森市民病院14123882

古山兼哉 2028/03/31 ノア調剤薬局08203647

小屋義昌 2022/03/31 平成調剤薬局08201745

齋藤　武 2023/11/14 さいとう調剤薬局本町店11218649

齊藤　仁 2022/03/31 あけぼの薬局　八戸店08202373

酒井　一 2022/03/31 (株)グリーンフォレスト08205368

坂井義人 2026/07/14 青森調剤薬局14223832

坂本好史 2028/03/31 八戸赤十字病院08104067

坂本直隆 2028/03/31 サカエ薬局　西北08200003

坂本瑞枝 2026/10/31 サカエ薬局　千富14224441

櫻井英男 2024/09/14 ハッピー調剤薬局八戸城下店12220327

櫻田剛浩 2026/10/14 弘前市薬剤師薬局14224362

佐々木　克典 2022/03/31 弘前中央病院08100101

佐々木　勝 2022/03/31 よこはま薬局09210524

佐々木　陽子 2022/03/31 保険調剤薬局タイキファーマシー石江店08203673

佐藤　真由美 2022/06/14 （株）ファルマ　一ツ谷薬局10214862

佐藤順洋 2022/03/31 たかはし薬局08204735

佐藤美穂 2022/03/31 竹内調剤薬局09211459

澤田有子 2022/03/31 たなぶ調剤薬局08205010

柴崎　崇 2022/03/31 ひがし調剤薬局08204269

柴田　まるみ 2028/03/31 医療法人平成会　八戸平和病院09111648

柴田　美代子 2022/03/31 青森県立中央病院08102383

下山詩織 2022/03/31 会営青森第一調剤薬局09212785

下山律子 2022/03/31 弘前大学医学部附属病院08105081

白滝貴子 2022/03/31 ABC薬局09210338

白山徳良 2028/03/31 みんな野薬局08206151

神　雅昭 2028/03/31 黒石市国民健康保険　黒石病院09113149

鈴木　江理子 2027/09/14 サワカミ薬局　中央店15226043

鈴木　敏 2028/03/31 八戸赤十字病院08100247

鈴木和之 2022/03/31 すずらん調剤薬局　沖館店08204064

鈴木敬雄 2026/12/14 国立病院機構　弘前病院14124700

鈴木喜博 2022/03/31 みんゆう調剤薬局アルカディア店08202126

髙野篤史 2028/03/31 一部事務組合下北医療センター　むつ総合病院08106025

髙橋　康 2028/03/31 中央調剤薬局　県病前支店08203882

髙橋和希 2026/07/14 ファルマ浪岡薬局14223822

髙橋利彰 2028/03/31 たむら薬局　美保野店09212542

滝本聡子 2022/03/31 独立行政法人　国立病院機構　弘前病院08106057

竹内博行 2028/03/31 （株）弘前市薬剤師薬局津軽08203679

竹達千草 2022/03/31 サン調剤薬局　八ッ橋店08205264

田澤竜子 2028/03/31 株式会社　弘前市薬剤師薬局09209310

立花央士 2023/08/31 ベル薬局11218130

田中太士 2022/03/31 アポテック白山台店09211534

田村健悦 2028/03/31 八戸市立市民病院08101791

近井宏樹 2022/03/31 テックイースト薬局08205697

千葉英三 2022/03/31 テック調剤薬局　泉川店08200461

附田ユカ 2022/03/31 公立七戸病院08102009

津島寿行 2028/03/31 三沢薬剤師薬局09212972

土井　美由紀 2022/03/31 あおぞら調剤薬局09208272

十日市　真治 2028/03/31 サワカミ薬局東店09213213

中川貴光 2022/03/31 中央薬品(株)中央調剤薬局　浪館支店08201060

長谷　理一郎 2027/02/14 (有)サン・ケア・サンケア薬局白銀店14224959

中畑明子 2025/11/14 サカエ薬局　県病前13222573

長濱一夫 2022/03/31 スマイル薬局08201850

中堀一弥 2028/03/31 沖舘薬局　長島店08206089

中村　卓 2022/03/31 エンゼル薬局08205056

中村　世志朗 2022/03/31 エンゼル薬局08201271

中村雅彦 2022/03/31 マエダ調剤薬局城西店08200601

中村雄亮 2023/01/31 公済会薬局10216752

奈良俊一 2028/03/31 きずくり調剤薬局08201823

成田恵理 2022/05/31 サカエ薬局　県病前10214550

成田未央 2028/03/31 十和田市立中央病院08103315

新岡琢也 2028/03/31 つがる西北五広域連合つがる総合病院08103512

西川哲史 2022/03/31 有限会社西川薬局08205101

西澤稚子 2028/03/31 サカエ薬局板病前09211435

西村美和 2028/03/31 (株)あおもり健康企画　大野あけぼの薬局08200082

新田敏裕 2023/05/31 りんごのき薬局本町店11217518

野藤　なつみ 2026/08/14 （一社）あおもり健康企画大野あけぼの薬局14223971

野呂　暁 2025/09/14 いちい薬局　深浦町広戸店13222132

袴田　奈津子 2022/03/31 薬局ミミ08205376

濱中勝彦 2022/03/31 三沢薬剤師薬局09209627

速水一広 2028/03/31 みんな野薬局西バイパス店08201981

原田生知 2022/03/31 （株）町田アンド町田商会08201784

藤田賀世 2022/03/31 共創未来まつばら薬局08201853

藤田光希 2026/09/14 中央あけぼの薬局14224161

吹越　三保子 2022/03/31 サワカミ薬局　堀口店09213093

古川　隆 2022/03/31 十和田市立中央病院08106166

星　久恵 2023/12/14 フロンティア薬局　浪岡店11218850

星　隆一 2022/03/31 サカエ薬局笹森店08205330

細川一雅 2022/03/31 みんゆう調剤薬局　西北店08202329

前田淳彦 2028/03/31 マエダ調剤薬局　08201456

舛甚路子 2028/03/31 大野あけぼの薬局08200460

増田朱美 2027/01/14 青森県立中央病院14124852

松浦泰子 2022/03/31 マエダ調剤薬局中央店08205550

南　和志 2027/09/30 八戸市立市民病院15126158

宮崎晃臣 2028/03/31 つがる西北五広域連合つがる総合病院09109388

宮野将隆 2022/03/31 ㈱ライブリー　もみじ薬局08203923

村井　准 2026/08/31 サン調剤薬局　桂木店14224014

村上康代 2022/03/31 テルス石渡薬局09212074

村田文子 2022/03/31 サカエ薬局田向08203746

村松　薫 2022/03/31 すかい薬局09208291

保田栄一 2022/03/31 国立療養所松丘保養園08101511

山口　孝 2022/03/31 青森慈恵会病院09111947

山崎優子 2022/03/31 十和田中央薬局08200670

山中博之 2023/04/14 国立病院機構　八戸病院11117323

山本壮彦 2022/03/31 大開調剤薬局08201151

吉田和美 2026/08/31 国立病院機構弘前病院14124070

吉成純一 2028/03/31 八戸市立市民病院08100020

類家徳久 2022/06/30 大学堂薬局　柏崎10215033

渡辺幸治 2022/03/31 上磯調剤薬局　08203766

渡邉記祥 2026/10/31 黒石市国民健康保険　黒石病院14124470

渡邊祐子 2028/03/31 八戸市立市民病院09113708



氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

認定実務実習指導薬剤師　更新者名簿（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

浅尾太宏 2022/03/31 岩手医科大学附属病院08101923

浅田孝子 2024/09/14 盛岡市立病院12120373

芦川　勲 2022/03/31 (株)銀河調剤09212958

虻川勝彦 2025/12/31 萩の森調剤薬局13222857

阿部　司 2028/03/31 サニー薬局09209377

安倍　奨 2022/03/31 ひまわり薬局09212933

石川準二 2026/08/14 パルム薬局14223993

石田昌玄 2025/09/30 中田薬局　小佐野店13222259

伊藤勝彦 2028/03/31 株式会社サカモト　大通り店08201499

伊藤淳哉 2025/09/30 岩手県立高田病院13122284

伊藤洋樹 2025/08/31 アクト調剤薬局松倉店13222125

岩渕　修 2028/03/31 医療法人社団帰厚堂 南昌病院08100094

薄衣宏子 2028/03/31 永井中央薬局08203030

鵜浦利江 2022/03/31 岩手県立大船渡病院09112377

梅村景太 2024/10/31 盛岡赤十字病院12120607

海老子川　健司 2022/03/31 (株)ワークイン　つくし薬局事業部08200706

遠藤暁子 2022/03/31 薬局ポラリス09212738

遠藤香織 2028/03/31 つくし薬局　本店16227111

遠藤晴美 2024/10/31 岩手県立磐井病院12120697

及川　淳 2028/03/31 岩手県立中央病院09112611

及川秀司 2022/03/31 南やはば調剤薬局09211805

及川知美 2025/08/14 ひまわり薬局13221933

及川尚子 2028/03/31 岩手県立久慈病院08101832

大池恭子 2022/03/31 銀河薬局09212153

大坂敏夫 2022/03/31 気仙中央薬局高田店09208629

大沢美穂 2025/01/14 岩手県立胆沢病院12121003

大塚誠二 2022/03/31 独立行政法人国立病院機構　盛岡病院09113195

大塚俊樹 2025/12/31 江刺西大通り薬局13222844

大橋正和 2024/01/31 キリン薬局11219253

大村雅之 2024/01/31 岩手県立二戸病院11119176

小笠原　範和 2025/02/14 つくし薬局下の橋店12221190

小笠原　昌代 2024/11/14 つくし薬局　下の橋店12220790

小倉　千枝子 2028/03/31 あすか薬局08201094

押切昌子 2028/03/31 一般社団法人岩手県薬剤師会会営内丸薬局08203408

押野　明 2022/03/31 さくら薬局　北上村崎野店09213063

小野幸一 2028/03/31 国立病院機構 盛岡医療センター08104382

小野寺　健 2024/01/14 奥州市総合水沢病院11119088

小野寺　直人 2024/08/14 岩手医科大学付属病院12120109

小野寺　左岐子 2022/03/31 あすか薬局09211284

小野寺　佳美 2028/03/31 れもん薬局08200801

小柳佑司 2022/03/31 岩手県医療局08105022

柿木佳子 2023/10/31 岩手県立久慈病院11118514

嶽間澤　智美 2026/12/14 （株）銀河調剤　銀河薬局14224703

梶山　恵津子 2022/03/31 ファミリー薬局09211526

梶山洋平 2026/03/14 そうごう薬局　盛岡つなぎ店13223292

河東田　利香 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ江刺店09213511

金澤貴子 2022/04/14 （有)堀野調剤薬局10213980

金澤英樹 2022/03/31 あおぞら薬局08201993

蒲澤一行 2022/03/31 盛岡赤十字病院08104568

亀井梨香 2022/03/31 コノハ薬局09207234

軽石武晴 2024/09/14 二十六薬局12220275

川口　さち子 2022/03/31 ドラッグコスモス08102563

川﨑　正一郎 2022/03/31 リードファーマシー08203282

河部亮太 2022/03/31 (株)アインファーマシーズ　アイン薬局遠野店08202020

菅野和規 2025/11/30 つくし薬局　猪川店13222638

菅野恵子 2028/03/31 (株)ライブリー　水沢センター薬局08201135

菊地秋子 2023/02/14 岩手県立大船渡病院10116890

菊池亮大 2027/11/30 岩手県立中部病院15126504

菊池佳代 2022/03/31 まつくら調剤薬局08206105

菊池昌之 2028/03/31 岩手県立釜石病院08100539

木谷紀恵 2023/05/31 一般社団法人岩手県薬剤師会　会営内丸薬局11217521

木村初実 2025/09/30 ホソタ薬局13222336

金田一　誠 2022/05/1410114400

金野良則 2028/03/31 気仙中央薬局08200645

久喜　美由紀 2023/12/14 久喜内科・脳神経内科11118862

工藤　紀久雄 2024/09/14 サンケア薬局 盛岡インター店12220266

工藤　晋 2028/03/31 盛岡赤十字病院08100791

工藤賢三 2028/03/31 岩手医科大学附属病院08105058

工藤俊紀 2022/03/31 こなん薬局08202599

工藤博臣 2028/02/28 サカモト薬局大通り店15226990

工藤正樹 2028/03/31 岩手医科大学附属病院08105657

工藤由美 2024/02/28 調剤薬局ツルハドラッグ三本柳店11219376

熊谷賀子 2028/03/31 有限会社ポス企画　すずらん薬局08203936

小田島　智子 2028/03/31 岩手県立胆沢病院08101411

金野亜純 2024/08/31 （株）ライブリー　ほのぼの薬局12220126

齊藤　明 2028/03/31 有限会社ポス企画すずらん薬局08105100

齋藤妙子 2023/11/14 岩手県立中部病院11118612

坂本秀樹 2028/03/31 サカモト薬局健康館09207802

笹井康則 2034/03/31 みなとや調剤薬局08205265

佐々木　栄一 2024/10/31 盛岡赤十字病院12120642

佐々木　克人 2022/03/31 ひまわり薬局08204289

佐々木　俊 2023/03/31 みつばち薬局11217237

佐々木　聖一 2024/12/14 国立病院機構岩手病院12120856

佐々木　徹 2022/03/31 おおはさま薬局09212952

佐々木　淑子 2027/02/14 村源薬局14224966

佐々木　仁美 2022/12/14 トマト薬局　北飯岡店10216591

佐々木　宣好 2024/08/31 盛岡市立病院12120166

佐々木　幸 2023/12/31 盛岡医療生活協同組合川久保病院11119011

佐々木　良江 2028/03/31 岩手県立南光病院08100594

佐藤和文 2025/08/14 岩手県立磐井病院13122015

佐藤功延 2022/03/31 アイン薬局　一戸店08204523

佐藤昌作 2028/03/31 こずかた薬局08200055

佐藤聖五 2022/03/31 せいりゅう調剤薬局09208793

佐藤秀樹 2024/08/31 岩手県立宮古病院12120191

佐藤裕司 2028/03/31 公益財団法人総合花巻病院09108792

佐藤大峰 2022/03/31 ゆぐち薬局08201179

佐藤文彦 2028/03/31 岩手医科大学附属病院08101233

佐藤文勇 2028/03/31 岩手県立二戸病院08104534

佐藤正義 2024/08/31 のぞみ薬局12220131

佐藤由美 2026/02/28 総合花巻病院13123197

澤木裕一 2028/03/31 (株)村源09212348

澤部明子 2022/03/31 さわやか薬局09212595

柴橋雪子 2022/03/31 株式会社ライブリー　みつや薬局09210389

清水川　大和 2025/02/28 ミドリ薬局12221236

下田　はる美 2024/09/30 大手町薬局12220396

下畑直美 2024/08/31 キング薬局12220136

菅原克朗 2024/10/14 すがわら薬局12220482

杉本良江 2023/10/14 川原町薬局11218323

鈴木　可奈子 2022/03/31 八幡町薬局08204180

鈴木　純 2024/09/14 ナガハシ薬局12220364

鈴木千絵 2028/03/31 岩手県立一戸病院08100720

鈴木友人 2026/07/31 一関ドライブスルー薬局14223849

駿河　幸 2024/08/31 まごころ薬局12220117

平船智子 2022/03/31 岩手県立軽米病院08101866

髙野浩史 2022/03/31 すみれ薬局08200779

髙橋　稔 2022/03/31 かなん薬局08200967

髙橋　優 2023/11/30 オアシス薬局11218792

高橋果奈 2024/09/14 岩手県立宮古病院12120358

高橋康介 2025/08/14 岩手県立胆沢病院13121983

髙橋千恵 2027/04/30 つくし薬局　江釣子店15225404

髙橋俊子 2023/06/14 つくし薬局　千厩店11217742

高濱志保 2024/09/14 岩手県立山田病院12120370

高林江美 2022/03/31 かがの調剤薬局09208595

田口紀子 2026/02/14 岩手県立中部病院13123134

田中　圭子 2024/11/14 つくし薬局　土沢店12220756

田中知子 2023/08/14 ほたる薬局11217963

玉川靖則 2023/02/14 岩手県立久慈病院10116916

田村育子 2022/03/31 岩手県立東和病院08102718

田村淳子 2022/03/31 こずかた薬局やはば店08204653

田屋幸恵 2024/09/30 調剤薬局ツルハドラッグ　盛岡津志田店12220389

千田　敬 2028/03/31 医療法人社団愛生会昭和病院09109958

千田　由希子 2024/09/14 アイン薬局 胆沢店12220367

千葉　恵 2022/03/31 薬王堂西徳田店09208830

千葉　るり子 2022/09/30 下ノ橋薬局10215805

千葉厚志 2022/03/31 気仙中央薬局高田店09208724

千葉健史 2022/03/31 岩手医科大学附属病院08103417

對馬　三重子 2028/03/31 こずかた薬局08200575

照井　真理子 2028/03/31 （株）ライブリー　ひばり薬局08200693

遠畑竜一 2028/03/31 かめちゃん調剤薬局一関店09208094

遠山明宏 2026/07/31 リード薬局14223850

戸田英典 2022/03/31 薬王堂　矢巾店09208148

苫米地　百子 2024/08/31 （株）ライブリー　本町薬局12220167

長井　忍 2022/03/31 トマト薬局　北飯岡店09213133

長井貴之 2022/03/31 トマト薬局　北飯岡店08205144

中沢　久美子 2022/06/14 リープ薬局10214907

長澤佳昭 2028/03/31 岩手医科大学附属病院08104709

中目弘一 2028/03/31 ナカノメ薬局09111644

中村尚子 2025/01/14 ミモザ薬局12121051

新沼　さおり 2026/11/14 岩手県立大船渡病院14124570

新沼央子 2025/11/30 （有）ウイング本宮センター薬局13122701

新淵　宏 2022/03/31 (有)菊屋薬局08203076

西　牧子 2022/03/3108205104

似内和也 2023/08/31 すずらん薬局11118098

沼　潤幸 2022/03/31 しずくいし中央薬局09111495

沼尾美保 2022/05/31 日本調剤 岩手医大前薬局10214508

野坂明美 2022/03/3108200893

野舘敬直 2025/07/31 ポプラ薬局13121845

野村　小夜子 2022/03/31 岩手県立遠野病院08104560



氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先
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2022年3月31日現在

畑澤昌美 2025/08/31 下ノ橋薬局13222055

馬場亮輔 2028/03/31 株式会社サカモト　たんぽぽ薬局09212077

濵田　圭之輔 2028/03/31 岩手県立磐井病院08101133

東　透 2022/03/31 リード薬局08200644

平山智宏 2023/08/14 スタイル薬局11218013

藤岡　綾乃 2022/03/31 南昌病院08206067

藤田真澄 2023/02/14 月が丘薬局10216900

古里歩美 2027/10/14 岩手県立軽米病院15126213

古舘　真知子 2024/09/30 オーロラ薬局　沼宮内店12220444

堀内孝博 2022/03/31 北上済生会病院08105065

袰岩明子 2022/03/31 岩手県立遠野病院08102804

本田昭二 2022/04/30 (有）かたくり薬局　りんどう薬局10214182

松田　加那子 2022/03/31 みつや薬局09211241

松田智行 2028/03/31 （有)中田薬局　松倉店09212509

松戸育子 2024/12/31 岩手県立胆沢病院12120942

松橋昌平 2026/12/31 つくし薬局　前沢店14224818

松本智典 2024/08/31 おおぞら薬局12220124

三浦　真由美 2025/11/30 スマイル薬局13222673

三浦清明 2028/03/31 いちご薬局08202783

三浦俊弘 2022/03/31 奥州市総合水沢病院09107333

三浦祐福 2022/03/31 ゆもと薬局09206698

三田弘子 2023/08/14 天神町薬局　　11218018

宮城宣明 2028/03/31 創志白澤会やまぶき薬局08100272

宮澤倫子 2024/10/31 (株)ワークイン12220630

牟岐和房 2028/03/31 ファミリー薬局08200894

村井崇志 2028/03/31 村源薬局09207294

村井利昭 2028/03/31 （株）ユニオン薬局09208682

本内孝典 2023/02/28 テルス調剤薬局10216959

森　　薫 2024/08/31 岩手医科大学附属病院12120144

森　恵 2028/03/31 岩手医科大学附属病院08102276

八巻貴信 2028/03/31 むつみ薬局08200510

山口陽子 2025/03/31 日本調剤　岩手医大前薬局13221379

大和　圭二郎 2022/03/31 月が丘薬局08206498

山本千絵 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ上田店08204705

横田雅子 2028/03/31 いわて飯岡駅前薬局08204646

四倉曉子 2022/03/31 すみれ薬局08200780

四倉雄二 2022/09/30 H2有限会社　ミモザ薬局10115824

米澤裕司 2022/03/31 岩手医科大学附属病院08100851

若林宣彦 2022/03/31 すずらん薬局08203730

渡邊典子 2025/03/14 つくし薬局　大堤店12221303

渡辺憲之 2028/03/31 ミルキー薬局08200960

渡邊幸弘 2025/09/14 木いちご薬局13222140
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相澤智子 2028/03/31 すずらん調剤薬局08205048

会田道玄 2028/03/31 ヤマザワ調剤薬局宮城野原店08205222

相原　佐多央 2022/03/31 南小泉中央薬局09213094

相原史弥 2028/03/31 仙台赤十字病院08100897

赤坂和俊 2025/02/28 東北大学病院12121252

秋　祐子 2027/08/14 八乙女薬局15225851

秋山陽子 2022/03/31 上小路一桝新生薬局09109695

安積英範 2028/03/31 おりーぶ薬局冨沢西店08204275

麻生敦子 2022/03/31 ひかり薬局　大学病院前調剤センター08202712

安達寛成 2026/02/14 光ヶ丘スペルマン病院13123171

阿部　順 2028/03/31 東北医科薬科大学若林病院08101596

阿部　理一郎 2028/03/31 つばさ薬局　古川店08204366

阿部和史 2022/03/31 国家公務員共済組合連合会　東北公済病院08104565

安部真一 2023/04/30 JCHO仙台病院11117450

阿部豪友 2022/11/30 調剤薬局くりっぷ10216365

阿部浩幸 2028/03/31 石巻赤十字病院08102498

荒井正美 2028/03/31 (有）みやぎ保健企画つばさ薬局長町店08205737

荒木裕子 2028/03/31 日本調剤　木町通薬局09110121

新谷裕子 2022/03/31 ひかり薬局　台原08202713

安齋　薫 2022/03/31 マリーン調剤薬局　角田店08206140

飯嶋　優理子 2022/03/31 （株）アイセイ薬局　長町南店09207475

飯塚知慈 2028/03/31 マリーン調剤薬局　桂店08201213

猪狩徹也 2028/03/31 そよ風薬局09208335

池田友子 2024/01/31 マリーン調剤薬局　南光台中央店11219179

池藤咲希 2025/09/3013222271

砂子田　智美 2022/03/31 かえで調剤薬局08202706

石井　隆 2026/01/14 東北薬科大学病院13122963

石川二郎 2022/03/31 石巻健育会病院09110849

石本昌裕 2028/03/31 東北労災病院08102932

泉　亨 2023/05/31 アイ薬局11217519

板橋　徹 2024/06/30 カワチ薬局　古川店12219803

井筒　真喜子 2022/04/14 東北調剤薬局中田店10213901

井筒隆宏 2022/03/31 東北調剤薬局　西中田店08202357

伊藤　愛 2028/03/31 クオール薬局たかさご駅前店09209343

伊藤　綾希子 2022/03/31 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院09111627

伊藤　公美子 2023/01/14 クオール薬局たかさご駅前2号店10216669

伊藤　しのぶ 2028/03/31 カメイ調剤薬局　台原店09211976

伊藤　みどり 2022/03/31 ひかり薬局　大学病院前調剤センター08200464

伊藤純一 2023/12/31 (株)ヤマザワ薬品　ヤマザワ調剤薬局萩野町店11218993

伊藤紀行 2025/12/31 ヤマザワ調剤薬局二の森12-4313222898

井上麻未 2022/03/31 サクラ薬局09210488

猪股宣明 2023/10/31 クオール薬局たかさご駅前店11218498

今井晴子 2028/03/31 仙台調剤　西多賀店08205728

岩井　幸貴子 2027/12/14 カメイ調剤薬局　あおば通店15226630

岩﨑広明 2025/06/30 ヤマザワ調剤薬局晩翠通店13221731

岩佐弘一 2022/03/31 宮城県立循環器・呼吸器がんセンター08104136

岩田慎吾 2025/02/14 日本調剤　東北大前薬局12221117

岩渕法子 2026/01/14 調剤薬局ふぁるまブリエ13222944

岩渕保彦 2022/03/31 アイン薬局村田店09209062

上田昌典 2028/03/31 日本調剤 東北大前薬局09208432

上村新吾 2022/03/31 仙台循環器センター09108627

薄井健介 2028/03/31 東北医科薬科大学病院08106491

内田　敬 2026/09/14 宮城県立がんセンター14124154

内田庸晳 2024/03/31 仙台調剤薬局　古川店12219502

宇根岡　篤 2022/03/31 多賀城腎・泌尿器09209097

江川匡子 2026/09/30 株式会社メディカルコンフォート　まんまる薬局14224191

遠藤　孝 2028/03/31 ヤマザワ調剤薬局二番町店08103993

遠藤　真理子 2022/03/31 カメイ調剤薬局　動物公園前店09213790

及川幸子 2028/03/31 カメイ調剤薬局　台原店09110027

及川洋一 2023/09/14 そうごう薬局　角田店11218216

追木正人 2024/04/30 石巻赤十字病院12119592

生出　泉太郎 2022/03/31 おいで薬局　仙台店09210765

大泉美保 2026/03/31 日本調剤台原薬局14223364

大内一希 2022/03/31 仙台調剤薬局　大河原西店09210854

大賀裕佳 2022/03/31 つばさ薬局　長町店09208160

大平仁美 2022/03/31 アイン薬局長町店09213689

大竹隆晴 2028/03/31 社会医療法人将道会　総合南東北病院08102696

太田光春 2027/03/31 マリーン調剤薬局館腰店15225190

大月沢雄 2028/05/31 東北労災病院10114492

大槻三央 2028/03/31 マリーン調剤薬局南光台店08204935

大友貴幸 2026/07/31 一般社団法人　みやぎ保健企画　つばさ薬局多賀城店14223847

大貫雅幸 2025/09/30 市名坂薬局13222247

大場　憲 2024/04/14 大崎市民病院　岩出山分院12119552

大場邦章 2027/08/31 大崎市民病院 鹿島台分院15125968

大橋　由美子 2026/10/14 クオール薬局　岩沼店14224344

大宮　智 2027/12/14 南仙台駅前薬局15226684

大向香織 2028/03/31 クオール薬局岩沼店08201318

大森　研一郎 2026/06/30 調剤薬局ツルハドラッグ　大街道店14223734

尾形晶子 2028/03/31 ひかり薬局　大学病院前調剤センター09209786

岡田浩司 2028/03/31 東北医科薬科大学病院08100025

岡本将之 2025/09/14 ひかり薬局　東口13222134

奥山陽子 2022/03/31 リフレ薬局　大町店09208436

小倉　知恵美 2027/05/14 坂総合病院15125465

尾﨑芙実 2023/03/14 東北大学病院10117109

小田桐　慶 2027/10/31 なの花薬局　南吉成店15226267

小田嶋　一明 2022/03/31 古川調剤薬局　09206857

男澤貴子 2026/09/30 フレンド薬局　国分町14224212

小野寺　裕昭 2022/03/31 登米市立佐沼病院09106541

角田　佳保里 2022/03/31 マミー薬局09208698

鹿嶋　真紀子 2028/03/31 仙台オープン病院09112255

春日伸之 2022/03/31 クオール薬局たかさご駅前店08204956

加藤君子 2022/03/31 かみ薬局09107955

加藤雅子 2026/05/31 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター14123616

加藤正子 2022/03/31 ひかり薬局古川店08201952

金田早苗 2022/03/31 (有)みやぎ保健企画　つばさ薬局08200898

上岡泰弘 2026/03/14 東北医科薬科大学病院13123302

上畑　日登美 2028/03/31 (株)ヤマザワ薬品08204921

加茂雅行 2028/03/31 すわん薬局09212048

佳山慶賢 2022/03/31 もみのき薬局08201995

川田　哲 2027/07/31 調剤薬局ツルハドラッグ　多賀城店15225746

菅野　茂 2022/03/31 エルム調剤薬局　亘理店09211466

菅野和彦 2022/03/31 独立行政法人労働者健康福祉機構　東北労災病院08100290

菅野淳一 2022/03/31 独立行政法人国立病院機構宮城病院09111184

菅野隆文 2025/12/14 マリーン調剤薬局　木町通店13222837

木口　希久子 2027/03/31 すみれ調剤薬局15225309

菊池　聡 2022/03/31 (株)アイセイ薬局　八乙女駅前店08101038

菊池勝弘 2022/03/31 気仙沼市立病院09107424

菊地順子 2028/03/31 ヤマザワ薬局　東鹿島店08206098

菊地大輔 2028/03/31 ヤマザワ調剤薬局多賀城店08205703

菊池大輔 2024/10/14 東北医科薬科大学病院12120549

菊地正史 2028/03/31 東北大学病院09109331

菊地理代 2022/03/31 カメイ調剤薬局　河原町店09213010

菊池洋平 2028/03/31 （株）ヤマザワ薬局　高砂店09212007

木皿重樹 2022/03/31 東北大学病院08102136

北村　奈央子 2028/03/31 東北大学病院08102449

橘内智絵 2028/03/31 ヤマザワ調剤薬局中央店09211217

木村崇史 2022/03/31 (株)メディカルコスモ09212646

行徳　元 2022/03/31 さいわい町ファミリー薬局09212613

草場　美津江 2022/03/31 東北大学病院08101957

國井伸一 2022/03/31 サクラ薬局08206385

熊谷　学 2022/11/30 国立療養所東北新生園10116333

熊谷　美樹子 2022/03/31 マリーン調剤薬局　新富谷町店08204039

熊谷朋久 2028/03/31 くまさん薬局　藤倉店08200340

栗村淳子 2026/09/30 株式会社メディカル長栄　くるみ調剤薬局14124228

黒澤　亘 2026/11/14 こだまファーマシィ14224518

小池美香 2026/01/31 日本調剤　台原薬局13223048

光澤純一 2028/03/31 (有)ウジエ調剤薬局　佐沼店08100672

河野基通 2022/10/14 アイセイ薬局一番町南店10215970

小齋友美 2025/09/30 エイブル調剤薬局13222256

小坂　良 2028/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央3丁目08202704

小坂浩之 2028/03/31 まんまる薬局09212829

後藤一紀 2028/03/31 アイン薬局　名取店09209813

小林　久美子 2022/03/31 西仙台病院08102844

小林　美奈子 2027/08/14 国立病院機構仙台医療センター15125864

小林夕穂 2023/06/30 カメイ(株)カメイ調剤薬局11217813

小林友香 2028/03/31 カメイ調剤　ひまわり薬局08206238

小林庸祐 2025/09/14 ウジエ調剤薬局　利府店13222139

小宮　淳 2022/03/31 カワチ薬局　フォレオ宮の杜店09209384

今　加奈 2027/11/30 調剤薬局ツルハドラッグ　南吉成店15226545

昆　貴志 2028/03/31 （公財）仙台市医療センター仙台オープン病院09109558

今　麻都香 2022/03/31 ひかり薬局　大学病院前調剤センター09209509

今田裕樹 2026/09/30 さくら調剤薬局　中央店14224225

今野　崇 2028/03/31 みやぎ県南中核病院08103747

今野耕英 2028/03/31 公立刈田綜合病院08102771

今野清香 2028/03/31 公立刈田総合病院08103434

今野直樹 2025/09/30 エイブル調剤薬局13222254

今野章之 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ仙台五橋店09209424

西條　嘉代子 2026/09/14 宮城県立がんセンター14124088

齋藤五郎 2022/04/30 （株）トミザワ薬局　10214222

齋藤利彦 2028/03/31 塩釜市立病院09109231

齋藤久雄 2022/03/31 カメイ（株）09209137

齋藤裕子 2028/05/31 東北医科薬科大学病院10114463

齋藤涼子 2022/03/31 トミザワ薬局茂庭店09210405

坂田典子 2027/12/31 宮城県立精神医療センター15126702

坂爪央佳 2025/08/31 (株)サクラファーマシー　なないろの里薬局13222119

佐賀利英 2028/03/31 日本赤十字社　石巻赤十字病院08101084

櫻井　友美子 2022/03/31 トミザワ薬局　松森店09208742

櫻井淳二 2023/03/14 東北医科薬科大学若林病院10117055
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佐古　史 2024/01/14 仙台徳洲会病院11119076

佐々木　一朗 2022/03/31 パール薬局　山元店09209093

佐々木　欣吾 2022/03/31 加茂ヘルスマート薬局09209143

佐々木　素直 2026/12/14 とことこ薬局　錦町店14224678

佐々木　千春 2028/03/31 ひかり薬局　福室09209508

佐々木　透 2022/04/14 日本調剤薬局　台原薬局10213963

佐々木　菜穂 2026/09/14 つばさ薬局14224144

佐瀬龍也 2028/03/31 中江グリーン調剤薬局09208546

佐藤　恵理子 2023/05/31 仙台徳洲会病院11117586

佐藤　小由美 2028/03/31 みやぎ保健企画つばさ薬局　長町店09207030

佐藤　丞 2027/12/14 JR仙台病院15126629

佐藤　美和子 2023/10/14 おいで薬局　仙台店11218386

佐藤勝則 2028/03/31 桜木薬局08204363

佐藤勝美 2028/03/31 東勝山調剤薬局09207315

佐藤香子 2028/03/31 仙台赤十字病院09106838

佐藤伸輔 2022/03/31 NTT東日本東北病院08102082

佐藤孝英 2028/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ長町南店09208106

佐藤貴仁 2026/10/31 荒町調剤薬局14224504

佐藤千春 2028/03/31 アップル薬局　川平店09207473

佐藤秀明 2028/03/31 株式会社TIPメディカル　あやし調剤薬局09206864

佐藤弘幸 2024/09/30 ひかり薬局　南小泉12220447

佐藤真凡 2028/03/31 塩釜市立病院08100366

佐藤政伸 2028/03/31 公立刈田綜合病院09112994

佐藤昌博 2028/03/31 塩竈市立病院08101956

佐藤光彦 2022/03/31 フロンティア薬局　広瀬店08200830

佐藤康雄 2022/03/31 仙台調剤薬局　大河原店09212289

佐藤祐子 2022/03/31 仙台調剤　白石店09212290

佐藤ユリ 2022/03/31 備蓄センター・エルム薬局河原町09209102

佐藤庸一 2028/03/31 大崎市民病院08101236

佐藤嘉恵 2024/01/14 もみのき薬局　長町店11119141

佐藤里佳 2022/03/31 マリーン調剤薬局　東口店09207192

佐野　由美子 2023/08/31 フロンティア薬局　広瀬店11218151

三文字　綾 2022/10/14 ひかり薬局台原店10215884

茂野　由紀子 2022/03/31 マリーン調剤薬局　桂島店08203306

茂野健司 2022/03/31 独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台病院08100666

宍戸　可成子 2027/04/30 東北医科薬科大学病院15125452

志田　満 2022/10/14 ひかり薬局　大学病院前調剤センター10215883

志田彰範 2023/09/14 みっと調剤薬局11218191

篠村五子 2026/12/14 仙台赤十字病院14124691

澁谷和彦 2022/03/31 (有)万石調剤薬局08200642

庄子　由実子 2022/03/31 トミザワ薬局蒲生店08202000

庄子郁子 2022/03/31 スマイル薬局　木町店09209367

庄子広恵 2028/03/31 八乙女薬局09212780

白田　朗 2028/03/31 カメイ調剤薬局　榴ヶ岡店09213102

菅　由里子 2022/03/31 あたごばし調剤薬局09209635

菅原　仁 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ利府店09207784

菅原逸平 2022/03/31 今秀薬局　中央店08200788

菅原浩介 2027/04/30 JCHO仙台病院15125427

菅原博道 2022/03/31 かえで調剤薬局08102305

菅原美保 2025/12/31 JCHO仙台病院13122900

鈴木　さとみ 2027/08/31 大崎市民病院15125938

鈴木　すみれ 2022/03/31 なの花薬局　エスパル仙台店09210688

鈴木　花 2026/11/30 市名坂薬局14224599

鈴木一正 2022/03/31 ひかり薬局　大学病院前調剤センター08202710

鈴木健悟 2025/08/31 マリーン調剤薬局　荒井店13222110

鈴木貴洋 2022/03/31 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院09110520

鈴木敏子 2028/03/31 医療法人徳洲会　仙台徳洲会病院08102144

鈴木智之 2028/03/31 アイベル薬局　大河原店08200909

鈴木訓史 2027/08/14 国立病院機構仙台医療センター15125907

鈴木仁志 2022/03/31 東北薬科大学病院08100756

鈴木宏彰 2028/03/31 石巻医薬品センター薬局09208622

鈴木康弘 2027/10/14 塩竈市立病院15126208

鈴木洋子 2022/10/14 日本調剤　東北大前薬局10215975

須藤高弘 2022/03/31 ひかり薬局　広瀬通り09207474

住吉英孝 2025/08/31 ウジエ調剤薬局　大宮店13222118

清藤広史 2028/03/31 （一社）みやぎ保健企画　つばさ薬局泉店09210706

瀬川千晶 2027/08/31 ヤマザワ調剤薬局荻野町店15225956

関口智子 2023/08/14 仙台医療センター11117997

関本裕子 2025/10/31 クオール薬局　しおがま店13222491

瀬戸　ひろ子 2023/04/30 カリン薬局11217433

瀬戸敏之 2022/03/31 カリン薬局08200676

瀬戸裕一 2022/05/14 コスモ薬局10214355

瀬野尾　千恵子 2023/10/31 ひかり薬局　東田中11218575

高城　宏 2022/03/31 (有)コスモスジャパン　たかぎ薬局　鹿妻店09209871

高木久志 2028/03/31 共創未来　木町薬局09212960

高沢雅和 2028/03/31 つるみ薬局　古城店09209960

高田秀之 2022/03/31 カリン薬局08204975

髙橋　聖 2022/10/14 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター10115930

髙橋和哉 2024/09/30 (有)メディファル　えんめい薬局12220403

髙橋克史 2026/08/31 仙台オープン病院14124050

髙橋克嘉 2028/03/31 調剤薬局　くりっぷ09107032

髙橋園江 2022/03/31 調剤薬局CASA＆08204083

髙橋敏紀 2022/03/31 東北公済病院09106672

高橋真紀 2028/03/31 みやぎ保健企画　つばさ薬局　古川店09211033

髙橋洋平 2023/03/14 仙台調剤薬局　あすと長町店10217090

髙橋　輪香子 2023/05/14 日本調剤　本町通薬局11217484

高日大介 2026/06/14 JR仙台病院14123712

武田知明 2028/03/31 一般財団法人厚生会仙台厚生病院09113464

田坂英久 2027/02/14 カメイ調剤薬局　在宅医療支援センター14124994

只野邦彦 2028/04/30 アップル薬局　川平店10214149

舘田明子 2028/03/31 フロンティア薬局青葉りんご店08201220

舘田要樹 2023/02/28 東北公済病院10116949

田中　江里子 2022/03/31 クオール薬局しおがま店09210290

田中　敏 2022/03/31 みやぎ県南中核病院08100334

田中　淳 2028/03/31 ひかり薬局　北四番丁09212389

田中明美 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ　南吉成店08205190

田中基子 2024/07/31 ブレイブ薬局　河原町店12219940

田邉文明 2025/09/14 JR仙台病院13122150

田野﨑　周子 2026/10/31 なの花薬局青葉中央店14224457

玉田　智 2022/06/14 大崎市民病院岩出山分院10114700

田村　淳 2028/03/31 大崎市民病院08104964

田村　美智子 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ　あすと長町店08203381

田村享子 2028/03/31 市名坂薬局09210345

田村幸男 2027/09/30 ウジエ調剤薬局　矢本店15226162

丹野佳郎 2022/03/31 石巻医薬品センター薬局09208623

千田　奈緒美 2027/03/31 一桝新生薬局15225186

千田利彦 2028/03/31 ほなみ薬局08203471

千野正之 2028/03/31 ヤマザワ調剤薬局　仙塩利府病院前店09206863

千葉栄治 2022/12/14 カメイ調剤薬局　松島店10216487

千葉貴志 2022/03/31 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院08105738

千葉晴彦 2027/09/30 八乙女薬局15226139

千葉洋一 2022/03/31 もみのき薬局　長町店08200609

千葉義広 2025/04/14 気仙沼市立病院13121400

附田　三恵子 2022/03/31 広瀬調剤薬局09209494

辻　佐和子 2022/03/31 台原ヘルスマート薬局09209620

土屋節夫 2022/03/31 東北薬科大学病院08100028

津谷　真記子 2022/03/31 ひかり薬局　八木山08200465

鶴谷將晶 2024/12/14 グレイス調剤薬局12220893

手代木　貴也 2022/03/31 えんめい薬局09207351

寺田直貴 2027/08/31 カメイ調剤薬局 動物公園前店15226000

十日市　文子 2022/03/31 東北大学病院08101819

土佐貴弘 2022/03/31 ㈱こぐま薬局09209066

飛沢　洋 2022/03/31 仙台調剤薬局　あすと長町店08203452

富永敦子 2025/12/14 調剤薬局ファイブエフ13222832

冨成京子 2022/03/31 リフレ薬局西多賀店09208431

豊田一貴 2026/09/30 アクト調剤薬局　松陽台店14224215

鳥海良隆 2025/07/14 仙台オープン病院13121803

内藤義博 2028/03/31 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター08104703

中井　啓 2028/03/31 宮城県立こども病院08102433

中井怜子 2022/03/31 医療法人ならの杜　たんぽぽクリニック08102416

中川猛之 2023/12/14 クオール薬局岩沼東店11218936

中里壮志 2023/05/14 泉中央調剤薬局11217504

長澤　譲 2023/04/14 仙台調剤薬局　せきのした店11217337

中嶋丈晴 2022/10/14 東北労災病院10116010

中山慶紀 2026/11/30 アイン薬局若林河原町店14224607

成瀬　聡 2022/03/31 日本調剤　塩釜薬局08203685

新沼佑美 2023/03/31 （一財）広南会　広南病院11117162

新原勝久 2022/03/31 カメイ調剤薬局　石巻店09210179

西村朋起 2023/03/14 エルム調剤薬局山田店10217059

西村康人 2028/03/31 国立病院機構　宮城病院08100746

二瓶隆一 2022/03/31 あいあい薬局08202714

沼倉廣幸 2027/11/30 (一社)石巻薬剤師会 会営女川薬局15226526

野上　佳奈子 2023/12/14 東北医科薬科大学　若林病院11118881

畠山綾子 2025/02/28 仙台市立病院12121226

畠山耕平 2028/06/14 調剤薬局ツルハドラッグ　二十人町店10214674

畠山法己 2028/03/31 カメイ株式会社08206387

畑中貞雄 2022/05/14 医療法人永仁会　永仁会病院10114327

花沢良子 2023/03/14 おりーぶ薬局南大野田店10217070

早坂里実 2023/03/31 十日町調剤薬局11217147

林　佳奈 2028/03/31 公立刈田綜合病院09106850

原　直美 2028/03/31 ヤマザワ調剤薬局　宮城野原店09211151

東二町　裕子 2028/03/31 ヤマザワ調剤薬局　高砂店09209742

曵地久美 2022/03/31 いずみ薬局08201354

日野美穂 2023/08/14 東北労災病院11117979

平出浩二 2028/03/31 東町調剤薬局09209653

平澤道恵 2027/08/14 なの花薬局　南吉成店15225877

平間　由美子 2022/03/31 トミザワ薬局　人来田店09208284

吹谷　創 2022/03/31 トミザワ薬局利府店09210181
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福崎真崇 2024/09/30 （株）ヘルスマート　桜木薬局12220448

藤林幸代 2025/09/30 泉中央調剤薬局13222321

藤本英明 2027/08/31 仙台市立病院15125991

藤谷修平 2026/10/14 青葉中央オレンジ薬局14224420

布施克浩 2028/03/31 東北医科薬科大学病院09107314

布施史朗 2023/11/30 (株)アサヒ薬局南郷店11218776

星　忠寿 2023/01/14 カメイ調剤薬局　宮城野原店10216744

星野　淳 2023/05/31 東北厚生年金病院11117620

穂積史朗 2022/06/14 東北労災病院10114844

穂積壮一 2023/10/31 仙台市立病院11118602

堀内　諭 2026/11/14 仙台市立病院14124559

堀江　さなえ 2023/03/31 アイン薬局 台原店11217191

堀野　悠一郎 2023/01/31 みどり薬局刈田　病院前店10216823

袰岩靖子 2023/05/31 東北労災病院11117585

本郷明子 2028/04/14 日本調剤　台原薬局16227210

本田　弘 2028/03/31 一般財団法人厚生会仙台厚生病院09107982

本田和則 2028/03/31 大崎市民病院　08100404

本間　幹一郎 2028/03/31 エイブル調剤薬局09206951

前田祐輔 2028/03/31 (有)メディファル　北町薬局08204121

牧野聡子 2028/03/31 マリーン調剤薬局　落合店09209962

松浦綾子 2022/10/14 ひかり薬局大学病院前調剤センター10215886

松浦和範 2022/10/31 仙台徳洲会病院10116163

松浦邦明 2022/03/31 つばさ薬局08205745

松浦夏子 2022/03/31 宮城社会保険病院09111139

松田有里 2023/05/31 ヤマザワ調剤薬局中央店11217533

松本初美 2022/12/31 さくら薬局10116600

丸山　香代子 2028/04/30 仙台オープン病院10114156

三浦裕恵 2022/06/14 カメイ（株）　ファーマシー事業部10214690

三浦政之 2027/05/14 医療法人社団　仙石病院15125487

三浦礼子 2028/03/31 登米市立米谷病院08105553

三浦れん 2028/03/31 カメイ調剤薬局　高砂店09208277

水沼周市 2028/03/31 東北医療薬科大学病院08100848

三塚　奈穂美 2026/09/30 マリーン調剤薬局南光台中央店14224205

三原一恵 2022/03/31 まごころ調剤薬局田子西店09206964

宮内康夫 2028/03/31 東北医科薬科大学　若林病院08102014

宮城昭一 2022/03/31 国家公務員共済組合連合会東北公済病院09107490

武者　栄美子 2022/04/30 東北医科薬科大学若林病院10114207

武藤　巧 2022/10/14 調剤薬局とみざわてん10215914

村井　ユリ子 2022/03/31 東北大学病院09110793

村尾香織 2024/01/31 ヤマザワ調剤薬局仙塩利府病前店11219231

村岡史一 2025/08/31 日本調剤 東北大前薬局13222124

村尾知彦 2026/01/31 宮城県立がんセンター13123105

村上　あや子 2028/03/31 つばさ薬局　長町店09209308

村上　淳 2028/03/31 特定医療法人東北会　東北会病院09113311

森　英輔 2022/09/30 エルム調剤薬局　山田店10215868

森　雅之 2023/10/31 仙台オープン病院11118545

森川昭正 2028/03/31 調剤薬局　ふぁるまブリエ08201684

森村順子 2022/03/31 ひかり薬局　大学病院前調剤センター08202708

八下田　涼太 2023/12/31 カメイ調剤薬局愛子店11219062

八島武士 2027/03/14 丸森町国民健康保険　丸森病院14125135

矢田充男 2028/03/31 国立病院機　仙台医療センター09109354

矢部典子 2022/03/31 ふたば調剤薬局08206077

山内　昂 2027/05/14 宮城厚生協会　坂総合病院15125466

山上忠克 2028/03/31 仙台調剤薬局大﨑店09212554

八巻一彌 2022/03/31 柳生調剤薬局08206146

山口　浩 2025/08/31 調剤薬局ツルハドラッグ　南吉成店13222111

山田　久美子 2022/03/31 クオール薬局 こづる店09210721

山田卓郎 2022/03/31 さんた薬局09213099

湯本隆英 2028/03/31 仙台クローバー薬局08200837

吉沢　淳 2022/03/31 リフレ薬局　塩釜店09211016

吉田　真貴子 2028/03/31 国立大学法人　東北大学病院09107278

吉田香苗 2028/03/31 ひかり薬局　小田原08202707

吉田忠弘 2022/03/31 いづみ薬局08201491

吉中千佳 2023/03/14 東北大学病院10117104

吉原優子 2023/08/14 涌谷町国民健康保険病院11118003

米岡賢造 2022/04/30 美里町立南郷病院10114072

米谷匡史 2022/03/31 （株）ファーコス　ハーブ薬局09208596

若山陽平 2025/06/30 (株)メイミット　かえで薬局富沢西店13221709

渡邊卓嗣 2024/10/14 東北労災病院12120514

渡辺昌子 2027/05/31 東北医科薬科大学病院15125547

和地稔枝 2022/03/31 東北公済病院09111603
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赤平広子 2028/03/31 雄勝調剤薬局09207834

秋本　貴 2022/03/31 すずらん薬局09208883

阿部充弘 2028/04/30 大曲厚生医療センター10114179

安保和彦 2028/03/31 大曲調剤薬局09207237

安保文恵 2028/03/31 秋田県厚生連 かづの厚生病院08105722

石川秀明 2022/03/31 (株)ファーマックス　由利調剤薬局08201340

石田幸子 2024/01/31 平鹿調剤薬局　中央店11219258

泉　香里 2024/01/14 薬局エール大学病院前店11219126

泉谷　興 2028/03/31 羽後調剤薬局08203309

一関　美江子 2026/12/14 秋田県立循環器・脳脊髄センター14124708

伊藤紫野 2022/03/31 JA秋田厚生連秋田厚生医療センター08105071

井上文子 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ　東通店08203552

今立和宏 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ　湯沢大町店08201355

今野正樹 2026/08/14 市立秋田総合病院14123946

岩川　千香子 2025/03/31 ファーマックスくぼた薬局13121385

岩川牧子 2028/03/31 （株）アミック　中通六丁目薬局08203582

打矢美好 2028/03/31 由利組合総合病院08103233

遠藤　真喜子 2025/03/14 （株）メディハーツ　すずらん薬局厚生医療センター前店12221318

遠藤征裕 2022/03/31 由利組合総合病院08103415

大坂悦人 2028/03/31 外旭川いわま薬局08201090

太田　久美子 2028/03/31 株式会社タカハシ薬局 樹海店08204987

岡部　光 2026/10/14 クオール薬局湯沢表町店14224374

小川信二 2028/03/31 JA秋田厚生連　北秋田市民病院09108408

小川由香 2022/06/14 すずらん薬局厚生医療センター前店10214808

加賀谷　英彰 2028/03/31 秋田大学医学部附属病院09108011

加藤浩三 2022/03/31 みさき調剤薬局09208870

金沢久男 2028/03/31 ひない調剤薬局09207787

鎌田　弘 2028/03/31 (株)サノ・ファーマシー09212406

川久保　憲 2028/05/14 中央薬局16227282

川島和典 2022/03/31 こまち調剤薬局　太田店09210850

川田智広 2022/03/31 大曲ひまわり薬局08202652

菊地淳子 2022/03/31 湖東総合病院09111694

木戸英樹 2028/03/31 （社）秋田県薬剤師会　会営薬局のしろ09208099

木村昭文 2022/03/31 きむら薬局09208273

木村正行 2028/03/31 能代厚生医療センター09109206

京野　誠 2025/08/14 さくらいわま薬局13221938

工藤　美紀子 2022/03/31 佐野薬局　原の町店09212811

工藤和彦 2024/05/14 秋田県立脳血管研究センター12119653

工藤慶子 2022/09/14 山王佐野薬局10215679

工藤志保 2022/04/14 ホテヤ薬局　いとく店10213961

工藤知世 2022/03/31 のしろ佐野薬局09111817

工藤智子 2022/03/31 北秋調剤薬局　鷹巣店09211782

工藤直嗣 2022/03/31 秋田厚生医療センター09106657

国安美和 2022/03/31 大曲厚生医療センター08101181

栗山　眞太郎 2025/02/28 佐野薬局中央店12221215

黒沢光春 2024/06/30 (有)黒沢薬局12219844

黒澤美喜 2028/03/31 秋田赤十字病院09107876

小瀧和浩 2022/03/31 (株)ファーマックス　薬事部08205670

後藤敏晴 2022/03/31 秋田県立脳血管研究センター09108397

後藤康晴 2024/08/14 市立秋田総合病院12120108

小林将人 2022/03/31 市立秋田総合病院08103398

小林美歩 2025/07/14 アイランド薬局　広面店13221829

小松　真紀子 2028/03/31 秋田みなみ会営薬局08206066

小松田　徹 2022/03/31 JA秋田厚生連大曲厚生医療センター09108635

小松田　靖人 2022/03/31 浜町調剤薬局08204644

近藤廣樹 2022/03/31 さわやか薬局　新屋店09208300

齋藤　梢 2025/04/14 秋田赤十字病院13121417

齋藤　淳 2022/03/31 アイリス薬局09210600

齊藤　伸 2026/03/31 秋田県立循環器・脳脊髄センター14123356

斉藤勝裕 2027/11/14 大館市立総合病院15126425

齊藤拓哉 2022/03/31 薬局エール　大学病院前店08203583

斉藤直子 2022/05/31 池田薬局　つるまい店10214602

佐賀　志保子 2027/08/14 アルヴェ　いわま薬局15225913

佐久間　雅文 2022/03/31 共創未来　能代薬局09209122

櫻庭　実穂子 2022/03/31 株式会社タカハシ薬局常盤木町店08204952

佐々木　克也 2028/03/31 秋田大学医学部附属病院08100603

佐々木　香 2028/03/31 （株）ファーマックス　由利調剤薬局09207406

佐々木　智 2022/03/31 (株)ファーマックス雄勝調剤薬局中央店08201341

佐々木　英美 2022/03/3108200949

佐々木　洋子 2022/03/31 市立横手病院09109363

佐藤　英 2022/03/31 いずみメイプル薬局09212466

佐藤　せい子 2028/03/31 ホテイヤ調剤薬局08200823

佐藤雅浩 2022/03/31 すずらん薬局　09206899

佐藤悠太 2026/08/31 能代山本医師会病院14124018

佐藤由佳 2028/03/31 由利調剤薬局09207393

佐藤美子 2028/03/31 ㈱タカハシ薬局　清水町店09207293

篠田和人 2026/11/30 秋田県立循環器・脳脊髄センター14124594

島田　いく子 2025/12/14 秋田労災病院13122831

庄司　学 2022/03/31 秋田大学医学部附属病院08103546

白川久志 2026/08/14 河畔薬局 秋田店14223938

進藤志穂 2022/05/14 中通総合病院10114445

進藤瑞恵 2023/12/14 佐野薬局　中央店11218861

菅原馨悟 2028/02/28 大館市立総合病院15126933

鈴木香也 2024/09/14 秋田みなみ会営薬局12220320

鈴木健一 2023/04/30 市立角館総合病院11117404

瀬川卓哉 2022/03/31 株式会社サノ・ファーマシー　佐野薬局八橋大畑店09208433

高橋　幸 2028/03/31 JA秋田厚生連　北秋田市民病院08106291

高橋敦子 2022/03/31 ㈱タカハシ薬局三の丸店08201948

高橋一行 2022/03/31 たんぽぽ薬局08200619

髙橋孝一 2027/09/30 八橋佐野薬局15226127

高橋久樹 2028/03/31 雄勝中央病院09113503

高橋真理 2028/03/31 山王佐野薬局08200349

髙橋佑美 2022/12/31 中通調剤薬局10216631

高谷浩英 2022/03/31 仙北調剤薬局09208474

田口　伸 2022/03/31 秋田赤十字病院09108008

辰　徳子 2022/03/31 すずらん薬局　港北店09208327

田中　遼 2027/11/14 社会医療法人明和会　中通総合病院15126385

谷藤　由美子 2026/03/31 平鹿調剤薬局　中央店14223337

千葉秀美 2024/02/14 ファーマックスあきた薬局11219267

寺田直子 2026/09/14 薬局エール大学病院前店14224099

寺田由佳 2022/03/31 オリーブ薬局08202907

戸舘輝人 2028/03/31 JA秋田厚生連　かづの厚生病院09108729

戸松大輔 2028/03/31 赤玉薬局　八竜店09210933

中居　肇 2022/03/31 大館市立総合病院09107621

中嶋晶子 2026/08/14 雄勝調剤薬局14223933

中野陽子 2025/08/14 平鹿調剤薬局　東店13221952

中村　信太郎 2022/03/31 （株）ファーマックス　仙北調剤薬局08202333

南雲徳昭 2022/03/31 市立秋田総合病院08103840

袴田淳子 2026/09/14 会営薬局のしろ14224096

平井邦雅 2025/12/31 いちご調剤薬局13222930

平泉　美奈子 2024/07/31 JA秋田厚生連秋田厚生医療センター12119974

平泉達哉 2024/07/31 由利組合総合病院12119973

平澤恵一 2028/03/31 秋田みなみ会営薬局09211853

古川　佳奈子 2022/03/31 雄勝中央病院09112577

細谷　彌智之 2022/06/14 北秋田市市民病院10114669

堀野　玄 2024/09/14 追分佐野薬局12220363

本間　章 2022/03/31 ファーマックス　かづの薬局08201339

松田　三千代 2028/03/31 雄勝調剤薬局08203428

松野匡博 2022/03/31 あおば調剤薬局　羽後店08203429

松本健志 2028/03/31 わかみハート薬局09209015

三浦広子 2026/11/14 すずらん薬局厚生医療センター前店14224516

三浦昌朋 2028/03/31 秋田大学医学部附属病院08100146

三ツ本　浩章 2022/04/14 クオール薬局湯沢店10213959

峰松　繁 2022/03/31 （有）今薬局09207147

宮田　香 2022/03/31 (株)ファーマックス　薬事部09208884

武藤　浩 2028/03/31 株式会社アミック　中通調剤薬局09207236

八代佳子 2028/03/31 秋田県立循環器・脳脊髄センター09112282

安田哲弘 2022/03/31 雄和薬局09209154

山田克徳 2022/03/31 佐野薬局　花園店09208381

吉岡明子 2028/03/31 秋田みなみ会営薬局08206069

吉田裕一 2022/03/31 社会医療法人明和会中通総合病院09107328

渡部　仁 2022/06/14 大曲みよし薬局10214841

渡辺優子 2022/03/31 すずらん薬局　厚生医療センター前店09208032



氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

認定実務実習指導薬剤師　更新者名簿（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

青木智聡 2022/03/31 カイエイ薬局09207950

赤尾　眞 2023/10/14 米沢市立病院11118397

安食俊輔 2024/08/14 金山調剤薬局12220052

芦埜和幸 2028/03/31 公立学校共済組合　東北中央病院08103788

阿部　美智子 2022/03/31 ラパス調剤薬局酒田南店08205257

安部一弥 2026/04/14 公立置賜総合病院14123496

阿部光春 2022/03/31 (有)瀬尾薬局　駅東店08204736

荒木正典 2022/03/31 ヤマザワ調剤薬局　木の実町店09108097

池上直樹 2025/07/31 あくあ調剤薬局13221837

生澤俊朗 2028/03/31 アーク調剤薬局　県立中央病院前店09211552

石田真也 2026/04/30 カメイ(株)14223552

泉妻宏治 2022/03/31 公立置賜総合病院08100216

伊藤　亜希子 2028/03/31 おおてまち薬局09209682

伊藤　優 2024/10/31 ヤマザワ調剤薬局上山店12220661

伊藤秀悦 2028/03/31 医療法人篠田好生会　篠田総合病院08105741

伊藤順子 2022/03/31 スマイル薬局　桜田店08200337

伊藤史博 2028/03/31 おおてまち薬局09209613

伊藤基江 2028/03/31 米沢市立病院09107752

海上　恵理子 2022/03/31 アイン薬局　県立中央2号店08205726

海野啓太 2026/01/14 萬屋薬局かみの山店13222988

越前　聡 2022/11/30 ファーコス　うわまち薬局10216373

海老原　光孝 2022/03/31 山形大学医学部附属病院08104197

大川賢明 2022/03/31 （医社）山形愛心会　庄内余目病院09108509

太田　香 2022/03/31 医療法人徳洲会　山形徳洲会病院09108477

大橋史広 2022/03/31 舟形調剤薬局09212681

丘　龍祥 2028/03/31 山形大学医学部附属病院08104582

岡部　弘 2023/07/31 (有)クスリのフレンズ　湯田川店11217885

押切　佳代子 2026/01/14 北村山公立病院13122940

小角哲也 2022/03/31 コスモス調剤薬局09209241

笠原靖幸 2023/10/14 コスモス薬局　新町店11218364

加藤邦男 2022/03/31 宮内さくら調剤薬局09111361

金子俊幸 2022/03/31 小白川至誠堂病院09108881

鎌田敬志 2028/03/31 鶴岡市立庄内病院09108633

鎌田恵美 2022/03/31 鈴川調剤薬局09212555

河合　慎之介 2028/03/31 ゆう薬局　西高前店09207874

菊池和彦 2027/12/31 国立病院機構 山形病院15126730

岸野哲浩 2028/06/30 陵南調剤薬局10215063

国井　健 2023/01/14 北村山公立病院10116654

黒田真哉 2022/03/31 ヤマザワ調剤薬局　天童鍬の町店09206808

江目英司 2028/03/31 谷地調剤薬局09207938

国分洋治 2026/08/14 トレーフルなりさわ調剤薬局14123983

小関　環 2023/01/14 山形県立中央病院10116696

小竹美穂 2027/10/14 地方独立行政法人山形県酒田市病院機構　日本海総合15126196

小林　祥一郎 2022/06/30 ひらた町調剤薬局10215061

小松秀一 2022/03/31 樫の木薬局　あかねヶ丘店09207642

小松ルミ 2028/03/31 ファルマやまがた　ひまわり薬局09209108

小山洋和 2028/03/31 なりさわ西調剤薬局09206525

近藤　八重子 2022/03/31 杏仁薬局09207263

西條　将 2023/01/31 ハート調剤薬局馬場町店10216830

櫻井　可奈子 2022/03/31 霞城薬局08202363

佐々木　陽平 2026/09/30 ふれあい薬局14224182

笹原朋子 2027/10/31 ファーコス薬局　うわまち15226314

佐谷　三和子 2022/03/31 すみら調剤薬局　小白川店08205445

佐藤　導 2022/03/31 鶴岡市立庄内病院09108634

佐藤恵美 2028/03/31 ファルマネット山形　ひまわり薬局08204335

佐藤一子 2022/03/31 あらた調剤薬局　山形嶋店08206016

佐藤茂樹 2022/03/31 あかしや薬局　錦町店09208439

佐藤貴大 2022/03/31 鶴岡協立病院09112559

篠田太朗 2022/03/31 あかね薬局09209208

島崎尚弧 2028/01/31 うさぎ森薬局15226796

清水　裕 2026/12/31 カメイ調剤薬局　馬見ヶ崎店14224790

清水博康 2025/12/14 ハート調剤薬局　漆山店13222758

庄司　平 2022/03/31 株式会社コスモス薬局西田店09212995

庄司喜恵 2028/03/31 山形県立新庄病院08104951

新藤　志津子 2028/03/31 杏仁薬局09211584

菅井博文 2023/03/31 山形県立中央病院11117190

菅井祐子 2023/02/14 ファルマやまがた　ひまわり薬局10216929

菅原拓也 2028/03/31 山形市立病院済生館08106051

鈴木　敦 2023/01/14 谷地調剤薬局10216739

鈴木　薫 2023/08/31 山形県立中央病院11118042

鈴木純一 2022/03/31 ヤマザワ大学病院前調剤薬局09206959

鈴木千晴 2028/03/31 ツルオカ薬局病院前店09207346

須藤由洋 2024/03/31 いちばん町薬局12219493

瀬尾　綾 2023/08/14 (有)瀬尾薬局駅東店11218016

関口徳志 2026/02/14 山形市立病院済生館13123119

関根隆史 2022/03/31 国立病院機構米沢病院09111826

相馬直記 2028/03/31 三友堂リハビリテーションセンター09108230

高橋和枝 2028/03/31 山形県立中央病院08101498

髙橋信明 2024/03/14 山形大学医学部附属病院11119407

髙橋功子 2022/03/31 医療法人社団　円心会　吉岡病院08203855

髙橋真己 2022/03/31 医療法人健友会　本間病院09109054

高橋嘉彦 2022/03/31 ぴーく調剤薬局　小姓町店08200657

竹田　勉 2028/03/31 （有）アイ･イー　コアラ薬局08100217

武田　真美子 2022/03/31 ヤマザワ調剤薬局　木の実町店09207320

武田直子 2022/03/31 山形県立河北病院08104228

竹屋美紀 2022/03/31 コスモス薬局　湯野沢店08206106

常川　渉 2028/03/31 萬屋薬局　七日町店09208353

富樫敦子 2026/03/14 鶴岡市立荘内病院13123282

富樫健一 2022/03/31 (株)カイエイ薬局08206376

長井忠男 2028/03/31 ゆう薬局　美咲店08200889

成田　さと子 2022/03/31 日本海総合病院08205258

成田康之 2022/11/30 日本海総合病院10116465

新田幸男 2022/03/31 ほんまる調剤薬局08203308

延川正雄 2028/03/31 山形市立病院済生館08105755

羽太光範 2022/03/31 山形済生会病院08102336

廣瀬　諭 2022/03/31 天童温泉　篠田病院09109399

福島雅幸 2023/01/31 あおば薬局10216772

古郡康宏 2022/03/31 かみのやま調剤薬局　病院前店08205375

星　利佳 2028/03/31 ほし薬局09213061

堀川俊幸 2023/03/31 イオンドラッグ米沢店11217265

本田　徹 2028/03/31 あらき調剤薬局09210140

真壁純子 2022/03/31 医療法人社団小白川　至誠堂病院08104364

眞木秀子 2026/01/14 社会福祉法人恩賜財団済生会　山形済生病院13123024

松田尚子 2026/12/14 米沢市立病院14124711

丸山　奈緒子 2026/03/14 鶴岡ひまわり薬局13223280

宮崎衛江 2028/03/31 公立学校共済組合　東北中央病院09107883

矢野寛和 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ酒田曙町店09210564

矢吹清治 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ　中桜田店09208532

山﨑秀夫 2028/03/31 ヤマザワ調剤薬局　県立中央病院前店09208718

山澤真之 2028/03/31 あんず調剤薬局08100874

山田一寿 2022/03/31 おおいしだ調剤薬局09211558

山田真人 2022/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ　東根神町店09208915

結城正幸 2022/03/31 山形県立河北病院09109426

和田幸治 2022/03/31 済生会　山形済生病院08102909

渡邊　茂 2028/03/31 米沢市立病院09109041

渡部貴子 2023/10/31 アイン薬局　県立中央店11218527

我孫子　幸 2027/04/30 アイン薬局　米沢駅前店15225436



氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

認定実務実習指導薬剤師　更新者名簿（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

會川守重 2022/03/31 薬局タローファーマシー　上荒川店09212299

青木拓也 2026/07/14 竹田綜合病院14123840

赤津秀幸 2025/10/31 くすのき薬局13222537

赤津雅美 2023/02/14 アイル薬局　住吉店10216873

秋元　典 2022/03/31 まちの薬局　扇町店08204833

阿部　崇 2028/03/31 阿部調剤薬局08201863

阿部　亨 2022/03/31 （医）明信会　今泉西病院08105342

安部一秀 2027/11/30 太田熱海病院15126519

阿部聡美 2022/09/14 いわき市医療センター10115757

阿部真也 2025/07/31 調剤薬局ツルハドラッグ　郡山駅東店13221892

阿部友大 2026/01/14 アップル薬局　相馬店13222998

荒井信二 2022/03/31 国立病院機構　福島病院08101971

荒木鷹広 2028/01/31 高越薬局15226837

荒沢直弘 2028/03/31 薬局タローファーマシー　高専前店08204290

安齋達也 2022/04/14 寿泉堂香久山病院10114052

安藤朗人 2028/03/31 (株)くすりのマルト調剤薬局遠野店09211341

安藤潤子 2025/10/31 コスモ調剤薬局　平中央店13222526

飯塚裕子 2022/03/31 シンシロ薬局09211174

五十嵐　暁子 2028/03/31 公立学校法人　福島県立医科大学附属病院09111194

猪狩千惠 2028/03/31 財団法人磐城済世会　松村総合病院08102827

猪狩政則 2028/03/31 一般財団法人　脳神経疾患研究所附属総合南東北病院09110393

池田　寛 2022/03/31 アイランド薬局　丸田店09209210

井家賢智 2025/09/30 ウイン調剤みなみ通り薬局13222295

石井　望 2028/03/31 武田薬局　松ヶ岡店09207378

石井博美 2028/03/31 中央台鹿島薬局09210334

石川智則 2022/03/31 あい調剤薬局　本宮店09210217

石川陽子 2028/03/31 会津中央病院09111440

石澤洋史 2028/03/31 （有）しみず薬局　しのぶヶ丘店09207330

石原麻理 2022/03/31 白河厚生総合病院09111048

石山　光 2025/08/31 北福島医療センター13222079

伊藤　巌 2028/04/30 医療法人慈久会　谷病院16127232

伊藤　ひとみ 2028/02/14 きたあいづ薬局15226922

伊藤勝宏 2022/03/31 アップル薬局　八木田店09208167

稲川　ひろみ 2022/03/31 (株)広野薬局08203500

今村　亜矢子 2025/10/14 光栄薬局　川原田店13222370

井本剛史 2022/03/31 一般財団法人　大原綜合病院09110804

岩井良祐 2022/03/31 スマイル調剤薬局　宮の杜店08205520

岩崎泰明 2028/06/14 寿泉堂綜合病院10114653

岩澤　瞳 2023/12/31 ファーコス薬局めぐみ11219035

氏家弘敬 2022/06/14 フジ薬局横塚店10214702

薄　大介 2025/12/31 (有)しみず薬局　南中央店13122873

内田優子 2026/09/30 アップル薬局　掛田店14224177

梅澤素子 2028/03/31 ほばら薬局鎌田店09213129

梅津　由紀子 2026/09/30 舞子浜病院14124288

梅津健一 2028/04/14 アイル薬局　平店10214033

浦山弘道 2028/03/31 クオール薬局　せのうえ店09212338

江尻直紀 2028/03/31 みのり薬局08205769

江藤健夫 2026/09/30 公立岩瀬病院14124295

魵澤　千恵子 2028/03/31 阿部調剤薬局08205216

遠藤　きよ子 2022/03/31 ぷらんたん薬局09207354

遠藤一江 2022/06/30 寿泉堂綜合病院10114930

遠藤順子 2022/03/31 渡辺薬局08202826

遠藤久江 2028/03/31 ファーコス薬局　メロディー09210752

大河原　明美 2022/03/31 調剤薬局ミッテル　大槻店09207286

大澤秋恵 2027/11/30 医療生協わたり病院15126564

大島　理英子 2028/03/31 公立藤田総合病院09110305

大関拓也 2026/12/31 みどり調剤薬局14224797

大竹　左知子 2022/03/31 一般財団法人温知会　会津中央病院08102730

大田康二 2026/10/14 くすりのマルトいわき市医療センター前店14224388

大原美里 2022/04/14 総合メディカル株式会社　そうごう薬局　本宮店10214016

大平絵美 2022/03/31 渡辺病院09110891

大宮琢洋 2028/03/31 さくら調剤薬局09212594

大森洋子 2022/03/31 クオール薬局　福島黒岩店08202173

大谷　さとみ 2028/03/31 ひかり薬局　香久池08202701

大和田　政光 2022/03/31 (株）くすりのマルト調剤薬局谷川瀬店09210868

荻野訓秀 2028/03/31 福島労災病院08101237

小﨑恵美 2027/02/28 JA福島厚生連　塙厚生病院14125060

小澤志保 2022/03/31 ファーマライズ薬局　飯盛店09211154

小野正弘 2028/01/14 いわき市医療センター薬局15126761

小原容子 2028/03/31 ほうらい薬局09213234

笠原達也 2022/03/31 医療法人落合会　東北病院09106902

鍛治内　大輔 2028/03/31 ふたば薬局　笹谷店09210737

樫村　薫 2026/05/31 会津医療センター附属病院14123651

柏原正美 2027/01/14 クオール薬局　よつば安積店14224839

勝田文恵 2027/11/14 ひかり薬局　中町15226401

加藤春一 2028/03/31 加藤薬局08201278

加藤大樹 2028/03/31 加藤薬局09212926

加藤貴明 2028/03/31 福島県立医科大学会津医療センター08100042

加藤博信 2028/03/31 あいあい薬局　門田日吉店09208534

金澤　忠 2022/04/30 調剤薬局ミッテル桑野店10214300

金成みき 2022/05/31 ウイン調剤薬局　植田店10214639

鹿又美華 2026/10/14 一般財団法人大原記念財団　清水病院14124434

上平　美穂子 2022/03/31 福島労災病院09107844

亀田　智香子 2022/04/30 白河厚生総合病院10114159

鹿山　香 2022/06/30 アイン薬局　南相馬東店10215011

唐橋勝彦 2022/07/14 福島労災病院10115201

川瀬　肇 2022/04/30 くすのき薬局10214197

菅野　亜希子 2028/03/31 クオール薬局南沢又店09212723

菅野　奈緒美 2028/03/31 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院09207026

菅野　由美子 2028/03/31 あさい調剤薬局　桑野店09208902

木下　悟 2022/03/31 医療法人菅波病院09106549

木村純子 2027/11/30 公益財団法人ときわ会　常磐病院15126548

草野　元 2028/03/31 いわき市医療センター08101357

草野幸二 2022/03/31 伸裕会　渡辺病院08104238

草野昌典 2022/07/14 パルム薬局　いわき店10215270

椚山典子 2022/03/31 なの花薬局　北矢野目店08203918

久保田　希 2022/03/31 ウイン調剤薬局　白河店08201624

久保美保 2026/10/14 ほうらい薬局14224415

熊川　由紀子 2028/03/31 共創未来　相馬薬局09206977

久米本　友美子 2022/03/31 南相馬市立総合病院08105525

黒田和宏 2027/12/31 クオール薬局 郡山北店15226709

桑名　さゆり 2024/08/31 アイランド薬局　大町店12220140

児島知敬 2026/09/30 きたあいづ薬局14224200

児玉真希 2027/03/31 アイランド薬局15225267

五ノ井　由美子 2026/10/31 公立岩瀬病院14124506

小林孝史 2026/01/31 ファーコス薬局　つくし13223070

小針幸樹 2028/03/31 あさか調剤薬局09210883

小室幹男 2022/03/31 医療法人　明精会　会津西病院08104449

小森亮子 2022/08/14 いわき市医療センター10115406

齋藤京之 2025/06/30 アクト調剤薬局　笹谷店13121750

齊藤賢一 2028/03/31 ふたば薬局　藤田店08205951

斎藤剛志 2028/03/31 枡記念病院16127143

齊藤直美 2028/03/31 公立藤田総合病院09110663

齋藤雅昭 2022/03/31 ひかり薬局　桑野四丁目08204834

斎藤真澄 2026/12/31 社会医療法人あさかホスピタル14124763

齋藤隆介 2026/10/14 竹田綜合病院14124367

早乙女　浩之 2025/12/14 ときわ会　常盤病院13122746

酒井理香 2028/03/31 竹田綜合病院08101704

坂田　修 2028/03/31 くすりのマルト調剤　鳥居店09212623

坂本　有里枝 2028/03/31 保原薬局本店09210830

佐川　和賀子 2022/03/31 コスモ調剤薬局　万世店09210341

佐川理恵 2028/03/31 公益財団法人　星総合病院08104983

佐久間　利信 2028/03/31 コスモ調剤薬局　大町店08203794

桜田光徳 2022/03/31 保原薬局　08202885

佐藤　由紀子 2028/03/31 コスモ調剤薬局　緑ヶ丘店08203223

佐藤明美 2022/03/31 薬局タローファーマシー　四倉店09212300

佐藤勝博 2023/08/14 あづま脳神経外科病院11117977

佐藤功二 2027/10/31 エール薬局　栄町店15226365

佐藤伸哉 2027/05/14 きよはし薬局　駅前店15225471

佐藤宏美 2022/03/31 ファーマライズ薬局泉店08106358

佐藤博泰 2025/04/30 ふたば薬局藤田店13221517

佐藤雅紀 2026/03/31 公益財団法人　ときわ会　常磐病院14123348

佐藤優子 2022/04/14 アップル薬局　八木田店10213875

三本松　周 2022/03/31 公立岩瀬病院09111367

塩川秀樹 2028/03/31 竹田綜合病院08103004

志賀浩光 2028/03/31 公立相馬総合病院08104722

四家　眞理子 2022/03/31 くすりのマルト調剤薬局上湯長谷店08201217

宍戸恵美 2022/03/31 ファーマライズ薬局　蒲田店09206935

島貫英二 2028/03/31 クオール薬局野田町店08202665

島貫大介 2028/04/14 丸善薬局16227153

下山田　博久 2028/03/31 あいセンター薬局08200230

庄司俊雄 2022/03/31 しらゆり調剤薬局09207500

白石丈也 2028/03/31 有限会社メディックス白石　けや木薬局08201072

白石佳久 2028/03/31 呉羽総合病院08101238

白土美紀 2022/03/31 （株）くすりのマルト調剤事業部君ヶ塚店08201922

菅原秀樹 2024/04/14 調剤薬局ミッテル開成店12219539

菅野友美 2025/10/14 クオール薬局郡山店13222403

鈴木　美起子 2022/03/31 ひかり薬局　郡山駅前09210499

鈴木　ゆきえ 2028/03/31 いわき市医療センター09109981

鈴木淳之 2023/04/30 ファーコス薬局ドレミ11217415

鈴木隆広 2028/03/31 社団医療法人養生会　かしま病院09109520

鈴木智博 2024/10/31 総合南東北病院12120609

鈴木優佳 2027/03/14 公立大学法人福島県立医科大学附属病院14125120

鈴木涼子 2028/03/31 一般財団法人　温知会　会津中央病院08104350

関　泰則 2022/06/30 (有)しみず薬局　保原店10214974

関　祐子 2022/03/31 コスモ調剤薬局　蓬莱店09213243

瀬谷典史 2022/03/31 あさひ調剤薬局いわき店09211080

先崎　敬 2022/03/31 （株）くすりのマルト調剤薬局みやま共立病院前店09208429
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仙波奈美 2025/11/30 JA福島厚生連　坂下厚生総合病院13122656

園部　稔 2022/03/31 あさい調剤薬局08205200

染谷一孝 2028/03/31 くすのき薬局09206743

髙橋　まり子 2022/03/31 ぷらんたん薬局09212726

髙橋浩子 2028/03/31 奥羽大学歯学部附属病院08102549

高橋正晃 2022/03/31 調剤薬局ミッテル　安積店08203960

髙橋優司 2022/03/31 坂下厚生総合病院09107308

高橋由香 2028/03/31 一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病08103881

髙橋慶彦 2027/01/14 つるが薬局14224834

高橋良介 2027/01/31 武田薬局　中町店14224938

高畑　由紀子 2025/08/31 クオール薬局郡山2号店13222096

竹内正人 2026/01/31 自由ヶ丘調剤薬局13223060

竹下　真紀子 2022/03/31 ニュータウン薬局08201460

田崎政則 2028/03/31 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院08105218

田尻慎吾 2025/09/30 エール薬局　日和田店13222313

但野一博 2022/03/31 調剤薬局けやき　原町店09208867

只野則彦 2022/06/30 パーム薬局　泉町店10215029

田中　洋 2022/03/31 クオール薬局　福島店09207188

田中茂子 2022/03/31 医療生協わたり病院09107548

田中英嗣 2026/09/30 公益財団法人　会田病院14124203

田中政俊 2022/06/14 みずき薬局10214649

玉川一成 2022/03/31 たむら市民病院09107872

千葉靖子 2022/04/30 みどり調剤薬局町東店10214169

照沼保徳 2028/04/30 労働者健康安全機構　福島労災病院10114233

戸板一生 2022/03/31 コスモ調剤薬局　平中央店08106029

富樫昌子 2028/03/31 ひかり薬局　西ノ内09210751

斗蔵　勲 2022/03/31 JA福島厚生連　白河厚生総合病院08104619

中島　聖 2028/03/31 コスモ調剤薬局　島店09210796

永島一明 2027/11/14 ひかり薬局　桑野15226400

中瀬潤子 2022/03/31 オレンジ薬局　湯本南店08201571

中野義文 2022/03/31 葵調剤薬局湯本店09207726

中村華乃 2028/03/31 寿泉堂綜合病院09112919

野口和孝 2022/03/31 小名浜生協病院08105311

野地　弘之利 2026/10/31 アポロメディカルホールディングス株式会社　　関船薬局14224490

野中聡美 2028/03/31 トリム薬局　山鹿店08203971

野村英範 2022/03/31 富田の社薬局09111163

髙橋則男 2022/03/31 奥羽大学歯学部附属病院08105904

芳賀浩孝 2028/03/31 福島アフターケア協会大河内記念病院09106862

橋浦　由記子 2022/03/31 ファーマライズ薬局08206044

橋本恵子 2022/03/31 フジ薬局　鶴見坦店08201801

橋本文枝 2026/12/31 公立岩瀬病院14124809

橋本典代 2028/03/31 調剤薬局ミッテル　開成店09213477

橋本麻智 2027/05/31 ベース薬局　西部店15225528

長谷川　祐一 2022/03/31 薬局タローファーマシー08206254

秦　圭資 2022/03/31 北福島医療センター08103710

畑　雅史 2026/11/30 調剤薬局ミッテル安積店14224595

濱田雅博 2026/03/31 さくら調剤薬局14223365

林　恵 2022/03/31 （株）くすりのマルト　調剤薬局08204271

秡川佳奈 2028/03/31 みなみ薬局　壱番店08204835

原田　繁 2028/03/31 クオール薬局　おおつき店08203024

半田和夫 2022/03/31 薬局はんだ08202355

比佐孝之 2028/03/31 公益財団法人磐城済世会　松村総合病院08105677

平岩重幸 2022/03/31 クオール薬局　矢吹本町店09212984

平賀　富美子 2028/03/31 ひかり薬局　郡山駅前09210753

平野康兵 2028/03/31 ひかり薬局　笹谷08202700

深瀬圭司 2028/03/31 のばら薬局09210572

藤島謙蔵 2027/02/28 あいあい薬局14225038

藤田　元 2023/12/31 （有）フジ薬局11218983

伏見康治 2028/03/31 コスモ調剤薬局　須賀川駅前店08205142

古川健司 2022/06/14 医療法人落合会東北病院10114651

保坂泰斗 2028/03/31 郡山調剤薬局　本宮店09211355

星　秀明 2022/03/31 白河厚生総合病院08104538

星　弘光 2022/08/31 呉羽総合病院10115647

星　守 2022/03/31 アイランド薬局08204920

堀田正博 2022/03/31 (株)くすりのマルト調剤薬局鳥居店09212653

堀　正信 2028/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ郡山駅東店09211645

本多和則 2022/03/31 （有)あやの薬局　運動公園店09209840

牧野輝子 2028/03/31 あいセンター薬局09213519

政井　学 2026/09/30 (有)タロサ　薬局タローファーマシー14224171

増子奈美 2026/09/30 コスモ調剤薬局　緑ヶ丘店14124187

増井大樹 2022/05/14 みのり薬局　東田店10214329

町野　紳 2028/03/31 まちの薬局　扇町店08205523

松木友治 2028/03/31 コスモ調剤薬局　南沢又店08202372

松﨑　登志子 2028/03/31 (株)くすりのマルト　調剤薬局　谷川瀬店08205545

松本　由利子 2022/03/31 さくら薬局　須賀川北町店08201269

松本　亘 2022/03/31 （株）ユモト薬局　上関店09206885

松本哲哉 2023/01/31 独立行政法人労働者健康安全機構　福島労災病院10116820

松本伸丈 2022/05/31 （有)みどり薬局10214570

松谷正美 2028/03/31 医療法人慈久会　谷病院08105912

三浦雅則 2022/03/31 げんじろう調剤薬局　船引店08203018

身崎　潮 2023/08/31 ひかり薬局　中町店11218045

三科龍平 2028/03/31 有限会社みはる調剤薬局09206904

水野靖久 2022/03/31 宝山堂薬局　おうぎ町店08203238

溝井武尊 2025/10/31 アイル薬局　住吉店13222475

緑川淑枝 2022/03/31 株式会社くすりのマルト調剤薬局玉川店09209344

峯　広友紀 2026/09/30 (株)コスモファーマ　コスモ調剤薬局14124193

三好正人 2022/03/31 健歩薬局09206503

宗像英人 2022/03/31 医療法人昨雲会　飯場病院附属有隣病院08103630

村井華代 2026/07/31 一般財団法人　新田目病院14123895

村尾　昇 2022/06/14 ダルマ薬局　本町店10214673

村上陽子 2028/06/30 石井脳神経外科・眼科病院10115060

村田宗子 2028/06/14 共創未来　相馬薬局10214872

室井　淳 2028/03/31 公立岩瀬病院08103585

持丸　淳 2022/03/31 クオール薬局　郡山店09207833

森山弘子 2022/03/31 （社）福島県薬剤師会　ほうらい薬局08203460

柳沼俊彦 2028/03/31 福島県立南会津病院08103873

柳沼美賀 2026/10/14 クオール薬局　郡山北店14224366

安江尚子 2026/08/31 一般財団法人太田綜合病院附属　太田西ノ内病院14124034

矢田部　浩一 2022/03/31 けや木薬局09213127

山岡秀人 2022/03/31 富田の杜薬局08104111

山口陽子 2022/03/31 光栄薬局　内郷本店08206438

山﨑秀貴 2022/03/31 コスモ調剤薬局緑ヶ丘店08103707

山田　善之進 2028/03/31 あさかのもり薬局08201160

山田葉子 2023/03/14 JA福島厚生連　白河厚生総合病院10117094

山本　さやか 2028/02/28 クオール薬局 福島店15226957

横山貴夫 2025/06/14 あじさい薬局13221667

横山伸子 2022/03/31 保原薬局　本店09209790

吉田　丘 2022/03/31 大原医療センター09111155

吉田憲一 2022/03/31 舞子浜病院08105634

吉田朋子 2022/03/31 クオール薬局かがみいし店09211195

吉田文弘 2022/03/31 いずみ調剤薬局09213067

吉田弥生 2022/06/14 ｻﾝﾌﾟﾗｽ調剤薬局10214657

吉田有里 2027/12/14 一般財団法人　大原記念財団　大原綜合病院15126669

脇坂真弘 2024/10/31 クオール薬局新地町店12220585

鷲山晶子 2022/03/31 ニュータウン薬局09212769

和田一司 2028/03/31 （株）くすりのマルト調剤薬局上中田店09208156

渡邉　敏 2028/03/31 ほうらい薬局09213396

渡部　啓 2022/03/31 日河厚生総合病院09113395

渡邉和樹 2022/11/30 みはる調剤薬局おやま店10216447

渡部寿康 2028/03/31 福島赤十字病院08101925

渡邉直人 2024/07/31 (株)ファーコス　ファーコス薬局かすみ12219917

渡邊弘枝 2028/03/31 ベース薬局　西部店09110687


