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青木　徹 2022/03/31 富山大学附属病院09108628

青塚沙織 2028/03/31 チューリップ古沢薬局08206330

青塚保志 2024/03/31 チューリップ新湊薬局12219476

朱亀進司 2022/03/31 富山市立　富山市民病院08100677

麻生　美佐子 2028/03/31 高岡市民病院08101089

阿部　治 2022/03/31 チューリップ城川原北薬局08206331

飴谷伸貴 2023/03/31 ノムラ薬局　11217130

新谷昌之 2028/03/31 たんぽぽ薬局魚津店09210392

新山雅夫 2022/03/31 みらい太郎丸薬局09108225

有生明雄 2022/03/31 富山赤十字病院09110740

飯尾志帆 2027/10/31 三輪病院15126251

五十嵐　諭二 2026/09/30 恩賜財団 済生会 富山県済生会富山病院14124264

池﨑友明 2025/09/30 済生会高岡病院13122287

池田智一 2022/07/31 チューリップ上小泉薬局10215357

石浦弘久 2028/03/31 チューリップ埴生薬局09211149

石田　剛 2022/03/31 チューリップ砂子田薬局09211148

石田真理 2022/03/31 黒部市民病院09112073

石塚安治 2022/06/30 さくら薬局　ながえ店10215041

市井和子 2028/03/31 たなか薬局09212539

一瀬　亜紀子 2022/03/31 めろん薬局09209322

稲村勝志 2028/03/31 富山労災病院08104329

井上一江 2022/04/30 みらい　黒部薬局10214259

岩腰　務 2028/03/31 チューリップ山室薬局09209729

磐田信雄 2022/11/14 さくらガーデン薬局10216268

岩本智子 2022/11/14 富山赤十字病院10116289

上田利幸 2023/01/14 サエラ薬局　新湊店10216714

上田直樹 2022/10/14 チューリップ城川原北薬局10215896

内田陽一 2022/03/31 チューリップ上植生薬局08206332

内山弘子 2024/07/31 富山労災病院12119950

梅津博之 2023/11/14 あさひ総合病院11118628

浦上美樹 2024/10/14 グリーン今泉薬局12220523

江守　久美子 2022/03/31 しみず薬局08205108

大竹祐司 2022/03/31 （有）ファーマシステムズ　和合薬局09209860

大西正毅 2025/04/14 瑠璃光薬局　秋吉店13221449

岡田明美 2022/03/31 富山県立中央病院08105310

岡本康志 2025/10/14 チューリップ楠木薬局13222362

奥田武詩 2022/07/31 本郷はなの木薬局10215364

尾崎　多佳子 2024/02/28 黒部市民病院11219394

尾崎勝己 2022/10/31 八尾総合病院10116148

長田愛乃 2025/10/14 チューリップ薬局楠木薬局13222363

小沼　智香子 2022/03/31 サエラ薬局　黒部店09211014

鍛治洋樹 2022/03/31 厚生連滑川病院08102957

加藤　彰 2023/11/30 すみれ薬局　緑町店11218830

加藤　敦 2022/11/14 富山大学附属病院10116309

加藤　由香里 2022/12/31 富山市民病院10116628

金山智子 2024/10/14 チューリップ町村薬局12220453

金光泰祐 2028/03/31 阪神調剤薬局　滑川店08200777

上島聖秀 2028/03/31 富山労災病院09210261

河井良智 2022/03/31 富山労災病院08102615

北　右佳子 2028/03/31 チューリップ中曽根薬局09209732

北澤英徳 2022/03/31 富山県済生会高岡病院09111883

清河雄介 2022/03/31 本江うぇるね薬局09209713

桐井　美由紀 2022/03/31 富山県立中央病院09108385

窪田　佳代子 2028/03/31 富山大学附属病院08103557

倉田　徹 2025/09/30 黒部市民病院13122338

蔵本淳司 2022/03/31 蔵薬局08200495

黒川弘子 2022/03/31 ハート薬局　高岡店08202966

黒田季花 2028/03/31 富山市立富山市民病院08104554

黒沼　進 2025/03/14 一般社団法人ふれあい薬局　ふれあい豊田薬局12221310

小泉洋子 2025/10/14 富山県立中央病院13122392

幸野武志 2027/07/14 株式会社ファーマみらい 共創未来高田薬局15225707

齊藤淳子 2024/03/14 シメノドラッグ魚津薬局11219440

佐藤一哉 2022/06/14 南砺市民病院10114838

佐藤徹也 2028/03/31 五番町薬局09209118

澤井　由紀子 2022/03/31 あすか薬局　海老江店08206333

澤田愛里 2023/10/14 サエラ薬局　新湊店11218445

志垣徳夫 2022/03/31 (有)立山調剤センター　栄光堂薬局08200007

篠田健一 2022/03/31 富山県済生会　富山病院08101452

島田　智香子 2022/09/14 藤の木薬局10215797

嶋田仁志 2022/03/31 チュｰリップ福光薬局08202959

島津靖子 2027/11/30 チューリップ牛島薬局15226495

清水美穂 2028/03/31 オーク薬局　秋吉店08205879

正川咲子 2022/03/31 あい丸の内薬局09211323

白石靖人 2022/03/31 一番町薬局09208109

進藤和明 2022/03/31 独立行政法人国立病院機構北陸病院08105673

鈴木理香 2022/03/31 サンエール薬局08202830

酢谷睦美 2022/11/30 ふれあい新湊薬局10216358

炭谷　求美子 2028/03/31 富山県厚生連高岡病院09110387

髙木　久美子 2022/03/31 クスリのアオキ　小矢部中央薬局09211527

髙﨑　優 2022/03/31 すぎのき薬局09210587

高田清和 2026/10/31 富山赤十字病院14124491

高松智広 2027/03/31 富山まちなか病院15125221

髙松宏成 2028/03/31 チューリップ波岡薬局09208259

高見則子 2022/03/31 あさひ総合病院08104240

瀧川貴義 2028/03/31 西尾薬局富崎店08203416

竹内竜大 2022/03/31 チューリップ入善薬局08206335

竹内都子 2025/04/30 富山県済生会高岡病院13121519

竹腰利広 2022/12/14 チューサップ南星薬局10216572

竹澤裕一 2028/03/31 タケザワ薬局08205594

舘　淳子 2022/03/31 富山医療生活協同組合　富山協立病院09111922

田中晶子 2028/03/31 たなか薬局08205473

玉木栄志 2022/03/31 こざわ薬局09211150

塚本　寧 2022/03/31 チューリップ牧野薬局08206336

鶴沢幸治 2022/05/31 西尾薬局　上飯野店10214546

寺西　真由美 2022/03/31 富山中央薬局09210033

藤　秀人 2023/01/31 やくとファーマシー大島10116765

藤樫孝子 2022/03/31 （株）クスリのアオキ　上市青木二階堂薬局08200151

富永英孝 2022/06/30 ハート薬局　呉羽店10215037

永井伸幸 2023/04/14 厚生連滑川病院11117345

中川　加代子 2022/03/31 (株)中部薬品　高岡羽広薬局08200095

中川　小百合 2025/01/14 かみいいの薬局12221012

中川洋子 2028/03/31 富山大学附属病院09113388

長澤岳志 2025/09/30 クオール薬局(株)クオール薬局下飯野店13222324

中田　美由貴 2022/03/31 西尾薬局　下堀店08204257

中田典江 2025/10/14 富山医療生活協同組合　富山協立病院13122369

中田寿子 2028/03/31 チューリップ泉ヶ丘薬局08206338

中田光人 2028/03/31 チューリップ立町薬局09211678

永野康巳 2028/03/31 永野薬局08200124

長浜浩司 2022/03/31 金屋アルプ薬局09209050

南部洋一 2028/03/31 チューリップやぶなみ薬局08206339

西尾公秀 2022/03/31 株式会社オルタナ09210922

西尾茂美 2022/03/31 西尾薬局（㈱オルタナ）09210921

西川尚男 2028/03/31 富山県厚生連高岡病院08104846

西部　貢三子 2026/12/31 フロンティア薬局　西長江店14224754

西村　貴代美 2022/03/31 医療法人社団藤聖会　八尾総合病院08104055

新田　誠 2028/03/31 チューリップ立山薬局08206340

野澤寿吉 2028/03/31 富山市立富山市民病院08101652

野原　安寿子 2022/03/31 南砺市民病院08101408

能村　修 2028/03/31 （株）THK　うなづき薬局09207687

萩原淳一 2027/05/14 本郷はなの木薬局15225482

橋爪和恵 2028/03/31 公立南砺中央病院09110676

長谷川　宏和 2028/03/31 高岡市民病院09111167

長谷川　靖彦 2028/03/31 (株)メディファムいずみ かみいいの薬局09208264

畠山規明 2024/03/31 たんぽぽ薬局　魚津店12219508

畑野　佐稚子 2022/03/31 富山県立中央病院09113178

波能　満理惠 2028/03/31 射水市民病院09107235

濱﨑直史 2025/11/14 ごそう　つばさ薬局13222612

濱田　朱美子 2022/11/30 蔵薬局10216366

濱田竜治 2022/04/14 富山県済生会富山病院10114005

浜野邦彦 2028/03/31 チューリップ太郎丸薬局08206341

濵松誠司 2022/03/31 富山県リハビリテーション病院こども支援センター08102674

浜元　孝 2028/03/31 本江うぇるね薬局09109708

早川麦枝 2028/03/31 ふれあい水橋薬局08203505

林　由里子 2024/07/14 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター12119896

萩行正博 2028/04/14 富山市立富山市民病院16127188

半田　愛 2025/03/31 星井町薬局13221346

萬代尚之 2025/07/31 藤の木薬局13221905

平井邦彦 2028/03/31 かみいち総合病院08102676

平野旬美 2022/03/31 ふれあい新湊薬局09208437

蛭谷一彦 2025/09/30 富山赤十字病院13122311

蛭谷牧子 2023/10/14 独立行政法人国立病院機構　富山病院11118363

廣瀨　由香里 2026/10/14 チューリップ大山薬局14224361

廣田敬典 2028/03/31 フロンティア薬局　高岡店08204408

福森　洋一郎 2028/03/31 はやほし調剤薬局09209920

福森友一 2025/02/14 はやほし調剤薬局12221142

更田桂子 2022/03/31 うなづき薬局09208198

藤井雅美 2022/03/31 市立砺波総合病院08102642

藤澤志信 2028/03/31 あんず薬局　入善店09208489

藤本　美和子 2023/11/30 ふれあい薬局　千石町店11218781

藤森毅至 2028/03/31 　あい　丸の内薬局08200041

藤森律子 2028/03/31 あい丸の内薬局09211900

二上　佳世子 2027/10/14 金沢医科大学　氷見市民病院15126212

二川　茂 2022/03/31 グリーン辰巳町薬局09208711

舟瀬和美 2028/03/31 富山市立　富山市民病院09112638

星野智美 2023/10/31 射水市民病院11118603

堀　竜太郎 2028/03/31 かみいち総合病院09110075

堀田早苗 2028/03/31 チューリップ米沢薬局09209731

本多弘和 2022/03/31 ゆうあい薬局09211849
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前田憲邦 2022/03/31 チューリップ長江中央薬局08206342

前花佳史 2028/03/31 ごそうつばさ薬局09208680

増田晶彦 2028/03/31 つきおかつばさ薬局08203797

松谷芳英 2028/03/31 チューリップ上小泉薬局08206343

松田素子 2022/03/31 なでしこ薬局09212736

松原正明 2026/10/14 チューリップ福光薬局14224360

松本裕樹 2022/07/31 本郷はなの木薬局10215365

松森智士 2024/11/30 金沢医科大学氷見市民病院12120854

丸池　寛 2022/03/31 クスリのアオキ　伏木薬局09209243

三浦清志 2025/10/14 チューリップ新湊薬局13222361

道小島　めぐみ 2028/03/31 ふれあい豊田薬局09210180

宮東剛文 2022/03/31 金沢医科大学氷見市民病院08103086

村上恭子 2022/03/31 チューリップ牛島薬局08206344

守内　匡 2028/03/31 公立学校共済組合北陸中央病院08100806

森岡和磨 2022/03/31 チューリップ新湊薬局08206345

森口律子 2028/03/31 富山県厚生連滑川病院09110632

森谷道生 2023/10/31 富山労災病院11118578

安本　眞規子 2028/03/31 西尾薬局　婦中店08202610

安吉　万里子 2028/03/31 五福薬局08205637

山崎千恵 2022/03/31 市立砺波総合病院09112524

山﨑直子 2028/03/31 チューリップ福光薬局09211146

山田晃裕 2022/03/31 チューリップ　旭ヶ丘薬局08206346

山本京司 2026/10/14 チューリップ生地薬局14224359

山本一郎 2028/03/31 高岡薬局08200063

山本純子 2028/03/31 チューリップ本町薬局09209730

吉川崇志 2023/04/14 厚生連高岡病院11117280

吉田真吾 2022/11/30 フジムラ薬局　キャロット店10216355

吉田睦浩 2026/09/30 チューリップ牧野薬局14224273

吉田美穂 2022/11/30 フジムラ薬局10216356

吉田佑樹 2025/02/14 ふれあい水橋薬局12221129

吉村雅美 2022/03/31 地域医療機能推進機構高岡ふしき病院09112998

若狭沙織 2023/10/14 かみいいの薬局11218362

脇田真之 2027/02/28 射水市民病院14125049

渡邉秀明 2026/10/31 共創未来　黒部薬局14224482
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相川正則 2026/11/30 金沢医科大学病院14124614

赤川智宏 2024/04/30 クスリのアオキ北安田薬局12219604

赤丸邦夫 2022/11/30 金沢駅前はあと薬局10216414

秋山哲平 2028/03/31 国立病院機構金沢医療センター09106949

新井久康 2022/07/14 宇出津らいふ薬局10215248

安藤京子 2023/05/31 （一社）ヘルスプランニング金沢しいの木薬局11217704

飯室千春 2023/01/31 城北病院10216803

池田　智恵子 2022/03/31 わかひの薬局08203823

池田浩幸 2028/03/31 石川勤労者医療協会　城北病院09108013

石田　奈津子 2022/03/31 アカアンサス薬局08106172

板井美江 2026/02/14 クオール薬局内灘店13223155

伊藤昭一 2028/03/31 松村みらい薬局08205878

伊藤洋樹 2022/03/31 矢木あおぞら薬局09212771

今井　富紀子 2024/02/28 金沢市立病院11119372

今川静代 2025/11/14 金沢医科大学病院13122628

今越照美 2022/03/31 社会医療法人財団松原愛育会　松原病院09107399

今庄恵子 2028/03/31 御経塚らいふ薬局09210083

今村信雄 2028/03/31 箔山出町らいふ薬局08203422

岩木敏子 2022/03/31 いわき薬局09210912

岩﨑明美 2022/03/31 加賀温泉駅前あおぞら薬局09213036

岩本義行 2022/03/31 日本調剤　門前町薬局09212197

上田宏格 2022/03/31 オリーブ薬局09210923

宇於崎　伊希子 2022/03/31 株式会社エスパーテル　むさしまち薬局08202581

夘尾伸哉 2022/04/30 浅野川はなの木薬局10214098

宇夛裕基 2028/01/31 金沢市立病院15126851

打本恵美 2028/03/31 フロンティア泉が丘薬局09209076

梅元晃美 2025/11/14 やわたメディカルセンター13122623

栄田佳子 2022/04/14 平和町菜の花薬局10213793

大川浩子 2022/04/14 金沢赤十字病院10113995

大北友恵 2023/12/14 中森かいてきホコ町薬局11218846

大﨑　みどり 2024/10/31 フロンティア能美薬局12220659

大田栄一 2024/02/14 加賀市医療センター11119320

太田英夫 2028/03/31 クローバー薬局09210369

大中禎子 2022/03/31 大中薬局09207047

大成建二 2022/04/30 輪島あおぞら薬局10214309

大西　久美子 2026/06/30 穴水たんぽぽ薬局14223730

大栁　賀津夫 2022/03/31 北陸大学薬学部　臨床薬学教育センター09212083

岡島　正 2022/07/14 小立野台コメヤ薬局10215247

岡田久美 2028/03/31 石川県済生会金沢病院08100825

岡田守弘 2022/03/31 北陸大学薬学部　臨床薬学教育講座08101753

小川宏幸 2022/03/31 白峰コメヤ薬局09212924

奥村　美津代 2022/11/30 てまり涌波薬局10216461

桶田　あゆみ 2025/04/30 フラワー薬局13221498

長田幸恵 2028/06/14 金沢大学附属病院10114798

押野谷　実 2022/03/31 医療法人社団浅ノ川総合病院09111521

乙田雅章 2028/03/31 プラス薬局09209512

柏原智子 2027/02/28 井口まつだ薬局14225066

梶山　恵美子 2023/03/31 玉川町薬局11217128

片田　麻衣子 2022/06/14 田上はなの木薬局10214754

片田真也 2028/03/31 大徳はなの木薬局08200442

勝木　緑 2028/03/31 カツキ薬局　糸町店09209693

勝木大輔 2027/11/14 勝木薬局15226396

加藤仁美 2023/03/31 箔山堂作見薬局11217239

加藤睦子 2022/03/31 財団法人　済美会09210320

加藤留里 2026/06/14 菜の花薬局14223670

金田孝子 2028/03/31 イオン薬局杜の里店09211431

神澤直子 2028/03/31 箔山堂今江薬局09211646

狩谷　健太郎 2028/03/31 株式会社ナチュラルライフ　木曳野らいふ薬局09210767

川口典子 2027/10/14 あやめ薬局15226176

川手裕美 2022/03/31 （株）南山堂　箔山堂加賀幸町薬局08203421

河原昌美 2022/10/31 金沢市立病院10116167

神田哲雄 2022/03/31 瑠璃光薬局09209658

神原庸光 2022/03/31 かんばら薬局08206145

北嶋浩成 2022/03/31 アイビー薬局09211036

北出知子 2023/12/31 箔山堂　作見薬局11219009

喜多史子 2024/10/31 若葉らいふ薬局12220694

北本美輪 2023/01/31 箔山堂今江薬局10216831

北山朱美 2028/03/31 メディ菊川薬局08200774

木戸克典 2022/03/31 （箔山堂　高松薬局09206980

草野節子 2028/03/31 吉竹らいふ薬局09210353

久世正良 2022/03/31 はくい薬局09212535

久保　勝 2022/03/31 えくぼ薬局08100194

熊谷　要 2024/11/14 金沢赤十字病院12120765

車谷勝行 2022/03/31 車谷薬局09209595

黒田敦札 2022/05/31 瑠璃光薬局城北店10214595

小泉輝子 2022/03/31 済美会薬局09210319

後藤義之 2028/06/30 石川県済生会　金沢病院16127364

小林由明 2022/03/31 小林薬局08205773

小山　由紀子 2023/01/31 野々市あおぞら薬局10216749

崔　吉道 2028/03/31 金沢大学附属病院09112144

齊藤秀一 2028/03/31 白山石川医療企業団　公立つるぎ病院08102541

坂本大輔 2022/03/31 ラン薬局09210071

佐倉有紀 2022/03/31 佐倉薬局09211171

篠木俊憲 2022/03/31 ササキ薬局09208037

佐藤　晃 2027/06/14 てまり薬局15225609

佐藤里美 2027/11/30 瑠璃光薬局疋田店15226493

佐藤大介 2023/08/14 金沢赤十字病院11117949

佐藤智美 2022/03/31 (株)メディ　メディ菊川薬局08205584

猿谷　淳 2022/10/31 ＫＫＲ北陸病院10116195

澤野輝夫 2023/12/31 わかひの薬局11219033

塩谷明美 2022/03/31 箔山堂　城山薬局09212349

下川　千賀子 2022/03/31 石川県立中央病院09108741

進村佳隆 2022/03/31 クスリのアオキ美川薬局09212198

新谷才和 2023/02/28 おぎ薬局10216944

菅　幸生 2022/11/30 金沢大学附属病院10116341

杉浦　勇 2025/09/30 町立富来病院13222296

杉本　美千代 2022/03/31 いちご薬局09213163

杉本智美 2024/10/14 心臓血管センター　金沢循環器病院12120529

杉本知弥 2022/03/31 金沢たんぽぽ薬局08202965

杉本雅規 2022/03/31 いちご薬局09213164

台蔵剛士 2028/03/31 石川県立中央病院09110184

高桑直子 2028/03/31 金沢医科大学病院09109638

高多健一 2024/03/31 小立野瑠璃光薬局12219519

髙田直子 2028/03/31 小松市民病院09109214

高谷和男 2022/03/31 菜の花薬局09208175

髙橋雅代 2022/03/31 済美会薬局09210318

高橋喜統 2028/03/31 金沢医科大学病院09112415

瀧本　亨 2022/03/31 小立野薬局09210433

滝本靖史 2028/03/31 御経塚らいふ薬局08104377

竹井雅子 2024/01/31 平和町薬局11219206

竹田和喜 2027/03/31 金沢市立病院15125272

立花誉司 2022/03/31 金沢赤十字病院08103206

立岡邦生 2028/03/31 堅田みらい薬局09208036

田中和久 2028/03/31 プラス薬局09209500

田中宣充 2028/03/31 平和町薬局09212835

谷村　祐香里 2025/10/14 医療法人社団中央会　金沢有松病院13122428

谷本定子 2022/03/31 金沢大学附属病院08101225

谷山　徹 2028/03/31 公立河北中央病院09107664

田淵克則 2026/06/30 NHO金沢医療センター14123787

近澤　明 2022/04/30 公立松任石川中央病院10114212

筒井智子 2028/03/31 鞍月おおぞら薬局09211025

筒井伸幸 2028/03/31 一般社団法人小松能美薬剤師会　小松会営薬局09209797

坪内清貴 2026/09/14 金沢大学附属病院14124155

鶴見和夫 2024/03/31 （株）クスリのアオキ　松南青木二階堂薬局12219507

出島圭香 2022/03/31 京町とくひさ薬局09208507

徳井裕隆 2023/03/31 兼六薬局11217236

德島　早弥香 2027/10/31 はくい薬局15226341

徳久宏子 2022/03/31 (有)とくひさ　とくひさ中央薬局09210028

戸塚弘幸 2026/12/31 金沢医科大学病院14124761

殿田　かをり 2025/02/14 薬局マツモトキヨシ穴水店12221174

虎瀬和子 2028/03/31 石川県立中央病院09111262

長岡宏一 2028/03/31 独立行政法人国立病院機構医王病院09111595

中川　佳寿美 2027/04/14 フラワー薬局15225361

中川　健 2022/03/31 公立羽咋病院09110402

中川武史 2024/10/31 金沢医科大学病院12120640

中川泰子 2022/03/31 わかひの薬局09210381

長瀬克彦 2022/04/14 金沢大学附属病院10113996

中田　いちこ 2028/03/31 金沢医科大学病院09107956

中谷浩子 2028/03/31 菜の花薬局09209245

中谷成広 2022/03/31 末町明徳薬局09213112

中西剛明 2022/03/31 菜の花薬局09207491

中橋美紀 2028/04/30 鞍月あおぞら薬局10214132

長浜　潤 2028/02/28 近岡アルプ薬局15226945

中村郁代 2022/03/31 クオール薬局磯部町店08205522

中村聖絵 2026/03/31 田上はなの木薬局14223417

中村修二 2022/03/31 輪島菜の花薬局08205485

中村正人 2022/03/31 中村漢方薬局09209937

中村美紀 2027/10/14 やわたメディカルセンター15126229

中森慶滋 2022/03/31 中森全快堂新庄薬局09211035

中谷隆正 2022/05/31 押水瑠璃光薬局10214574

西川　美香子 2028/03/31 金沢医科大学病院08100466

西田和広 2022/03/31 キリン堂薬局　金沢医科大店09213493

西谷則人 2028/03/31 箔山堂小坂薬局09208172

西村　勲 2022/03/31 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院09113515

西村聖子 2022/03/31 プリスケア薬局09208912

西村忠雄 2022/03/31 すずらん薬局09212480

西本　千枝子 2023/10/14 すずらん薬局11218326

能村明文 2022/03/31 能村薬局08205111
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能村朋子 2022/03/31 有限会社能村薬局09213271

橋場昌子 2022/03/31 フラワー薬局09212130

橋本篤子 2022/03/31 玉川町薬局09212009

橋本昌子 2028/03/31 てまり古府薬局08205869

英　和子 2022/03/31 (株)英商会　薬局09213212

林　倫太郎 2022/03/31 箔山堂　今江薬局09206985

原田厚子 2022/05/31 あおぞら薬局　若草店10214516

針田昌子 2028/03/31 城北病院09208630

坂内　聡 2025/11/14 橋場町あおぞら薬局13222564

東　敬一朗 2024/09/30 金沢市立病院12120443

東　芳子 2022/03/31 映寿会みらい病院08103394

久次孝幸 2023/11/30 り～ど薬局11218807

平場　啓一郎 2028/03/31 はくい薬局09211379

廣瀬賢一 2022/03/31 ファーマライズ薬局　平和町店09210446

藤澤美和 2028/03/31 平和町菜の花薬局08205560

藤田　毅 2028/03/31 公立つるぎ病院09107004

藤田昌雄 2028/03/31 恵寿総合病院09111212

二木　結果里 2026/08/14 箔山堂北浅井薬局14223955

船﨑　外茂子 2023/10/14 (株)トモコ・メディカルエージェンシー11218387

船戸元子 2023/12/14 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院11118845

法村泰宏 2022/03/31 鞍月トモコ薬局08202950

北国憲剛 2023/10/31 芳珠記念病院11118497

政氏藤玄 2028/03/31 金沢医科大学病院09109639

増江俊子 2025/01/14 金沢大学附属病院12121004

増谷信幸 2023/10/14 あおぞら宇出津薬局11218475

松栄聡史 2022/03/31 （一社）金沢市薬剤師会　紫錦台薬局09212252

松川　泉 2023/04/14 一般社団法人紫錦台薬局11217282

松村隆広 2024/07/31 小松能美薬剤師会　小松会営薬局12219930

松山明巳 2028/03/31 吉野薬局08201894

間宮公教 2026/11/30 金沢医療センター14124651

丸谷敦子 2028/03/31 小松市民病院08104528

丸山昌彦 2028/03/31 沖町みらい薬局09212413

三浦智子 2022/05/31 北陸薬局10214486

水野宏昭 2028/03/31 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院08106119

道場智美 2023/04/30 若草あおぞら薬局11217399

三井陽二 2022/03/31 国立病院機構医王病院09113653

南　憲一 2028/03/31 石川県立中央病院09107658

宮河哲夫 2022/03/31 有限会社トラヤ薬局08205341

宮河弘和 2028/03/31 金沢石引トラヤ薬局08203524

宮澤憲治 2024/11/14 国立病院機構　医王病院12120771

宮田久恵 2028/03/31 JCHO金沢病院09112229

宮東利恵 2028/03/31 金沢医科大学病院09111843

宮森久志 2024/04/30 恵寿金沢病院12119620

向　一美 2028/03/31 国家公務員共済組合連合会　北陸病院09108430

村上成子 2028/03/31 はくい薬局09209978

村田　真理子 2028/03/31 ひなどり薬局09211249

森　光世 2028/03/31 小松あおぞら薬局09212647

森岡朱美 2022/10/31 水戸町コメヤ薬局10216086

森田映司 2027/06/14 菜の花薬局15225604

森戸敏志 2028/03/31 石川県済生会金沢病院08100336

薬師浩司 2022/03/31 （株）ナチュラルライフ吉竹らいふ薬局08203423

矢口邦子 2026/11/14 金沢大学附属病院14124519

安田圭子 2028/03/31 株式会社スパーテル てまり古府薬局09211079

安田幸子 2022/03/31 菜の花薬局08200158

山口　加代子 2026/11/30 金沢医科大学病院14124613

山口亜矢 2024/01/31 金沢赤十字病院11119175

山口弘美 2025/01/31 てまり西泉薬局12221056

山﨑敏誉 2022/03/31 瑠璃光薬局　碁石ヶ峰登り口店09211111

山﨑康貴 2027/10/14 小松市民病院15126219

山下　千佳子 2028/03/31 高尾コメヤ薬局09208619

山本達彦 2024/10/31 グリーン増泉薬局12220569

山本康彦 2022/10/14 金沢医科大学病院10116006

吉田　誠 2028/04/30 青い森薬局10214273

吉田泉介 2022/03/31 フロンティア津幡薬局09210612

吉野郁子 2023/10/31 合名会社　吉野薬局11218579

吉野博之 2022/11/14 合名会社　吉野薬局10216276

米島　聡 2027/02/28 もりの里はなの木薬局14225076

若林敏治 2022/03/31 かわちコメヤ薬局09211515

和澤陽子 2025/12/31 石田病院13222913

綿谷小作 2022/03/31 綿谷小作薬局09210781

綿谷敏彦 2028/03/31 綿谷小作薬局09210782
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安達　真由美 2022/03/31 坂井市立三国病院09113733

荒木隆一 2022/03/31 市立敦賀病院09112371

有田奈美 2026/10/14 エンゼル調剤薬局川西店14224337

有塚琴美 2022/03/31 エンゼル調剤薬局本店09108444

安久昌宏 2028/02/28 (有)安久薬局　大手店15226958

安達克明 2022/03/31 国立病院機構　舞鶴医療センター09111940

安藤和也 2027/02/28 福井赤十字病院14125029

伊井秀之 2025/02/14 セムイ調剤薬局12221180

五十嵐　ひとみ 2028/03/31 ひまわり調剤薬局　北四ッ居店09207868

池上秀人 2022/03/31 医療法人敦賀温泉病院08105723

石田　真 2027/04/14 ふなばしアルプ薬局15225331

板倉　美江子 2028/03/31 エンゼル調剤薬局　三の丸店09213304

井上利之 2028/03/31 （有)井上調剤薬局08201030

井上直子 2024/10/14 さくら薬局福井県立病院前店12220472

岩﨑満子 2022/10/14 すみれ薬局10215956

上田泰之 2028/03/31 エンゼル調剤薬局川西店08201780

上塚朋子 2028/03/31 福井県済生会病院08106293

上原　敏 2025/10/14 エンゼル調剤薬局　大学前店13222359

内田博友 2022/03/31 杉田玄白記念公立小浜病院09113303

宇野　美樹宏 2022/03/31 財団医療法人　中村病院09110059

宇野　美津江 2022/03/31 福井県立病院09112071

梅木　誠一郎 2028/03/31 エンゼル調剤薬局　本店08200732

大久保　小百里 2022/06/14 今立らいふ薬局10214855

大元真澄 2028/06/30 みどり薬局10214950

岡田　喜代伸 2028/05/31 岩並薬局10214468

小川純也 2022/03/31 福井赤十字病院08100974

奥　久人 2022/03/31 フロンティア薬局三国店09212773

織田　ひとみ 2027/01/31 木田らいふ薬局14224916

梶本敦子 2022/03/31 ひまわり調剤薬局　木田店09212620

加藤秀明 2023/10/14 福井県立病院11118349

加藤守男 2022/03/31 丹南センター薬局09207830

角野　紀美恵 2028/03/31 カドノ薬局　中央店08206199

角野雅之 2028/03/31 カドノ薬局　市立病院前店08201545

上谷幸男 2022/03/31 福井大学医学部附属病院09109153

川﨑美雪 2028/03/31 福井県立病院08101715

木村　久美子 2028/03/31 木村薬局08205463

木村嘉明 2028/03/31 木村薬局08205157

京盛節子 2022/03/31 全快堂薬局　下六条店09212162

清川真美 2022/06/30 福井大学医学部付属病院10115012

古俵孝明 2028/03/31 福井大学病院08106201

小林　めぐみ 2028/03/31 エンゼル調剤薬局　北潟店08205020

近藤貴子 2023/06/14 桜町アルプ薬局11117733

西能　元美 2028/03/31 (一社)福井県薬剤師会　水仙薬局09107450

坂井伸成 2025/04/14 福井県立病院13121456

坂口裕子 2028/03/31 木村薬局09211396

坂本清和 2022/03/31 坂井市立三国病院08106479

坂谷英亨 2027/03/14 （一社）福井県薬剤師会水仙薬局14225180

笹川智洋 2028/03/31 セムイ調剤薬局09207635

佐々木　崇 2022/03/31 佐々木薬局　高浜店08204720

笹本　ことみ 2028/03/31 寿人会木村病院09108632

佐藤　信 2022/03/31 きりん調剤薬局櫛店08101718

佐藤友美 2028/03/31 市立敦賀病院08204324

佐野正毅 2022/03/31 福井県済生会病院09108061

篠田秀幸 2022/03/31 エンゼル調剤薬局　本店08200632

渋谷　知栄子 2022/03/31 渋谷薬局09210872

渋谷貞一 2022/05/31 福井赤十字病院10114561

嶋田千穂 2022/03/31 一般社団法人福井県薬剤師会　水仙薬局08202694

白川享子 2027/11/14 羽水らいふ薬局15226399

白波瀬　正樹 2028/03/31 杉田玄白記念　公立小浜病院09109385

末澤　日登美 2022/03/31 カドノ薬局　木崎店03211135

杉本訓子 2022/03/31 福井調剤薬局08205028

杉山喜久 2028/03/31 独立行政法人　地域医療機能推進機構　玉造病院09110046

高嶋　小由美 2028/03/31 ひまわり調剤薬局北四ツ居店09209156

高畠栄一 2028/03/31 ひまわり調剤薬局08200517

竹内哲夫 2028/03/31 リフレ調剤薬局　本店08101294

田中　真知恵 2028/03/31 谷屋山内薬行薬局09213459

田中　祐 2028/03/31 ひまわり調剤薬局本店09209405

田中敬二 2028/03/31 おおて薬局08200499

田邉宗久 2023/04/14 ㈱ツルガ薬局　松原店11217286

谷川利江 2028/03/31 セムイ調剤薬局09210595

谷口喜好 2022/03/31 国立病院機構あわら病院08103617

谷口仁孝 2027/07/31 福井循環器病院15125742

谷澤範彦 2023/10/14 福井赤十字病院11118462

玉田太志 2024/08/31 国立病院機構敦賀医療センター12120220

田村実紀 2028/03/31 （株）ひまわり調剤薬局09211455

千知岩　祐次 2028/03/31 なつめ薬局08200011

塚本　仁 2023/11/14 福井大学医学部附属病院11118731

辻本　早百合 2027/02/14 木田らいふ薬局14224942

辻本成美 2022/03/31 (株)クララ調剤薬局　中野店09213166

坪内晶子 2028/03/31 おくえつ調剤薬局09212433

德村博子 2025/03/31 福井循環器病院13121386

戸庭　佐生里 2026/01/14 春江病院13122987

刀禰真紀 2028/03/31 西谷アルプ薬局08204687

中川昌尚 2028/03/31 クララ調剤薬局　野神店08104686

中島大輔 2022/06/30 杉田玄白記念公立小浜病院10114949

中島優太 2027/10/14 みどり薬局15226201

中根論士 2026/05/31 福井県済生会病院14123641

中村　薫 2023/07/14 木田らいふ薬局11117833

中村敏明 2022/03/31 福井大学医学部附属病院08100219

中村裕幸 2022/05/31 みゆき薬局10214601

成田素子 2025/11/14 南山堂薬局　福井本店13222584

西田敦司 2028/03/31 エンゼル調剤薬局　本店08202992

新田直美 2023/03/14 福井県立病院10117089

塗茂佳世 2022/03/31 (有)松崎薬品 新松崎薬局08201148

野邊　久美代 2022/03/31 おくえつ調剤薬局09207261

橋詰宏美 2028/03/31 国立病院機構敦賀医療センター09112080

長谷川　敦子 2028/03/31 福井県済生会病院09108409

花立俊亮 2023/10/14 日本調剤　小浜薬局11218400

原　伸好 2026/06/14 国立病院機構敦賀医療センター14123686

東田　陽 2024/10/31 西鯖江ファーマライズ薬局12220626

平賀貴志 2022/03/31 （一社）福井県薬剤師会　水仙薬局08201716

廣部　美佐子 2022/06/14 広部薬局10214858

廣部　満 2022/03/31 広部薬局09209275

福岡　香織 2022/03/31 ひまわり調剤薬局　08202733

福島　紀美江 2024/10/31 エンゼル調剤薬局　本店12220704

藤井則久 2028/03/31 株式会社ナチュラルライフ　鯖江らいふ薬局09211305

藤田玲子 2022/03/31 南山堂薬局福井本店09207742

藤長宏昌 2022/03/31 市立敦賀病院09111124

堀　和子 2028/03/31 みどり薬局09207702

前川知子 2023/06/30 福井循環器病院11117814

前川泰子 2022/03/31 (株)ファーマみらい　全快堂薬局　中藤店08203939

前田芳樹 2028/03/31 福井勝山総合病院09113111

松﨑　徹 2022/03/31 松崎薬局清水町店08204910

松﨑仁美 2022/03/31 (有)松崎薬品 新松崎薬局08201145

水上弘樹 2022/10/31 エンゼル調剤薬局　堀の宮店10216179

水上峰宏 2022/03/31 つくし野病院09108535

水野賀夫 2023/03/14 福井県済生会病院10117122

三田村　彬代 2023/11/30 医療法人　林病院11118762

南　雅継 2028/03/31 泉ヶ丘薬局駅前店08205054

宮澤　光 2022/03/31 （独）JCHO　福井勝山総合病院09111130

武曽和明 2028/03/31 医療法人　博俊会　春江病院08101131

村岡孝子 2022/03/31 （有)ツルカメ調剤薬局09210187

森中裕信 2028/03/31 セムイ調剤薬局08200472

八木順子 2022/10/14 エンゼル調剤薬局　本店10215943

矢納真吾 2023/10/14 エンゼル調剤薬局大学前店11218380

矢野良一 2025/12/14 福井大学医学部附属病院13122751

山内辰朗 2022/03/31 谷屋山内薬行薬局09210652

山口洋枝 2027/11/30 （一社）福井県薬剤師会　水仙薬局15226600

山田憲和 2023/11/14 医療法人厚生会　福井厚生病院11218736

山本　由嘉里 2023/01/31 福井調剤薬局10216856

吉川　三保子 2028/03/31 敦賀医療センター08100399

吉川知世 2028/03/31 医療法人厚生会　福井厚生病院09109886

吉田愛未 2026/02/14 福井勝山総合病院13123130

吉田弥生 2022/03/31 南山堂薬局　福井本店09208987

吉村　はる美 2028/03/31 福井赤十字病院09107553

吉村直人 2028/03/31 医療法人厚生会　福井厚生病院08100685

米林悦子 2022/03/31 医療法人穂仁会　大滝病院09109972

渡邉健郎 2024/01/31 おおみや薬局11219212


