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青沼光映 2022/10/31 社会医療法人医仁会　中村記念病院16127604

赤坂春香 2025/08/31 あさみ薬局19231674

縣　幸宏 2023/02/14 社会医療法人延山会　北成病院16127893

秋篠夏美 2023/08/14 新札幌中央薬局17228562

朝野　雄一郎 2025/01/31 医療法人歓生会　豊岡中央病院18130883

浅野逸郎 2024/07/31 まつもと薬局18229944

浅野目　尚平 2025/09/30 フィール調剤薬局　愛し野店19231907

浅水駿充 2025/10/31 なの花薬局あさひ山店19232111

小豆沢　孝治 2025/08/31 登別中央調剤薬局19231710

安土菜美 2026/03/31 JA北海道厚生連　網走厚生病院20133029

我孫子　彩子 2025/07/31 札幌医科大学附属病院19131524

阿部幾内 2025/04/30 ノルデン薬局　福住店19231237

阿部健介 2028/02/14 国立病院機構帯広病院21134209

阿部幸一 2025/07/31 函館赤十字病院19131518

阿部脩平 2023/08/31 なの花薬局　恵庭黄金店17228637

阿部孝行 2023/10/31 札幌西円山病院17128967

阿部結哉 2025/08/14 国立病院機構　北海道医療センター19131628

新井喜幸 2022/07/31 さくら薬局　札幌もいわ店16227415

井内康行 2023/08/31 時計台薬局17228640

五十嵐　綾 2023/11/30 なの花薬局　札幌南平岸店17229135

池田翔平 2027/09/14 ききょう調剤薬局21233757

池田知弥 2023/12/31 なの花薬局　西小樽店17229234

池田優子 2024/10/14 北晨会　恵み野病院18130248

石王亮次 2025/09/14 医療法人為久会　札幌共立五輪橋病院19131798

石川修平 2025/09/30 北海道大学病院19131949

石川智貴 2026/10/14 あしたば薬局南２条店20233317

石田陽美 2025/09/14 JA北海道厚生連　帯広厚生病院19131767

石田博行 2025/09/14 医療法人新さっぽろ脳神経外科19131762

石原茉依 2026/01/14 いしはら薬局19232582

石丸竜大 2023/08/31 (有)時計台薬局　本店17228636

板本圭造 2022/03/31 なの花薬局　浦河店16227115

板谷圭佑 2024/07/31 加藤薬局　南店18229982

板谷昌樹 2025/10/14 亀田病院19132069

一野勇太 2022/09/30 済生会　小樽病院16127528

伊東　かほり 2023/08/31 なの花薬局　桑園店17228654

伊藤　節 2024/08/14 アイン薬局　恵庭第一店18230079

伊藤大輔 2025/08/14 みらくる薬局　あすなろ昭和ビル店19231647

伊藤崇弘 2024/06/30 コア薬局　麻生店18229853

伊藤弥里 2022/12/14 アイン薬局月寒中央店16227702

稲垣貴裕 2022/12/14 メディモテイネ調剤薬局16127742

稲用　乃恵美 2023/12/14 まこと調剤薬局　琴似店17229164

井上正朝 2025/11/14 旭川医科大学病院19132199

今井　斉 2025/07/31 新ひだか町立　静内病院19131507

今荘誠二 2021/08/31 日本調剤　白石薬局15225978

岩田悠也 2021/10/31 博仁会　大江病院15126255

岩堀真弓 2026/03/31 JA北海道厚生連　旭川厚生病院20133048

上田隆広 2025/10/14 サツドラ調剤薬局曙店19232036

植野　遥 2025/06/14 医療法人社団豊生会　東苗穂病院19131417

上野博則 2025/04/14 医療法人社団　札幌道都病院19131190

宇川達朗 2025/07/31 あかね薬局19231537

鵜野　悟 2022/03/31 ハートランド薬局16227098

梅原健吾 2025/08/31 国立病院機構北海道がんセンター19131681

梅本寛之 2026/02/14 イムス札幌内科リハビリテーション病院19132752

江口純子 2023/10/14 なの花薬局　札幌新川店17228847

枝澤千惠 2023/07/14 サツドラ調剤薬局　曙店17228483

蝦名勇樹 2025/10/31 JA北海道厚生連　帯広厚生病院19132089

圓藤晶子 2024/10/31 フロンティアていね薬局18230412

及川武博 2023/12/31 恵み野病院17129257

及川華代 2023/07/31 JA北海道厚生連　旭川厚生病院17128509

黄金玲子 2022/12/31 なの花薬局　南9条店16227767

大井佑輝 2025/08/14 クリオネ山の手薬局19231643

大久保　利成 2026/02/14 イムス札幌内科リハビリテーション病院19132791

大澤　祐貴子 2021/12/14 あしたば薬局　南二条店15226644

大瀬戸　久美子 2023/01/31 真栄病院16127878

太田明秀 2027/07/31 札幌禎心会病院21133683

大塚麻奈 2025/02/14 パルス薬局　めぐみの店18230953

大西　晴 2023/08/14 社会医療法人医仁会　中村記念病院17128619

大西　優 2027/08/31 クリオネ北17条薬局21233728

大野　健太郎 2021/10/31 ファミリー薬局　新川店15226319

大野育美 2023/09/14 医療法人為人会　札幌共立五輪橋病院17128731

大橋諒太 2028/02/14 名寄市立総合病院21134236

大房洋一 2023/11/14 なの花薬局　北広島中央店17229068

大前　美乃理 2027/11/30 こばやし調剤薬局　札幌医大前店21233958

大宮崇広 2027/09/14 なの花薬局 西宮の沢店21233775

大森　崇 2025/11/30 大森薬局19232301

小笠原　尚美 2023/08/14 パルス薬局17228613

小笠原　佑介 2027/11/30 ナカジマ薬局　砂川店21234005

岡田安弘 2022/12/14 スノーホールディング株式会社16127710

小川博輝 2024/12/31 メイプル調剤薬局　栄町店18230753

沖中厚介 2025/07/31 札幌南徳洲会病院19131563

小野真光 2023/04/14 プラム薬局　中央店17228225

小原貴子 2026/02/14 国立病院機構函館病院19132753

加賀田　幸恵 2023/08/14 札幌医科大学付属病院17128585

鏡　圭介 2026/01/14 北海道大学病院19132619

角井勇樹 2021/07/31 アイン薬局　千歳富丘店15225774

角谷直志 2025/10/31 国家公務員共済組合連合会　斗南病院　19132178

影沼澤　麻美 2023/07/31 そうごう薬局　函館駒場店17228548

笠原友海 2025/10/31 留萌市立病院19132163

梶田孝明 2022/10/14 よつば薬局16227578

片山航太 2026/05/31 調剤薬局ツルハドラッグ千歳新富店20233190

加藤貴志 2025/09/30 札幌医科大学附属病院19131832

加藤拓也 2023/05/31 白石メディカル薬局17228374

加藤善教 2024/01/14 調剤薬局ツルハドラッグ　五稜郭店17229278

金岡樹輝 2025/05/31 国立病院機構　旭川医療センター19131330

金本光広 2026/04/14 あすなろ調剤薬局20233079

金安真人 2023/07/31 (株)金安薬局　中園店17228539

金谷勇生 2027/09/30 なの花薬局花川北店21233794

金子　樹利亜 2025/09/14 すみれ調剤薬局19231790

金子圭太 2025/10/14 市立室蘭総合病院19132022

金田祥子 2022/03/31 かねた薬局　名店街店16227105

鎌沢　弦 2023/12/14 むつみ薬局17229176

神垣輝美 2023/11/30 社会医療法人母恋　天使病院17129115

上ヶ嶋　一志 2026/01/31 (株)オストジャパングループ　19232637

上村大士 2023/11/14 医療法人元生会　森山メモリアル病院17129077

神山秀一 2024/05/14 市立札幌病院18129704

亀田　真梨子 2023/08/31 独立行政法人国立病院機構　帯広病院17128630

萱場恒基 2028/01/14 北海道社会事業協会函館病院21134142

川上　麻衣子 2024/06/30 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院18129832

川岸　亨 2022/11/30 北海道大学病院16127692

川岸幸子 2025/09/30 札幌医科大学附属病院19131958

河口諒太 2022/04/30 特定医療法人　柏葉脳神経外科病院16127257

川崎　翠 2025/12/31 ナカジマ薬局　啓北店19232549

河田清志 2024/10/14 独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター18130253

川原昇平 2022/11/30 たかつ薬局16127689

川辺康之 2025/10/31 和寒調剤薬局19232107

川辺優希 2022/11/30 調剤薬局ツルハドラッグ　北12条店16227658

川村洋貴 2024/10/31 ピリカ北郷薬局18230344

神田芳生 2022/03/31 アイン薬局　日本医療大学店16227132

菅野慎哉 2025/08/31 JR札幌病院19131708

菊池史織 2021/06/30 （株）クリオネ　山の手薬局15225614

菊地貞三 2025/08/14 なの花薬局　苫小牧北栄店19231618

菊地義明　 2025/08/31 医療法人彰和会　北海道消化器科病院19131722

木﨑啓介 2023/11/30 パール薬局　遠軽店17229136

木島和裕 2021/06/30 サツドラ薬局宮の森3条店15225644

木島大貴 2024/02/14 調剤薬局ツルハドラッグ　湯川店17229372

岸本　八重子 2027/12/14 メイプル調剤薬局大通店21234030

北島　和 2025/09/30 日本調剤北円山薬局19231910

木田知義 2025/11/14 キタ調剤薬局山鼻店19232262

北村　哲 2022/12/31 （株）クリオネ　美しが丘薬局16227758

北村抄子 2025/01/14 パルス薬局　桑園店18230828

君島　亨 2025/03/14 市立釧路総合病院18131060

木村大輔 2024/02/14 保険調剤　いちご薬局　星置店17229386

木村泰騰 2026/06/30 アイン薬局中央三輪店20233242

木村貴士 2023/12/14 名寄調剤薬局17229186

木村文貴 2022/12/31 札幌逓信病院16127757

日下部　正史 2023/10/14 帯広徳洲会病院17128843

葛間慎介 2027/12/14 苫小牧市立病院21134084

工藤　透 2024/07/31 国立病院機構　北海道がんセンター18130009

工藤和臣 2023/12/14 市立函館病院17129165

工藤剛裕 2022/09/30 なの花薬局　手稲駅前店16227518

工藤博之 2024/02/14 なの花薬局　深川店17229349

工藤雅史 2022/05/31 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター16127320

工藤裕香 2025/09/30 パルス薬局　東室蘭店19231817

國本雄介 2024/07/31 札幌医科大学付属病院18130011

久保　悠 2025/08/14 社会医療法人　北海道循環器病院19131621

久保　瞳 2025/09/14 JCHO札幌北辰病院19131770

熊坂　雄一郎 2025/07/31 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院19131504

熊坂愛美 2027/11/30 札幌東徳洲会病院21133997

熊崎綾香 2025/08/31 医療法人徳洲会　帯広徳洲会病院19231693

倉澤未千 2021/11/30 パルス薬局　清田店15226581
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倉野洋輔 2025/09/30 メイプル調剤薬局大通店19231896

黒田岳典 2027/11/30 なの花薬局　北広島中央店21233962

桑山友里 2025/07/14 ノルデン薬局　南2条店19231459

小池奈穂 2025/11/14 医療法人東札幌病院19132201

髙坂貴俊 2021/08/31 クリオネ新栄薬局　15225928

河野亜紀 2023/12/14 社会医療法人社団　クラーク病院17129188

郷六裕章 2025/08/14 なの花薬局　開成店19231576

小坂翔吾 2021/07/31 ナガイ薬品　比布調剤薬局15225775

小澤真吾 2022/12/14 独立行政法人国立病院機構　旭川医療センター16127740

越田　晋太郎 2023/09/14 医療法人社団博仁会　大江病院17128714

小島雅崇 2024/04/14 きのえ薬局18229547

小竹弘道 2028/01/14 アイン薬局　桑園駅前店21234161

後藤　悠 2025/09/30 JA北海道厚生連　旭川厚生病院19131850

後藤聡太 2023/01/31 医療法人明生会　イムス札幌消化器中央総合病院16127832

後藤田　祐介 2027/09/14 アイン薬局月寒中央店21233764

後藤光秀 2025/08/31 苫小牧市民病院19231698

小西卓哉 2024/11/14 日本調剤　白石薬局18230514

小入羽　興基 2023/11/14 クリオネ　さくら公園薬局17229076

小松修一 2024/03/14 市立千歳市民病院17129439

小松孝浩 2022/05/14 わかくさ薬局小樽店16227281

小松原　聖史 2025/10/14 フロンティア薬局鶴ケ岱店19232066

近藤　真奈美 2024/10/31 アイン薬局　東苗穂店18230421

今野慶一 2027/12/14 函館赤十字病院21134057

金野知哉 2027/01/14 札幌北楡病院20133417

齊藤瑛里 2026/05/31 クリオネ住ノ江薬局20233158

齋藤俊和 2023/09/14 さくら薬局　滝川店17228718

齊藤宏樹 2021/12/31 といろ薬局15226703

齋藤靖弘 2025/10/14 札幌東徳州会病院19131982

齋藤弓佳 2027/12/31 札幌西円山病院21134098

榊　克博 2025/08/31 アサヒ調剤薬局　鍛冶支店19231670

坂口綾香 2026/03/31 医療法人徳州会　日高徳州会病院20133032

佐賀美　裕樹 2024/07/31 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院18130007

坂本　なつき 2021/11/30 札幌しらかば台病院15126521

坂本　亮 2023/08/14 医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院17128598

坂本桂子 2025/04/14 社会医療法人　札幌禎心会病院19131201

作並雅幸 2022/12/14 パルス薬局　めぐみの店16227744

佐久間　直彦 2022/12/14 市立稚内病院16127734

桜田尚季 2025/08/14 なの花薬局　桑園店19231589

佐々木　香奈 2026/09/30 日本調剤　白石薬局20233305

佐々木　翔平 2025/09/14 東豊中中央薬局19231758

佐々木　寛 2026/04/14 株式会社和商水島薬局6条店20233120

佐々木　啓 2025/12/31 勤医協中央病院19132572

佐々木　幸博 2021/11/14 釧路労災病院15126472

笹渕史也 2022/11/30 なの花薬局　西小樽店16227655

笹谷真夕 2023/11/30 あいあい薬局17229125

佐藤彰紘 2025/11/14 コトブキ調剤薬局　帯広店19232240

佐藤幸司 2023/01/31 山の手調剤薬局16227858

佐藤卓馬 2025/10/31 医療法人北晨会恵み野病院19132126

佐藤千佳 2022/02/28 わかくさ薬局　小樽店15226983

佐藤智男 2022/10/31 はぼろ調剤薬局16227592

佐藤伸夫 2022/11/30 クローバー薬局手稲店16227675

佐藤文俊 2027/11/30 ノルデン薬局　ウェルネスセンター店21233959

佐藤史伸 2025/11/30 帯広第一病院19132331

佐藤方彦 2023/12/31 市立釧路総合病院17129230

佐藤正幸 2024/08/31 苫小牧市立病院18130101

佐藤美峰 2024/07/14 旭薬みどりがおか薬局18229888

里見　啓 2025/03/31 調剤薬局ツルハドラッグ　新橋大通店19231117

里見　真佑子 2023/08/14 フロンティア薬局 手稲中央店17228621

佐野　美奈子 2022/09/30 フォルテ調剤薬局16227525

澤口千鶴 2026/01/14 社会医療法人　函館博栄会　函館渡辺病院19132631

澤谷亮平 2024/10/31 新札幌中央薬局18230427

椎葉　奈緒子 2022/09/14 パルス薬局　めぐみの店16227515

四方晴美 2022/11/30 （株）北海道保健企画　菊水16227686

重元義明 2026/02/28 あしたば薬局　明日風店19232888

信太寛和 2023/11/14 みどり薬局　札苗店17229035

篠田雅和 2025/07/31 北海道社会事業協会　函館病院19131500

柴田雅子 2026/01/14 広域紋別病院19132617

島田陽平 2028/02/14 イオン薬局札幌桑園店21234206

清水敦也 2025/10/31 JR札幌病院19132134

清水啓太 2025/02/28 調剤薬局ツルハドラッグ　中園店18230955

清水勇基 2025/08/31 札幌禎心会病院19131680

白澤北斗 2025/03/14 アイン薬局　旭川曙店18231028

神　一樹 2026/06/30 日本調剤小樽薬局20233244

新木　誠 2025/02/14 恵庭第一病院18130903

末永祐規 2024/10/31 小樽掖済会病院18130402

末村栄寿 2023/09/14 西札幌中央薬局17228722

菅原　茜 2027/08/14 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター21133687

菅原悠華 2025/01/31 豊岡中央病院18130870

杉井孝綱 2026/06/14 日本調剤　医大前調剤薬局20233218

杉木　力 2023/12/14 保険調剤　いちご薬局　星置店17229177

杉本一敏 2022/11/30 かえで薬局　大学通り店16227691

鈴木　佳奈子 2026/01/31 あしたば薬局　北大前店19232679

鈴木智行 2021/06/30 フロンティア薬局　鶴ケ岱店15225658

鈴木祐太 2026/04/14 サンセイ中央薬局20233088

須田晃史 2026/02/28 札幌センチュリー病院19132882

陶山明菜 2022/12/14 町立中標津病院16127700

妹尾千章 2028/01/14 フロンティア薬局手稲中央店21234159

曽根義貴 2027/08/31 まつもと薬局　南町店21233729

平　みどり 2023/02/28 エースリー調剤薬局　神居店16228008

髙岡　弥央子 2026/04/14 医療法人徳州会日高徳州会病院20133080

髙嶋健太 2023/08/31 ナカジマ薬局　市立病院前店17228692

髙田　亜希子 2025/07/31 菊水ひまわり薬局19231525

髙橋　さえ子 2024/11/14 三信調剤薬局　新札幌店18230515

高橋　豊 2027/08/31 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院21133727

髙橋篤史 2025/10/14 さくら薬局　札幌南1条店19231997

髙橋克寿 2022/12/31 なの花薬局　小樽店16227764

髙橋恭兵 2023/11/30 JR札幌病院17129152

髙橋秀聡 2023/01/14 医療法人徳州会　札幌徳州会病院16127795

髙橋泰充 2022/10/31 とんでん調剤薬局16227622

滝澤理貴 2024/01/14 社会医療法人函館博栄会　函館渡辺病院17129264

滝沢麻理 2022/07/31 NTT東日本札幌病院16127397

竹江亮博 2025/02/28 フィール調剤薬局　寿店18230976

竹澤暢記 2024/07/31 調剤薬局ツルハドラッグ　函館石川店18229934

多田　誠 2021/07/31 江別市立病院15125781

立場浩輝 2026/12/14 つがやす薬局　池田店20233387

館内彌昌 2025/10/14 釧路赤十字病院19131985

田中　栄理加 2024/01/31 ナカジマ薬局　砂川店17229301

田中あみ 2025/04/14 アイン薬局　函館元町店19231187

田中香織 2023/11/30 クリオネ港町薬局17229090

田中大貴 2027/12/14 メディモテイネ調剤薬局21234031

田中寿和 2025/07/31 ナカジマ薬局　旭川医大店19231496

棚谷　貢 2021/07/31 JA北海道厚生連　札幌厚生病院15125750

谷　秀彰 2024/05/14 ノルデン薬局　南3条店18229702

谷岡　哲 2023/08/31 札幌南徳洲会病院17128623

谷口慎哉 2023/10/31 アルセ調剤薬局17228983

谷藤知昌 2022/09/30 ノルデン薬局　西町店16227551

谷本　亜由美 2023/11/30 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院17129157

田畑　彩 2024/11/14 パルス薬局　札幌中央店18230537

玉手裕輔 2024/07/14 ぱれっと調剤薬局18229879

田村善弘 2021/10/31 キタ調剤薬局　新琴似店15226318

樽井貴広 2024/01/31 名寄調剤薬局17229296

近井祐太 2026/06/30 なの花薬局静内緑町店20233239

千葉真人 2021/11/30 北見赤十字病院15126556

塚田智也 2023/08/31 パルス薬局　恵庭店17228655

對馬　恵 2022/11/30 さくら薬局札幌南一条店16127688

都築慧一 2025/11/30 さくら薬局室蘭山手店19232295

都築仁美 2024/01/14 旭川医科大学病院17129279

坪谷光展 2021/06/30 医療法人社団エス・エス・ジェイ　札幌整形循環器病15125692

出渕史典 2027/11/30 ノルデン薬局深川店21234014

寺島　佳奈子 2023/12/14 メイプル調剤薬局　円山店17229182

天満夏貴 2023/12/31 共愛会病院17129231

德永　尭 2025/07/31 元町グリーン薬局19231497

冨田　陽 2023/10/31 そらちぶと調剤薬局17228996

富塚寿子 2027/11/30 クリオネ平岸薬局21234011

富所　隆太朗 2023/10/14 キタ調剤薬局　新琴似店17228846

友田宗宏 2025/01/14 アイン薬局　函館湯の川店18230831

鳥海　明日実 2025/04/30 ナカジマ薬局　宮の森店19231265

仲尾悦子 2025/09/30 クリオネ　新さっぽろ薬局19231885

中川晴恵 2025/11/30 クリオネ中園町薬局19232373

中越文朗 2026/04/14 ウェルネス薬局亀田本町店20233117

中島忠則 2024/02/14 サンセイつじ薬局17229377

長田恵乃 2024/11/30 ナカジマ薬局　北41条店18230611

中田博之 2025/09/14 桜町調剤薬局19231754

中田雅人 2024/11/30 社会医療法人元生会　森山病院18130585

中西　皓 2026/05/31 名寄市立総合病院20133168

中野真也 2023/05/31 札幌優翔館病院17128344

中野拓次 2025/10/31 アサヒ調剤薬局　美原店19232156

中村　将太朗 2027/10/31 イムス札幌消化器中央総合病院21133901

中村勝貴 2025/08/14 メイプル調剤薬局　宮の沢店19231640

中村千明 2025/07/31 ふじい薬局　沼ノ端北調剤　19231505
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中村尚史 2027/08/31 医療法人渓仁会札幌西円山病院21133713

中村裕一 2023/12/31 JA北海道厚生連　札幌厚生病院17129258

中本将広 2025/10/14 ナカジマ薬局　ひばりが丘店19231995

中屋　健 2023/08/31 パルス薬局　桑園店17228677

中谷華里 2024/07/14 斉藤薬局　貝塚店18229906

奈良岡　広幸 2022/03/31 みどり薬局　札苗店16227093

楢山恭弘 2025/09/30 ノルデン薬局　西町店19231918

新沼芳文 2023/07/31 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院17128526

西口和久 2022/12/31 社会医療法人元生会　森山病院16127776

西田雄二 2026/03/31 たけうち薬局さくら店20232983

西埜嵩宏 2022/04/14 なの花薬局　宮の森店16227196

西堀達哉 2025/10/14 札幌循環器病院19132045

西牧武志 2021/12/31 JA北海道厚生連　倶知安厚生病院15126738

西村栄一 2025/08/31 旭川赤十字病院19131689

西本由香 2021/11/30 駅前通り調剤薬局15226550

野川　明日香 2025/11/14 さくら薬局　北見南仲町店19232197

野澤卓也 2025/08/31 調剤薬局ツルハドラッグ　稚内新光店19231684

野田幸代 2023/05/31 つがやす薬局　苗穂店17228353

野々山　雅俊 2028/01/14 札幌医科大学附属病院21134150

野間井　智 2027/11/30 国立病院機構　北海道医療センター21133995

間　奈緒子 2024/11/14 クリオネ北21条薬局18230490

長谷川　尚希 2023/11/14 北見赤十字病院17229024

長谷川　遥 2025/09/14 国立病院機構　北海道がんセンター19131727

畠山幸枝 2023/01/31 クリオネ港町薬局16227825

畑澤智史 2025/10/14 ナカジマ薬局　桑園店19231998

蜂谷千香 2022/03/14 札幌緑愛病院15127061

服部　満貴子 2025/10/14 たいへいばし薬局19231980

濱中桃恵 2022/12/31 メイプル調剤薬局　円山店16227782

早坂裕子 2025/02/14 クリオネ桜通り薬局18230927

林　綾子 2027/08/31 元町グリーン薬局21233712

林　寛子 2027/11/30 なの花薬局まさかえ店21234013

早勢和成 2025/07/31 ミント調剤薬局19231544

原口　真智子 2024/06/30 なの花薬局　花川北店18229866

原田瑞記 2023/10/14 社会医療法人医仁会　中村記念病院17128877

針谷将克 2023/12/14 ノルデン薬局　福住店17229191

晴山知拓 2025/10/31 帯広厚生病院　19132132

半田佳毅 2024/02/29 サンセイ川原薬局17229399

坂東佳汰 2027/11/30 ナカジマ薬局　野幌店21233994

樋浦一哉 2025/07/31 JA北海道厚生連　札幌厚生病院19131529

比嘉耕基 2024/05/31 札幌東徳洲会病院18129738

樋口　ひろか 2024/05/31 イムス札幌消化器中央総合病院18129767

樋口一世 2024/11/30 北海道大学病院18130613

樋口尚美 2021/10/14 サンセイ調剤薬局本店15226220

樋口由美 2023/02/14 フロンティア薬局　手稲駅前店16227939

彦阪愛望 2024/05/14 医療法人社団同仁会　長野病院18129683

平嶋優一 2022/12/14 パルス薬局　めぐみの店16227735

平手大輔 2027/11/30 手稲渓仁会病院21133964

平野史子 2021/11/14 晴生会さっぽろ南病院15126393

平山拓哉 2022/09/30 つくし調剤薬局16227537

廣瀬哲也 2021/11/14 特定医療法人明仁会　整形外科北新東病院15126412

ヒンクルマン　由 2025/07/31 ななくさ薬局19231528

深田優太 2027/08/31 医療法人 菊郷会 札幌センチュリー病院21133723

福井正人 2023/08/31 第一調剤　あいさつ通り調剤薬局17228680

福田翔一 2027/04/30 JA北海道厚生連　網走厚生病院21133525

藤井達郎 2023/08/31 JCHO　札幌北辰病院17128629

藤井千春 2025/07/31 クリオネ山の手薬局19231549

藤野知美 2023/12/31 医療法人社団大藏会　札幌佐藤病院17129216

藤野陵二 2026/03/14 日鋼記念病院19132948

藤林　遼 2025/10/14 北海道消化器科病院19132021

藤松隆重 2021/06/14 つがやす薬局東2条店15125611

藤本育也 2023/04/30 サン調剤薬局17228244

藤山夏子 2023/11/14 ナカジマ薬局　野幌旭通店17229049

藤原舞子 2022/12/31 （株）まつもと薬局　本店16227762

渕上俊介 2026/01/31 JA北海道厚生連網走厚生病院19132666

船井玄洋 2023/09/30 医療法人為す久会　札幌共立五輪橋病院17128776

辺見正敏 2021/11/14 アイン薬局西28丁目店15226390

星川知子 2025/09/30 クリオネ港町薬局19231945

星子敦子 2021/11/30 あしたば薬局　時計台ビル店15226496

保科　くるみ 2024/01/31 インター薬局17229297

堀　隼人 2023/10/14 クリオネアリス調剤薬局17228882

堀井孝太 2027/11/30 札幌東徳洲会病院21133965

本田　健太郎 2027/12/14 我汝会えにわ病院21134043

本多　有希子 2026/04/14 医療法人愛全会　愛全病院20133110

本間　絵里子 2027/09/14 ナガシマ薬局宮の森店21233781

町屋敷　修平 2024/10/31 フロンティア薬局　新栄店18230330

松井　萌 2025/09/30 アイン薬局西18丁目店19231852

松浦恵理 2027/10/14 パルス薬局東室蘭店21233850

松岡佳吾 2024/06/30 函館中央病院18129833

松﨑恵美 2025/08/14 さくら薬局　滝川店19231579

松崎幸憲 2025/08/31 ホリ薬局　啓南店19231686

松澤康博 2023/09/14 札幌共立五輪橋病院17128757

松澤麗也 2027/11/30 北海道薬剤師会　会営薬局21233961

松島宣雄 2023/12/14 アイン薬局　二十四軒店17229194

松島由季 2023/12/31 医療福祉センター札幌あゆみの園17129256

松本　みなみ 2023/08/31 医療法人渓仁会　札幌西円山病院17128676

松本直挙 2024/05/31 なの花薬局　まさかえ店18229750

的場沙織 2027/11/14 社会医療法人鳩仁会　札幌中央病院21133940

丸山卓哉 2025/10/14 JA北海道厚生連　旭川厚生病院19132031

丸山春恵 2025/11/30 菊水ひまわり薬局19232306

三浦潤介 2024/06/14 みうら薬局18229811

三浦拓也 2025/10/14 もみじ台中央調剤薬局19232047

三上　久美子 2022/08/31 パシフィック薬局　北郷店16227445

三樹　洋 2024/02/14 さくら薬局　木古内店17229380

三島　縁 2021/11/14 フロンティア薬局　中の島店15226466

水澤祐介 2024/08/14 なの花薬局　平岡店18230014

皆川麻実 2022/01/31 あしたば薬局　北25条店15226799

簑島　弓未子 2025/10/14 旭川赤十字病院19132004

宮川丈史 2024/04/30 なの花薬局　南小樽店18229658

宮本壮滋 2021/10/31 釧路三慈会病院15126367

宮本智子 2027/11/30 江刺市民薬局21233963

宮本牧子 2022/12/31 （株）北海道保健企画　東区ひまわり薬局16227768

宮元良輔 2023/04/14 パルス薬局　はなかわ店17228219

武蔵愛美 2023/01/31 社会医療法人康和会　札幌しらかば台病院16127862

武藤英佳 2025/07/31 調剤薬局ツルハドラッグ南稚内店19231559

村上和隆 2023/11/14 札幌道都病院17129029

村川　麻里子 2022/04/14 済生会　小樽病院16127186

村中一大 2025/02/14 JA北海道厚生連　札幌厚生病院18130894

村部陽子 2023/01/14 なの花薬局　北大前店16227785

村本泰樹 2023/08/14 メトロ調剤薬局　新道店17228615

村山圭介 2025/04/30 国立病院機構　北海道がんセンター19131250

森　巧実 2026/09/14 アイン薬局　室蘭東町店20233296

森　陽介 2025/12/14 なの花薬局野幌店19232403

森岡悠紀 2026/04/14 北海道がんセンター20133113

森田直秀 2023/12/31 サン薬局17229253

森本　日菜子 2025/06/30 フロンティア薬局　手稲中央店19231428

森本香那 2021/11/14 フロンティア薬局　曙店15226397

八木洋介 2023/12/14 札幌共立五輪橋病院17129202

矢口修一 2026/01/31 西岡メディカル薬局みなみ店19232656

矢澤　敏 2025/07/31 釧路労災病院19131543

栁町大介 2027/10/14 社会医療法人医仁会中村記念南病院21133828

柳谷　束 2025/11/14 市立函館病院19132245

柳谷聡美 2024/01/31 ナカジマ薬局　啓北店17229286

矢作　徹 2025/01/14 北見薬剤師会　ミント調剤薬局18230814

八幡弘子 2026/03/31 社会医療法人恵和会恵庭第一病院20132965

山内　駿 2025/07/31 クリオネ新栄薬局19231494

山内敦子 2023/08/31 慈啓会病院17128656

山﨑　布美子 2025/10/14 社会医療法人　母恋　天使病院19132048

山崎晃憲 2025/08/14 手稲渓仁会病院19131648

山崎友理 2023/11/30 メイプル調剤薬局　宮の沢店17229137

山崎洋平 2022/11/30 仁楡会札幌病院16127683

山下　健一郎 2021/10/31 サークル薬局　山の手店15226307

山下朱理 2021/06/30 パルス薬局　札幌中央店15225696

山下順也 2026/03/31 王子総合病院20133021

山下麻友 2025/12/14 さくら薬局　札幌南１条店19232480

山田幸浩 2024/08/14 ナカジマ薬局　啓北店18230023

山中博貴 2028/02/14 函館五稜郭病院21134262

山本大樹 2025/08/14 やよい調剤薬局19231581

山本勇樹 2023/10/31 特定医療法人社団慶愛会　札幌花園病院17128993

山本亮子 2024/10/31 ナカジマ薬局　ひらおか店18230325

湯浅慎司 2023/11/14 ポテト調剤薬局17229066

由良佳織 2023/03/31 札幌センチュリー病院17128140

横井　亮 2025/12/31 ノルデン薬局　北広島店19232538

横井飛太 2025/02/14 ナカジマ薬局　旭川医大店18230902

由井則之 2023/08/14 調剤薬局ツルハドラッグ　1条店17228573

吉川香理 2024/10/31 KKR札幌医療センター18130438

吉川雅人 2023/10/31 メイプル調剤薬局　円山店17228994

吉嶋邦晃 2023/11/30 市立室蘭総合病院17129111

吉田　有紀子 2021/08/31 医療法人社団　恵庭南病院15125977

吉田啓佑 2025/10/14 札幌北楡病院19132029

吉田圭佑 2024/12/14 アイン薬局　白石南郷通店18230697



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） 北海道

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）

吉武幹彦 2025/02/28 ひまわり薬局18231011

吉田憲史 2025/07/14 砂川市立病院19131460

吉田聖輝 2025/08/14 コア薬局　岩見沢中央通店19231629

吉田諒平 2025/10/31 なの花薬局新富店19232095

由浪　亮 2023/06/30 いろは調剤薬局17228439

吉野敦彦 2021/08/31 アイン薬局　旭川中央店15226010

吉村千寿 2023/09/14 調剤薬局クスリのツルハ　旭川6条店17228696

米倉聡志 2024/08/14 なの花薬局　豊平店18230020

米原健秀 2022/06/14 (有)カトウ薬局　文苑店16227346

領毛　博 2024/06/14 JR札幌病院18129797

六川　梢 2025/09/30 イチミヤ薬局19231941

若浦真美 2021/12/14 アイン薬局　桑園駅前店15226691

和歌智貴 2025/10/31 東苗穂病院19132160

若林崇文 2022/12/14 パルス薬局　苫小牧店16227705

渡邊　えりな 2023/11/14 ノルデン薬局　宮の沢東店17229043

渡辺貴博 2025/08/31 医療法人渓和会 江別病院19131699

渡邊公靖 2022/08/31 なの花薬局　札幌北18条店16227473

渡辺雅代 2023/07/31 クリオネ北17条薬局17228503




