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四十物　由香 2022/03/31 （株）日立製作所　日立総合病院08100932

青木　啓 2022/08/31 クオール薬局　神栖店10215640

青木明美 2022/10/14 神立中央病院10216038

青柳修一 2025/05/31 筑波学園病院13121620

青柳実和 2024/01/31 ウエルシア薬局　つくば豊里店11219170

青山純一 2022/03/31 グリーン薬局08204109

青山芳文 2028/03/31 (株)日立製作所　日立総合病院08105507

赤井真一 2023/11/14 石岡セントラル薬局11218631

秋山俊輔 2026/03/31 あけぼの薬局　内守谷店14223354

明田川　悟 2022/03/31 つかもと調剤薬局09213160

浅井　良 2022/03/31 かつらぎ薬局09207697

浅倉　満 2022/03/31 ねもと薬局09213472

浅野妃子 2024/09/14 霞ヶ浦薬剤センター薬局12220349

浅見美樹 2022/07/14 漢方閣　つくば店10215249

渥美弘美 2022/03/31 筑波記念病院08105701

新井克明 2028/03/31 医療法人渡辺会大洗海岸病院09107251

安藏栄治 2024/10/14 いちはら病院12120466

飯島　さやか 2027/12/14 アイン薬局　水戸赤塚店15226675

飯島高明 2022/03/31 白十字総合病院08102808

飯泉美之 2024/10/31 アイン薬局　つくば竹園店12220594

飯塚　弘 2028/03/31 中央薬局　知手店09208359

井坂英典 2022/03/31 石岡循環器科脳神経外科病院08105868

石井浩二 2022/03/31 石岡セントラル薬局08200692

石井典一 2022/03/31 むつの薬局09212370

石神　修 2024/08/31 薬局与市12220184

石崎修一 2022/03/31 つかもと調剤薬局　下館店09208835

石﨑芳乃 2022/03/31 （株）サンテ　フェイス薬局08201975

磯部貴司 2026/01/14 南山堂薬局石岡本店13223008

伊丹雄平 2022/08/14 アルファーム薬局10115513

市川　薫 2028/03/31 かのこ薬局08203595

伊藤勇次 2028/03/31 クオール薬局　牛堀店09206757

糸賀　守 2023/05/31 筑波メディカルセンター病院11117663

稲川　聖 2027/12/14 広野薬局　北茨城店15226651

稲川徳幸 2023/05/31 東前病院11117563

井上　勝 2023/04/30 東京医科大学茨城医療センター11117394

猪瀬明宏 2026/01/14 ファーコス薬局プラス13223010

今井章人 2023/04/30 コスモ調剤薬局　下市店11217382

今住　百合子 2022/03/31 山口薬局　真鍋店08200535

岩田　絵律奈 2025/01/31 松崎薬局本店12221068

岩間　賢太郎 2022/03/31 岩間東華堂薬局08202587

上杉　美枝子 2022/09/14 みどり薬局　藤代店10215709

上原千恵 2025/07/14 今川薬局　土浦店13221792

宇田川　宣子 2028/03/31 フローラ薬局河和田店08201109

内山　淳 2022/03/31 ロイヤル薬局友部08202007

枝　昌代 2023/12/14 友愛記念病院11118854

江田達生 2022/03/31 南山堂薬局　阿見町店08200652

江橋由佳 2022/06/14 たなか薬局10214902

江幡早苗 2022/03/31 （株）日立製作所日立総合病院08100550

海老澤　容子 2028/03/31 水戸済生会総合病院09111451

海老原　貴子 2022/12/31 アルファーム薬局　みずき野店10216637

大神正宏 2026/01/31 茨城県立中央病院13123078

大川謙司 2023/11/14 水戸済生会総合病院11118627

大木　とし子 2022/03/31 ファーコスよこやま町薬局08205771

大越　篤 2022/08/14 ファーマシー中山　城東店10215424

大島多紀 2023/09/14 土浦南調剤薬局11218212

大隅純子 2022/12/14 大成堂薬局　中根店10116581

大曽根　洋子 2022/03/31 大曽根薬局08201046

大谷けい 2028/03/31 調剤薬局あすなろ08100244

大津　崇 2023/02/14 かしわや薬局栗山店10216863

大塚　岳 2025/02/28 たけの調剤薬局12221238

樗木智聡 2022/03/31 なめがた地域総合病院08104360

大友　ひろ美 2022/03/31 筑波学園病院08100976

大橋利恵 2027/03/31 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院15125263

大原範恵 2022/03/31 しんはら薬局09211244

岡田　保 2022/03/31 石岡セントラル薬局08200650

岡野京子 2022/03/31 （株）紫峰　学園中央薬局作岡店08203782

岡野知子 2023/05/31 筑波メディカルセンター病院11117602

岡野真理 2028/03/31 桃園薬局09211134

岡山　崇 2023/02/28 さくら薬局土浦駅西口店10216952

小倉昌久 2022/05/31 （株）アルファーム　桜ヶ丘店10214467

小倉玲子 2023/11/14 県西総合病院11118708

小沢恭子 2022/03/31 イマガワフューチャー(株)08200680

小澤裕子 2022/03/31 メイプル薬局日立店08103014

小田木　郷 2024/04/30 (株)カワチ薬品12219590

小田部　京子 2025/09/14 ウイン調剤薬局水戸店13222203

小貫知信 2022/03/31 (株)アルファーム　あさひ薬局09211067

小沼祐之 2024/11/14 なかとみ薬局12220717

小原一啓 2022/03/31 里仁堂薬局　泉町店08201025

小山田　聡 2024/10/14 茨城県厚生連茨城西南医療センター病院12120567

折田憲昭 2028/03/31 クオール薬局結城店09208140

加倉井　靖正 2022/03/31 岩瀬プラザ薬局09213009

梶山順子 2022/03/31 なのはな薬局09213021

片山純子 2022/08/14 クオール薬局牛久店10215495

加藤　誠 2022/03/31 筑波メディカルセンター病院09107946

加藤和弘 2028/03/31 スガワ薬局09207587

加藤千恵 2027/12/14 日本調剤　つくば西大通り東薬局15226696

金澤幸江 2028/03/31 ポプリ薬局桜町店08204571

金谷　希栄子 2028/03/31 ひかり薬局　つくば学園の森店08202559

金成敏正 2022/03/31 わかば薬局　高萩08206221

金子香織 2027/11/14 アイン薬局　つくば学園店15226453

金子路典 2024/11/30 アイン薬局　守谷店12220836

蒲池　みどり 2027/08/31 総合守谷第一病院15125988

鴨志田　聡 2026/06/14 水戸ブレインハートセンター14123668

河野　健太朗 2027/08/31 あやめ薬局15225932

神林泰行 2028/03/31 筑波大学附属病院　　08105579

菊池　聡 2022/12/14 フローラ薬局友部店10216551

菊地　勝 2028/03/31 北茨城薬局　開南店09208412

木名瀬　直樹 2022/03/31 アイン薬局　龍ヶ岡店08200807

木村　学 2022/03/31 すみれ調剤薬局09207747

木村信一 2028/03/31 (有)シュウメディカル　めだか薬局09209255

草野朋子 2028/03/31 (有)久米薬局08200571

工藤仁一 2028/03/31 さつき薬局本店09211086

久野　裕美子 2022/03/31 茨城西南医療センター病院09110490

久保田　季治 2028/03/31 山口薬局　中央店08201940

熊谷　かおる 2028/03/31 クオール薬局取手店09210764

栗橋秀昭 2022/03/31 県北医療センター高萩協同病院08106388

黒川鮎子 2022/07/14 協和調剤薬局　本局10215295

黒澤忠雄 2022/03/31 きぬ医師会病院08105521

黒田　かほる 2022/03/31 セント・フォローカンパニー　SFCペガサス薬局09212789

五木田　益城 2022/03/31 守谷慶友病院08106276

小嶋鈴江 2022/04/30 アイン薬局　日立田尻店10214308

後藤美和 2022/08/14 ねもと薬局病院前店10215522

小濵伸太 2023/02/28 協和調剤薬局本局10216975

小松明子 2022/03/31 （株）アインファーマシーズ　今皮薬局　水街道店09206868

小松本　太志 2022/04/14 会田記念リハビリテーション病院10113827

齋藤勝裕 2022/03/31 たけの薬局　下妻店09207271

斎藤修子 2028/03/31 （株）メディカルキャビネット　つむぎ薬局09207952

斎藤尚英 2026/10/14 SFC薬局　那珂店14224328

齋藤紀子 2022/11/14 スマイル薬局10216260

齋藤祥子 2028/03/31 （株）日立製作所日立総合病院09111252

酒井郁子 2022/03/31 医療法人茨城愛心会　古河病院09106716

坂井義友 2025/05/31 アイン薬局藤代店13221604

坂入　百合子 2022/03/31 アイセイ薬局　常陸大宮店09213265

坂本岳志 2028/03/31 あけぼの薬局 メディカル店09206595

佐々木　進 2022/03/31 ツルハドラッグ茨城　桜の郷店09212910

笹原侑祐 2025/08/31 クオール薬局つくば桐の葉モール店13222078

佐藤　篤 2022/03/31 大塚中央薬局09206763

佐藤　太 2022/04/30 さくら薬局　土浦駅西口店10214102

佐藤忠頼 2028/03/31 かすが薬局09210601

佐藤幸恵 2026/11/30 薬局パンプキン14224644

佐本哲朗 2022/03/31 （公財)鹿島病院08100636

澤　志信 2028/03/31 ひまわり薬局09209570

澤出　由香莉 2027/06/30 （株）あさひ調剤　アイン薬局古河本町店15225685

柴﨑敏明 2022/03/31 医療法人社団浦川会　勝田病院08100504

柴田　亨 2028/03/31 国家公務員共済組合連合会　水府病院08105556

島　　正 2024/09/14 カムラ薬局12220304

島川大司 2024/02/14 みすず薬局　田彦店11219297

島田秀子 2024/10/14 ひかり薬局取手店12220505

島中隊子 2022/03/31 レインボー薬局09212160

清水浩一 2022/03/31 つかもと調剤薬局　岩瀬店09208783

清水泰子 2022/11/14 駅前薬局ウララ310216280

下岡典子 2023/11/30 あんず薬局　馬渡店11218771

菅原直人 2028/03/31 古河赤十字病院08101088

杉田　健 2023/03/14 つかもと調剤薬局　牛久店10217118

杉野訓男 2022/03/31 有限会社スター調剤薬局　08205785

杉山功典 2022/03/31 ハニュウ薬局　玉戸店09212435

鮏川安祐 2022/03/31 つかもと調剤薬局　下根店09211285

鈴木　さつき 2028/03/31 牛久愛和総合病院　09108079

鈴木　猛 2022/03/31 みすず薬局　幸町店09212971

鈴木明美 2028/03/31 あい薬局　成沢店09208178

鈴木和彦 2022/03/31 はまなす薬局　大野店09107568

鈴木勝俊 2028/03/31 東金沢薬局08200752

鈴木清明 2028/03/31 北茨城市民病院08101328

鈴木大志 2022/03/31 オレンジ薬局09207094

鈴木宇子 2022/03/31 ひまわり調剤薬局09208511

鈴木貴之 2025/12/14 ねもと薬局病院前店13222830

鈴木哲哉 2023/12/14 みすず薬局　石崎店11218893

鈴木弘道 2028/03/31 アルテ薬局08105736
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鈴木康生 2027/11/30 いしつか薬局15226613

鈴木康生 2028/03/31 おせ薬局08104574

鈴木吉一 2022/09/14 カワチ薬局　鮎川店10215685

鈴木律子 2028/03/31 ライズ調剤薬局ひたち野うしく駅前店09210525

須藤　寛 2028/03/31 なの花薬局水戸駅前店08205948

諏訪暁子 2027/12/14 KKR水府病院15126667

関　敦子 2028/02/14 ドライブスルー南山堂薬局　つくば本店15226868

関　利一 2022/03/31 （株）日立製作所ひたちなか総合病院09109980

関口明美 2028/03/31 さくらい薬局　荒川本郷店08205577

関澤　淳之介 2022/03/31 だいこく薬局08205983

関根　剛 2022/03/31 (有)セキネ薬局08206320

仙波藤男 2028/03/31 茨城県西部メディカルセンター08100374

染谷　進之介 2028/03/31 社会福祉法人白十字会　白十字総合病院08100027

平典子 2023/03/14 あおぞら薬局　大和田店10217113

髙澤麻美 2022/03/31 霞ヶ浦薬剤センター薬局09210864

高澤幸美 2024/05/31 水戸協同病院12219690

髙田　豪 2028/02/14 公益財団法人　鹿島病院15126911

高田沙織 2022/08/31 かつらぎ薬局10215525

髙塚一枝 2022/03/31 （有）ワイツファーマ　ポプリ薬局朝日店08205405

髙野　太計志 2022/03/31 みすず薬局　柵町店09211143

高野　千登勢 2022/03/31 SFC薬局　堀町店08205695

髙野　真 2028/03/31 (有)スター調剤薬局　レインボー薬局08101252

高橋　彰 2022/03/31 アルファーム薬局　友部店08205251

高橋真吾 2028/02/28 古河中央薬局　日赤前15226984

髙橋利幸 2022/03/31 東京医科大学霞ヶ浦病院08103683

高橋伸也 2023/02/14 カワチ薬局　ひたちなか店10216922

髙橋正明 2022/03/31 つくばセントラル病院09111935

高橋昌也 2022/03/31 常陸大宮済生会病院08103678

高畠綾乃 2028/03/31 アイン薬局　佐貫店08206474

髙村和文 2022/05/31 病院前ドラッグ薬局10214606

竹野信吾 2022/03/31 たけの調剤薬局09210183

田澤良子 2022/03/31 ハニー薬局09210580

田中　健太郎 2028/03/31 山口薬局　おおつ野店09210888

田中　美穂子 2022/03/31 (有)フダ調剤薬局09210799

田中和宏 2026/12/14 ライズ調剤薬局14224668

田中恵美 2025/12/31 なの花薬局那珂店13222936

谷川真悟 2022/09/14 古河中央薬局友愛前10215781

田原敏和 2023/02/14 古宿会　水戸中央病院10116859

玉原朋和 2027/11/30 サンリツ薬局　守谷店15226598

田村明広 2028/03/31 （株）日立製作所日立総合病院09109873

田村時美 2028/03/31 中央薬局09208147

塚本晃子 2022/03/31 南山堂薬局　つくば店09207634

塚本真弓 2023/10/14 一般社団法人いばらき保健福祉調剤薬局あすなろ11218374

津久井　章夫 2022/03/31 あかね薬局09211885

辻川明子 2022/03/31 ポプリ薬局　中村店09207836

津田晃央 2028/03/31 JAとりで総合医療センター09113742

土屋　薫 2022/03/31 パワー調剤薬局　真壁店08202998

堤　孝 2022/03/31 あけぼの薬局　千代川店08206198

椿　浩之 2022/03/31 総合病院水戸協同病院08102550

寺嶌輝明 2022/03/31 医療法人善仁会　小山記念病院08101483

寺原洋子 2025/12/14 南山堂薬局　龍ケ崎店13222839

常世田　京子 2022/03/31 今川薬局　つくば天久保店09212213

冨岡雅樹 2028/03/31 ハート薬局08104888

中川美鈴 2023/12/31 社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター11119024

長沢法子 2022/03/31 社会医療法人　つくばセントラル病院09108980

長須　麻寿美 2022/03/31 志村大宮病院08106308

中田智雄 2023/01/14 医療法人社団有朋会　栗田病院10116706

中谷由夏 2028/03/14 北茨城市民病院15127036

中西正人 2022/03/31 フロンティア薬局日立店09207815

中野　美樹子 2022/03/31 たいようクリニック09208070

中野一男 2028/03/31 牛久愛和総合病院09110581

中村　知代子 2027/12/31 ふたば薬局15226746

中村　徹 2022/03/31 つくばセントラル病院09110556

中村宏美 2022/03/31 神立中央薬局09212823

名越　ソッヴィリ 2024/09/14 友愛薬局ひたちなか店12220330

生井沢　仁子 2022/03/31 県北医療センター高萩協同病院09112701

成田裕己 2022/03/31 さわやか薬局08200906

西野　理恵子 2022/03/31 (株)日立製作所ひたちなか総合病院09110987

西野郁郎 2022/03/31 西野自然堂薬局09206929

西野典子 2022/03/31 西野自然堂薬局　中郷店09206928

仁平幸子 2025/11/30 龍ヶ崎済生会病院13122721

丹羽直人 2028/03/31 霞ヶ浦薬剤センター薬局08201834

沼倉貴史 2025/08/31 （有）サンメディカル　あけぼの薬局メディカル店13222121

沼倉孝典 2022/03/31 ドライブスルー南山堂薬局つくば本店09208565

根本　ひろ美 2028/03/31 よしの薬局08204562

根本　みゆき 2028/03/31 ねもと薬局09209253

根本昌彦 2022/05/31 （株）日立製作所　日立総合病院10114534

根本美佳 2022/04/14 （株）サンテ　ホーム薬局10113871

野口洋子 2028/03/31 レインボー薬局08200724

野尻英樹 2023/03/14 野尻薬局　美妻橋店10217030

箆津崇文 2028/03/31 ぬまた調剤薬局08206208

延島道広 2028/03/31 かわわだ薬局08206472

萩谷健一 2022/03/31 アクア薬局　かつた店08206393

箱田真弓 2023/01/14 みすず薬局　豊喰店10216701

橋爪祐子 2028/03/31 根本薬局　ひたち野店09210665

長谷川　久美 2028/03/31 水戸赤十字病院08100511

長谷川　裕子 2022/11/14 山口薬局　ウララ店10216222

支倉広人 2023/11/14 カワチ薬局　真鍋店11218747

花香淳一 2027/12/14 小山記念病院15126632

塙　真也 2028/03/31 ひたちなか薬局08200493

羽生政宏 2022/11/30 ハニュウ薬局　北つくば店10216352

濱武　久美子 2023/01/31 （株）日立製作所　多賀総合病院10116843

原　明美 2023/12/31 独立行政法人労働者健康安全機構鹿島労災病院11119004

原　英二 2024/10/31 コヤマ薬局　那珂店12220695

原信田　努 2028/03/31 茨城西南医療センター病院08103763

原信田　弘子 2023/04/14 総合病院土浦協同病院11117297

原島正明 2022/03/31 さわやか薬局09108479

番場和夫 2022/03/31 水戸済生会総合病院08100716

番場敏子 2022/08/14 ほし薬局　石岡店10215498

樋熊裕子 2022/03/31 医療法人圭愛会　日立梅ヶ丘病院09208716

平岩晃一 2027/07/14 アイン薬局　ときわ平店15225739

平岡　祐一郎 2022/03/31 あゆみ薬局08200726

平田智也 2026/12/14 ウエルシア薬局　守谷松並店14224672

平野亜矢 2022/03/31 ひたちなか薬局08202679

平松祐子 2022/08/31 薬局与市　鹿嶋宮中店10215531

平間秀光 2022/03/31 いいぬま薬局野殿店09106999

廣澤明子 2025/06/14 (有)絹の里薬局13221669

廣瀬映美 2022/07/14 (株)ファーマみらい　多賀薬局10215133

廣野宏之 2028/03/31 田辺薬局　かみす賀店09208143

樋渡温子 2024/10/14 日本調剤水戸日赤病院前薬局12220525

樋渡正憲 2023/08/31 日本調剤　水戸薬局11218101

福田　ちひろ 2028/03/31 山口薬局　ウララ店08202139

福田香里 2022/03/31 ㈱サンメディック　コヤマ薬局八郷店08202933

福田光司 2024/10/14 JAとりで総合医療センター12120521

福田洋平 2022/03/31 （株）アインファーマシーズ　今川薬局　つくば天久保店09208223

藤生典文 2023/11/14 カワチ薬局　友部店11218728

藤咲　保 2026/01/31 永和薬局13223088

藤沢玲子 2022/03/31 花梨薬局　岩間店08204428

藤田淳子 2022/03/31 根本薬局　みどり野店08200812

藤田敬子 2022/03/31 （株）サン薬局09209744

藤田真澄 2028/01/31 JAとりで総合医療センター15126829

船尾和弘 2022/08/14 水戸赤十字病院10115469

古谷尚子 2028/02/28 国立病院機構水戸医療センター15126996

細谷義長 2022/03/31 すみれ調剤薬局08205443

堀田礼子 2026/11/30 友愛記念病院14124663

堀内　誠 2024/10/14 ケンコー薬局　堀町店12220524

堀内　学 2022/09/30 筑波大学附属病院10115823

堀口恵美 2022/03/31 県西糖尿病内分泌内科クリニック09111329

堀谷香織 2023/10/31 あおば薬局11218584

増田道雄 2022/03/31 マスダ調剤薬局09207214

松浦育子 2026/09/14 友愛薬局　下館店14224147

松浦佳之 2027/12/14 日本調剤　つくば西大通り東薬局15226668

松﨑弘起 2028/03/31 ㈱松崎　松崎薬局09206806

松田一彦 2027/11/30 薬樹薬局　水海道15226593

松田久恵 2022/10/14 総合森谷第一病院10115950

松原淑子 2022/03/31 南山堂薬局　波崎店08201625

松原史典 2022/11/14 神栖済生会病院10116198

松本明男 2022/09/14 笠間市立病院10215710

松本晃一 2022/03/31 東京医科大学茨城医療センター08100998

間中絢美 2027/11/30 ひかり薬局　守屋ゆりがおか店15226612

三浦友範 2028/03/31 すみれ調剤薬局09113371

水間　舞衣子 2022/08/14 （株）紫峰　たつのこ薬局10215467

三村敦美 2022/03/31 総合病院土浦協同病院09111019

宮内　悠一郞 2028/02/28 神栖済生会病院15127007

宮田弘之 2028/03/31 レモン薬局08203286

宮本弘子 2022/03/31 桃園薬局09211462

三和田　陽介 2028/03/31 日本調剤つくば西大通り東薬局09109996

武藤　潤 2026/04/14 たんぽぽ調剤薬局　赤塚店14223490

女鹿敏恵 2026/04/14 社会福祉法人欅会　旭台病院14123501

米野勝也 2022/03/31 カムラ薬局09212149

望月武人 2025/11/30 (株)マイドラッグ ハニュウ薬局研究学園店13222641

樅山徳幸 2023/01/31 オレンジ薬局　諸川店10216790

盛　聡美 2022/03/31 医療法人社団耕潤会　ハートフルふじしろ病院09107858

森重英明 2022/03/31 ライズ調剤薬局　石岡店08200528

森田洋子 2022/03/31 根本薬局　南店08203611

森山祐子 2022/10/14 みすず薬局　白梅店10215895

諸田和子 2022/03/31 利根町薬局08202614

門前吉典 2022/08/14 (有）ファーマシーすず　ぬまた調剤薬局10215494



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） 茨城県
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谷津秀子 2028/03/31 総合病院　水戸協同病院08101115

栁田　剛 2022/03/31 やすらぎの丘　温泉病院08105800

矢野　真紀子 2022/03/31 レインボー薬局08205932

矢吹　真由美 2022/03/31 南山堂薬局　つくば店08204481

山口克子 2028/03/31 やまぐち薬局　野殿店09210517

山口浩司 2028/03/31 やまぐち薬局　関城店09210518

山﨑　淳 2028/03/31 (株)カワチ薬品　倉持薬局　谷和原店08204575

山﨑　七海子 2022/03/31 アイン薬局　取手店09208521

山﨑令子 2024/04/14 医療法人慶友会守谷慶友病院12119554

山下　篤 2025/11/30 筑波記念病院13122694

山谷一朗 2023/05/31 カワチ薬局坂東店11217703

山田雅俊 2025/04/14 センター薬局本店13221452

山中康弘 2022/03/31 アクア薬局　かつた店09206713

山本　大 2022/03/31 かわわだ薬局08201264

山本鍾太 2022/03/31 協和調剤薬局　学園支局08201700

山本伸孝 2022/03/31 ＳＦＣ薬局　中根店09212401

山谷武司 2028/03/31 株式会社エルファルマ　ももの木薬局08103382

横田敬子 2025/10/14 たけの調剤薬局13222397

横田喜子 2028/03/31 南山堂薬局　乙戸南店08202739

横濱　明 2028/03/31 Ｙ・Ａ薬局09212941

吉岡尉子 2023/01/14 みすず薬局　笠間店10216700

吉澤　奈美子 2022/11/14 クオール薬局　神栖店10216286

吉澤　ふさ子 2028/03/31 さくらい薬局　桜川古渡店09207257

吉田秀平 2022/03/31 南山堂薬局　おおつ野店09209084

吉田直弘 2028/03/31 龍ヶ崎済生会病院09107215

米田正明 2026/11/30 協和調剤薬局　本局14224609

理﨑忠夫 2023/10/14 薬局セレクト11218419

和栗裕子 2022/03/31 一般社団法人筑波麓仁会筑波学園病院09112082

渡邊　美和子 2023/03/14 ペガサス薬局10217074

渡邊晴久 2022/03/31 （株）日立製作所日立総合病院08100933

亘　文恵 2022/05/14 志村大宮病院10114371



氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先
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青木　富久子 2022/03/31 (有)タニ薬局09207089

秋元清昭 2022/03/31 光陽台薬局08203046

阿久津　路彦 2028/03/31 ピノキオ薬局　今泉店08204029

明慶雅治 2022/03/31 今市病院09111452

飛鳥馬　宏 2027/11/30 アップル薬局　はこのもり店15226567

足立二朗 2022/03/31 とちのき薬局下栗店09207422

阿部　由美子 2028/04/14 セントラル薬局16227170

天野　ユウ子 2022/03/31 ミント薬局09209281

有島陽平 2023/08/31 オリーブ薬局11218078

安藤秀義 2026/03/31 ポニー薬局　黒磯店14223409

伊沢泰直 2022/03/31 石橋調剤薬局09210023

石川　信 2027/06/14 つくも薬局西茂呂15225610

石田裕一 2022/03/31 とちぎメディカルセンター下都賀総合病院08101320

石津雅宏 2022/03/31 コスモ調剤薬局足利南店09210264

石原雅仁 2022/04/30 あじさい調剤薬局10214070

磯　恵美子 2022/03/31 地方独立行政法人栃木県立がんセンター09113266

磯　和宏 2026/09/30 とちの木薬局14224313

板橋法大 2025/11/14 (有)マスヤマメディカル　ウイズ薬局13222574

板橋真澄 2022/03/31 (有)マスヤマメディカル　サンテ薬局08204911

市川友宏 2028/03/31 ファーコス薬局　ありす08201530

市村康男 2022/08/31 すみれ薬局10215664

一柳直子 2022/03/31 クオール薬局石橋店09206665

糸井雅延 2022/03/31 コスモ薬局08103667

稲垣雅秀 2025/08/14 カワチ薬局東城南店13221996

稲見玲子 2022/03/31 さくら薬局　栃木真岡店09207775

猪股英明 2026/07/31 ふじ調剤薬局14223885

岩渕有紀 2024/07/31 カワチ薬局矢板南店12219946

岩本充代 2024/08/31 とちぎ薬局　宝木店12220154

植竹博子 2022/03/31 SFC薬局越戸店08202359

上野雅広 2022/03/31 光陽台薬局09211394

右今義和 2025/06/14 とちぎ薬局　岩曽店13221687

臼井　悟 2028/03/31 獨協医科大学病院09109746

内田清美 2022/03/31 あすなろ薬局09207712

内堀健一 2022/03/31 すみれ薬局09208117

宇津木　吉紀 2028/03/31 フクシ鹿沼薬局08202129

占部　真由美 2028/03/31 大沢調剤薬局　薗部店08206316

江田生恵 2028/03/31 （株）ピノキオ薬局　ピノキオファーマシーズ雀の宮店08202658

江波戸　美典 2022/03/31 ピノキオファーマシーズ　鹿沼西店08205416

榎原　健 2028/01/14 獨協医科大学病院15126773

江波戸　和香 2023/03/14 つくも薬局　西茂呂10217033

江部　美和子 2022/03/31 フレンド羽川薬局09208631

遠田健二 2022/03/31 アポロ薬局09210034

大垣幸正 2022/10/31 とちぎメディカルセンターしもつが10116076

大木　功 2022/03/31 コアラ薬局09209814

大島香菜 2024/03/14 （株）フレンド　薬師寺調剤薬局11219406

大竹美咲 2025/07/31 ピノキオ薬局　南河内店13221895

大塚昌宏 2022/03/31 栃木県済生会宇都宮病院08104810

大塚容子 2022/09/14 大町調剤薬局10215799

大貫宣幸 2022/10/14 JAかみつが厚生連　上都賀病院10115929

大野浩一 2022/03/31 医療法人光風会　光南病院08102633

大橋眞次 2022/03/31 ハーモニ薬局　08200661

大橋史亮 2024/09/14 ふれあい薬局12220253

大森径子 2028/03/31 那須中央病院09110838

大山直毅 2025/08/14 中央薬局　佐野店13221946

大類順子 2025/08/31 祝町薬局13222058

岡田　美和子 2024/09/30 黒須病院12120435

岡田真侑 2026/09/14 やなぜ調剤薬局14224117

岡野和成 2022/03/31 独立行政法人 国立病院機構 栃木医療センター09109778

小椋章次 2027/08/14 ピノキオ薬局　花園店15225906

長田真宏 2024/07/31 森の前薬局12219944

小澤　多美子 2025/10/14 ニコニコ薬局石橋店13222416

小嶋　須賀子 2022/08/31 慈啓会　白澤病院10115641

小関　剛 2028/02/14 地方独立行政法人新小山市民病院15226887

小曽根　恵美子 2022/03/31 ピノキオ薬局　城山店09206872

小野和男 2023/02/14 綿屋薬局　南河内店10216888

小野崎美幸 2022/03/31 セサミ薬局　泉町店09109939

貝賀幹生 2022/03/31 ピノキオファーマシーズ　鹿沼久保店09210758

各務　温 2028/03/31 ピノキオ薬局陽南店08202655

柿沼貴子 2022/03/31 恵生会黒須病院08104967

柿沼武久 2022/03/31 那須中央病院09106811

加瀬　昭一郎 2022/03/31 クオール薬局　雨ヶ谷店09206790

片野昌宏 2022/03/31 自治医科大学附属病院08100887

加藤　壮 2023/02/14 つくも薬局　ヤオハン北部店10216911

加藤和代 2028/03/31 ふたば薬局しもつが08205509

加藤誠一 2028/03/31 ピノキオ薬局南河内店08205508

加藤真美 2028/03/31 ひまわり薬局富士見店08205905

金森　麻土香 2022/03/31 那須赤十字病院09109056

金子和生 2028/03/31 那須赤十字病院08101517

金子令子 2028/03/31 ピノキオ薬局　美原店09209927

神坐　美弥子 2025/10/31 国際医療福祉大学病院13122477

神山　眞由美 2022/04/14 （独）地域医療機能推進機構うつのみや病院10114014

川嶋　実 2022/08/14 みずしろ調剤薬局10215436

川村岳弘 2028/03/31 かみや薬局08205927

菊池良晃 2028/03/31 社会医療法人中山会　宇都宮記念病院08105464

北岡俊也 2022/03/31 （一般）とちぎメディカルセンターとちの木病院09113761

北川順子 2022/03/31 ひばり調剤薬局09207611

君島恵美 2027/09/14 ふじ調剤薬局15226046

木村　豊 2022/03/31 ＳＦＣ薬局　箱森店08200490

日下洋太 2026/11/30 コスモファーマ薬局　大月町店14224630

草野敦司 2022/03/31 クオール（株）　小山駅南店09208473

久保泰子 2022/03/31 国際医療福祉大学病院08104419

熊谷　唯 2022/03/31 今市病院09211493

熊倉明子 2022/04/30 （有)ダイトク　グレープ調剤薬局10214261

栗原　美知代 2022/03/31 こぐれ調剤薬局09210777

栗原伸悦 2022/06/14 中央薬局　はりがや店10214681

栗原文子 2022/10/14 コスモ薬局10215993

黒﨑昌子 2028/04/30 石橋総合病院10114124

黒田　豊 2028/03/31 コスモ調剤薬局　木幡店09208655

小阿瀬　康哲 2022/03/31 なでしこ薬局08204634

小池康史 2022/03/31 (有)マスヤマメディカル08201585

小池義一 2022/03/31 足利赤十字病院08100986

児島良徳 2022/03/31 (有)ダイトク　グレープ調剤薬局08205682

小西純一 2026/09/30 藤井脳神経外科病院14224201

小濵賢一 2024/10/14 あすなろ薬局12220451

小林郁夫 2022/03/31 ファミリー薬局08205471

小林琴美 2022/08/14 イエローグリーン薬局　みなみ店10215400

小林貴子 2024/08/14 エンゼル薬局12220070

小堀樹美 2022/03/31 （有）富士ファーマシー芙蓉薬局09207342

小山隆司 2022/03/31 大沢調剤薬局　本町店09211480

近藤澄子 2022/03/31 （株）ピノキオ薬局　南河内店08200311

昆野達郎 2027/01/31 レモン薬局小山店14224873

斎藤浩一 2022/07/14 マロン薬局那須赤十字病院前店10215290

齋藤晴美 2025/08/31 カワチ薬局　戸祭店13222117

齋藤由佳 2026/09/14 すみれ薬局石橋店14224101

酒井　久美子 2024/10/14 ポニー薬局　矢板店12220528

坂本　篤 2022/03/31 けやき薬局09208650

坂寄雅美 2022/03/31 (有)富士ファーマシー　中丸薬局09210070

笹川雅浩 2026/09/14 調剤薬局ツルハドラッグ　日光安良沢店14224135

佐々木　浩司 2022/03/31 カワチ薬局矢板南店09207033

佐々木　洋平 2023/09/14 スズラン薬局11218201

佐藤　充 2022/10/31 中央薬局　東峰店10216061

佐藤　雄一郎 2022/03/31 ポプリ薬局08203154

佐藤　由里子 2025/09/30 社会医療法人博愛会　菅間記念病院13122327

佐藤暁子 2022/03/31 （有）富士ファーマシー芙蓉薬局09207598

佐藤公彦 2023/08/14 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター11117930

佐藤早苗 2028/03/31 有限会社くすりのサトウ　さとう薬局09207709

佐藤真弓 2028/03/31 ピノキオ薬局　今市店08105438

眞田　香帆里 2028/03/31 ハーモニー薬局09206714

佐野彰仁 2027/07/14 りんどう薬局　緑店15225703

澤口武尊 2028/03/31 自治医科大学附属病院08102747

塩野入　洋 2027/08/14 中央薬局上三川店15225838

鹿村恵明 2028/03/31 エムズ薬局08200274

四ノ宮　隆行 2022/08/14 ビオラ薬局10215386

芝本祐子 2025/08/14 とちぎ薬局　馬頭店13222010

澁澤雅博 2022/03/31 医療法人根岸会　足利富士見台病院09212398

清水恵子 2028/03/31 かみや調剤薬局足利南店08201656

下妻和彦 2028/03/31 有限会社つくも薬局08200602

下妻文子 2022/03/31 つくも薬局　西茂呂09207599

下野　江之介 2028/03/31 (株)アップルケアネット　アップル薬局自治医大前店08202613

白井博文 2022/03/31 ひまわり薬局09208811

菅沼砂織 2022/03/31 とちぎ薬局　鹿沼店09209956

杉本達也 2027/08/31 国立病院機構　東長野病院15125947

杉山　奈津子 2022/03/31 国際医療福祉大学病院09112548

鈴木雅史 2022/12/14 国際医療福祉大学　塩谷病院10116536

鈴木美香 2026/09/30 室井病院14124196

須藤　智恵子 2022/03/31 ひばり薬局08201707

瀬戸　佳奈子 2027/08/14 ピノキオファーマシーズ　那須塩原店15225886

髙津憲司 2023/08/14 (株)クローバーオリオン薬局11218017

髙津戸　敬 2022/03/31 芳賀赤十字病院08103151

高梨晃一 2028/03/31 フタバ快生堂薬局08201032

髙野澤　昇 2022/03/31 ハーモニー薬局09209702

高野安広 2022/03/31 ひまわり薬局阿波町店08203218

髙橋　治 2022/03/31 上都賀総合病院08101926

高橋重道 2022/03/31 （株）フレンド　佐野調剤薬局09209045

髙橋恭久 2022/03/31 独立行政法人国立病院機構　宇都宮病院09109645

滝　真由美 2024/08/31 とちぎ薬局　本店12220212

竹内寿子 2024/08/14 中央薬局　国分寺店12220024

武本順也 2022/03/31 あい調剤薬局09208510
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武山　聡 2024/08/14 クオール薬局　荒町店12220010

田島聡子 2022/03/31 ピノキオ薬局すみれ薬局石橋店08203336

田代孝文 2028/03/31 ひまわり薬局　阿波町店09208810

田名網　弘幸 2022/04/30 かみや調剤薬局　葛生店10214158

田中友和 2022/03/31 ピノキオファーマシーズ　宇都宮西店08200014

田中直哉 2028/03/31 カロン薬局08204117

谷　真理子 2028/03/31 あい薬局09209637

玉野佳宏 2022/06/30 つくし調剤薬局10214985

土橋侑介 2026/07/31 社会医療法人博愛会　菅間記念病院14123887

綱川友季 2027/08/31 ピノキオ薬局　今泉店15225942

鶴巻一真 2028/03/31 かみや薬局　高萩店09211119

手塚晶久 2024/08/14 すぎなみ薬局12220075

寺田　大 2022/03/31 (株)ファーコス　おりひめ薬局09211945

寺戸　靖 2028/03/31 ピノキオ薬局　大田原店09206946

外山智章 2022/04/30 獨協医科大学病院10114100

内藤裕之 2028/03/31 那須赤十字病院08100500

長岡　匠 2026/08/31 獨協医科大学病院14124085

中川暁彦 2022/03/31 ファーコス薬局　片柳09210317

中澤寛仁 2028/03/31 自治医科大学附属病院08103711

永瀬　直 2028/03/31 獨協医科大学病院08105876

中根邦孔 2022/03/31 ポピー薬局08201425

中林直樹 2024/11/14 カワチ薬局　西川田店12220782

中村　聡 2023/06/30 クオール薬局佐野赤門店11217816

永山　寛 2022/03/31 シティ薬局　浅香店09210170

名嶋　豊 2028/03/31 (有)マスヤメディカル　エール薬局09206927

生井栄佑 2026/09/14 みぶ薬局14224142

奈良部　博文 2022/03/31 とちぎ薬局　鹿沼店09207205

西﨑　修 2022/03/31 那須南病院08104327

西舘裕美 2028/03/31 ピノキオ薬局　今市店08200747

西出　穣 2028/03/31 シロタ薬局09212230

西山泰弘 2028/03/31 ふじ調剤薬局　那須塩原店08205624

庭田　昇 2022/03/31 医療法人小金井中央病院08100540

沼尾孝子 2028/03/31 とちぎ薬局　今市店09213447

沼子敏久 2028/03/31 エムズ薬局08206262

野澤　彰 2022/03/31 上都賀総合病院09109899

野武奈穂 2024/10/14 (株)フレンド　グリーンタウン調剤薬局12220457

橋本則雄 2025/02/28 中央薬局　ましこ店12221254

橋本秀雄 2026/08/31 厚生会　西方病院14124047

長谷川　幸枝 2025/06/30 はせがわ調剤薬局　今市本町店13221743

蜂巣美智 2025/07/31 ファーマシー中山那須店13221876

原　英司 2022/09/30 さくら薬局　黒磯店10215849

原　雅典 2022/03/31 フレンド薬師寺調剤薬局08204107

原田佳代 2022/03/31 社団福田会　福田記念病院09210708

半田　卓 2022/05/14 栃木県済生会宇都宮病院10114354

柊　正代 2025/09/14 地方独立行政法人　新小山市民病院13122157

日向野　康子 2025/12/14 ハクバ調剤薬局13222843

平田　陽一郎 2028/02/28 とちぎ薬局　美原店15226987

廣澤伸浩 2027/08/14 カワチ薬局　自治医大店15225891

福島　香代子 2022/03/31 （株）フレンド　フレンド薬局真岡熊倉店09209282

福田高雄 2022/03/31 ポニー薬局　矢板店09207903

藤江秀則 2022/05/31 ハーモニー薬局　柳田店10214488

二木祐子 2022/09/30 やまゆり薬局10215863

古井　久仁子 2022/03/31 株式会社ピノキオ薬局たかせ店09109741

古田美枝 2022/08/14 クオール㈱　小山ひがし店10215412

保坂　恒 2022/03/31 ハーモニー薬局　西小学校前店09207873

堀田佳宏 2022/03/31 ピノキオ薬局城山店08205487

本田泰斗 2024/09/30 (株)フレンド　フレンド調剤自治医大東店12220378

前澤智史 2022/08/14 ピノキオファーマシーズ　那須塩原店10215466

前澤寛子 2022/08/14 ポニー薬局　矢板店10215435

前橋要宏 2022/03/31 ライズ薬局09210604

牧野幹生 2025/07/31 (株)アルファーム　アルファーム薬局並木店13221904

真島裕一 2022/03/31 菅間記念病院09107031

増山　えり子 2022/03/31 報徳会宇都宮病院08104133

町田匡俊 2022/09/30 (株)ピノキオ薬局　わかば薬局石橋店10215820

松井健一 2022/07/14 しもつか薬局10115085

松井貴行 2022/03/31 こぐれ調剤薬局09211613

松田和弘 2026/03/14 フレンド宇都宮調剤ステーション薬局13223306

松田美和 2028/03/31 鬼怒川調剤センターたかとく薬局08205347

松本絵理 2026/10/14 (株)ピノキオ薬局プラザ店14224390

松本京子 2026/04/30 まつやドラッグ調剤薬局14223565

松本隆史 2028/03/31 ゆうせい薬局09210696

松本寿広 2028/03/31 ㈱まつや薬局09211116

黛　久美子 2028/03/31 フレンド薬局風ノ宮09206958

丸山大祐 2022/03/31 ハーモニー薬局　北一の沢店08203022

溝内和喜 2023/08/31 ミドリ調剤薬局11218132

三森竜司 2022/03/31 独立行政法人国立病院機構　宇都宮病院09107800

宮川　優 2025/09/14 クオール薬局　西那須野店13222172

宮川留美 2028/03/31 やまゆり薬局09207710

宮下　淳 2022/03/31 芳賀赤十字病院08101268

村井　加代子 2022/03/31 クオール薬局西那須野店09213412

村上賢志 2022/03/31 那須赤十字病院08101760

村田良実 2028/03/31 わかば薬局　石橋店08205783

茂木昭憲 2027/08/31 足利赤十字病院15125954

茂木伸子 2022/06/14 足利赤十字病院10114773

茂木正浩 2028/03/31 スター薬局08203653

森田　弘 2022/03/31 新小山市民病院08104779

森田　美江子 2028/04/30 獨協医科大学病院10114092

諸石勝也 2022/06/14 セサミ薬局大通り店10214895

諸橋卓治 2023/04/30 ピノキオ薬局鹿沼店11217437

安田広輝 2022/03/31 グレープ調剤薬局09207081

箭内雅実 2022/03/31 国際医療福祉大学塩谷病院08200450

谷中恵里 2024/09/14 コスモ薬局真岡店12220261

柳原　いずみ 2022/03/31 (株)ファーコスこもめ薬局09207311

山口哲郎 2028/04/30 （有）ダイトク みずしろ調剤薬局10214262

山﨑達也 2027/11/30 つくも薬局 西茂呂15226518

山下晃生 2024/02/28 エムハートつるた店11219399

山田知明 2022/03/31 平田薬局　大平店09206943

山田典子 2022/03/31 そうごう薬局　宇都宮店09207262

山室克江 2023/02/14 （株）ピノキオ薬局　烏山店10216904

吉岡　麻祐子 2027/04/30 フレンド飛山薬局15225400

吉澤朝枝 2022/03/31 栃木県立がんセンター09107492

吉澤知美 2022/08/14 ピノキオ薬局　プラザ店10215369

吉田悟朗 2022/03/31 とちぎ薬局佐久山店09211529

吉田祐子 2022/03/31 アルファーム薬局　並木店09208220

吉成　徹 2027/08/14 獨協医科大学日光医療センター15125881

吉野　亜希子 2022/03/31 エムハート薬局　もおか店08100330

和貝益男 2022/10/14 フタバ快生堂薬局　鬼怒川調剤センター10215938

若林宏海 2028/03/31 自治医科大学附属病院08103666

渡邊和裕 2022/03/31 中央薬局09207269

渡辺俊也 2022/11/30 クオール薬局はやぶさ店10216455

渡邊紘子 2022/03/31 獨協医科大学日光医療センター08104162
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青木　加寿代 2022/11/14 ありす薬局10216270

青柳宗郎 2022/11/14 エムハート薬局館林中央店10116290

赤井恵美 2028/03/31 富士薬局　中央店08205384

赤岩保明 2022/08/31 公立碓氷病院10115634

赤塚英代 2022/06/30 ファーコス　おぎくぼ薬局10215045

秋葉　万祐子 2026/02/14 太田中央薬局13223149

秋山恵佑 2028/03/31 おりづる調剤薬局09211494

秋山滋男 2022/03/31 群馬県済生会　前橋病院08104152

浅見一保 2022/09/30 アイケイ薬局　藤岡店10215825

浅見富弥 2022/03/31 アップル薬局　ビバタウン店09213216

畔見正彦 2022/03/31 中宿薬局09210421

阿部正樹 2025/07/14 群馬大学医学部附属病院13121791

阿部房江 2022/03/31 そうごう薬局　中尾店09207433

新井隆広 2023/12/31 群馬県立がんセンター11119029

荒木拓也 2026/03/31 群馬大学医学部附属病院14123361

新木美枝 2024/09/14 JCHO　群馬中央病院12120344

荒木玲子 2022/10/14 (有)柴崎薬局　ファーマシーはとり薬局10116013

蟻川　勝 2028/04/14 国立病院機構　高崎総合医療センター10114011

飯島　由美子 2026/12/31 群馬県立精神医療センター14124771

飯島敬毅 2022/03/31 アイン薬局伊勢崎はしえ店08201178

飯塚俊直 2028/03/31 あすか薬局08200139

飯塚俊幸 2022/07/31 わかば薬局　大原店10215339

池田有希 2026/11/14 いずみ薬局　金古店14224565

石井香苗 2022/10/31 群大前薬局10216056

石井康博 2022/03/31 クオール薬局中泉町店08200241

石井裕美 2028/03/31 富士薬局09210719

石川智一 2028/03/31 太田市薬剤師会　会営薬局09207919

石田　由美子 2022/03/31 スカイ薬局　伊勢崎中央店09211170

石谷美香 2023/04/30 マルエ薬局川原店11217443

石塚千鶴 2022/03/31 富士薬局08204380

礒田宏之 2026/09/30 坂上薬局14224301

井田　佳代子 2022/11/14 やまな薬局10216287

糸井重勝 2022/03/31 高崎健康福祉大学薬学部薬学科09109966

伊藤　恵 2026/01/14 医療法人社団美心会　黒沢病院13123019

伊藤　遼 2027/02/14 SUBARU健康保険組合　太田記念病院14124951

伊藤敏明 2024/10/31 （株）カワチ薬品　カワチ薬局　富岡店12220589

伊藤雅之 2022/03/31 あずま調剤薬局08202810

稲川秀樹 2027/08/14 原町赤十字病院15125819

井上　裕 2022/03/31 群馬大学医学部附属病院08202064

井上里枝 2026/11/30 いずみ薬局　高崎店14224611

今井美視 2022/03/31 医療法人石井会　石井病院09112174

伊吉尚子 2022/03/31 （有）薬局もり　2号店09207485

岩井　慎 2027/07/31 さくら薬局15225782

岩崎英久 2022/03/31 公立藤岡総合病院09110371

岩島義規 2022/11/14 桐生協同薬局10216235

岩本　佐智子 2027/08/31 ファミル薬局15226012

上田悦子 2022/03/31 ㈱ひまわり薬局09211519

上田絹子 2026/02/14 群馬保健企画　あおば薬局　前橋店13223144

上村哲哉 2025/08/14 ファミル薬局　設者13221937

臼井達洋 2028/03/31 富士薬局　高林店09210881

内田　規美夫 2024/08/14 富士薬局　日乃出店12220111

内田敏明 2022/03/31 メロディ薬局08104270

占部哲志 2027/06/14 本町薬局15225592

大河原　崇行 2026/02/28 ファーコス薬局　井出13223237

大澤淳子 2026/10/14 前橋赤十字病院14124358

大瀧俊弘 2026/08/14 調剤薬局太陽14223934

大谷晴美 2022/11/30 一般財団法人同愛会同愛会薬局10216474

大塚　正 2022/03/31 (有)メディック　ファミリー薬局松原店09212511

大林恭子 2022/03/31 群馬大学医学部附属病院09113209

大矢浩史 2026/08/31 あすなろ薬局14224019

岡田裕子 2022/03/31 クオール薬局中泉店09210915

岡戸規子 2022/03/31 富士薬局南矢島店（株式会社フラント）08204589

岡部　麻由子 2022/07/31 ㈱ファーコス　あゆみ薬局10215362

小川　不士子 2024/08/14 かじ町薬局12220018

小川淳司 2022/03/31 医療法人　北関東循環器病院08103951

荻野万人 2027/03/31 独立行政法人国立病院機構沼田病院15125294

荻野孝子 2028/03/31 藤岡中央薬局09212159

小倉由子 2022/03/31 （医）日高病院09113646

小黒　佳代子 2022/04/14 プラス薬局高崎吉井店10213884

小材直人 2022/04/14 JCHO群馬中央病院10113867

小野田　隆径 2027/08/31 いずみ薬局　本店15225967

小野寺　宇 2022/03/31 けやき薬局08200395

折原法子 2022/03/31 ウエルシア薬局　前橋三俣店09211860

柿田慶吾 2022/03/31 医療法人石井会　石井病院08104411

柁原妙子 2023/03/31 西吾妻福祉病院11117248

加藤明子 2025/09/14 ファースト調剤薬局　桐生店13222145

加藤健司 2023/03/31 三平薬局11217233

加藤静子 2022/11/14 鶴谷会　鶴谷病院10116308

門下鉄也 2028/03/31 あずまみまもり薬局09211021

金井計久 2022/03/31 コジマ薬局08206212

金井克巳 2022/08/14 めだか薬局10215503

加庭章義 2022/11/30 カワチ薬局　伊勢崎支店10216388

神山将人 2022/03/31 すこやか薬局　群馬八幡店09212628

亀岡桐代 2022/03/31 オリーブ薬局09108105

川野由佳 2024/03/14 ファーコス薬局　井出店11119402

菊池義浩 2027/08/31 城西の杜薬局15226002

久住　真由美 2022/03/31 あずまみまもり薬局09209175

久保田　良子 2025/08/14 いずみ薬局　仙石店13221943

久米隆夫 2025/09/14 公立藤岡総合病院13122137

倉林　豊 2022/03/31 公立富岡総合病院08103724

栗原朋之 2026/12/31 社会医療法人鶴谷会　鶴谷病院14124817

黒岩由里 2028/03/31 すみれ調剤薬局　邑楽店　08200192

黒澤秀吉 2022/03/31 (株)クロサワ薬局東口支店09211162

黒澤裕子 2028/03/31 アイケイ薬局　藤岡店08200222

桒原早苗 2022/11/30 一般財団法人同愛会薬局10216475

小池泰博 2028/03/31 アイケイ薬局　中居店09211630

髙野和弘 2028/02/14 いずみ薬局　金古店15226924

木暮幸子 2022/10/31 （株）ファーコス　せせらぎ薬局10216105

小島宏子 2022/03/31 両毛調剤薬局　アイオイファーマシー09211869

児玉　博 2028/04/14 桐生厚生総合病院16127207

小林　敦 2022/03/31 前橋赤十字病院08100075

小林香織 2022/03/31 上細井調剤薬局09213363

小林利明 2022/10/31 たかの薬局　末広店10116151

小林敏明 2022/11/14 くるみ薬局　小舞木店10216323

小林有巨 2027/08/31 アイケイ薬局15225949

小林洋平 2022/03/31 ファーマみらい(株)上毛薬局09212895

齊田悟司 2028/03/31 公立七日市病院08104302

齊藤　美智子 2022/04/30 (株)サンメディック　なの花薬局伊勢崎昭和町店10214241

齊藤妙子 2028/03/31 群馬県立がんセンター09111870

齋藤哲也 2024/06/30 前橋市薬剤師会会営薬局12219811

齋藤哲也 2022/03/31 あおば薬局　08104208

齋藤雅高 2027/08/14 そうごう薬局　佐野店15225842

坂井崇裕 2022/10/14 医療法人社団東郷会　恵愛堂病院10115947

坂口人一 2022/10/31 かえで薬局　伊勢崎太田町10216184

坂下可奈子 2022/04/14 群馬県立心臓血管センター10114030

桜沢千世 2022/03/31 公立藤岡総合病院09110610

佐藤　繁 2022/03/31 ぐんま調剤薬局　原町店08206174

佐藤悦子 2027/08/31 ファーコス薬局玉村15226003

佐藤岳彦 2022/03/31 ヘルシー薬局09211073

山藤　満 2022/11/14 富士重工業健康保険組合　太田記念病院10116254

塩月尚子 2022/11/14 あいあい薬局10216326

重田寿樹 2022/03/31 ウエルシア薬局　前橋上新田店09210350

重村　淳 2024/08/31 日本調剤　渋川薬局12220129

設楽　由喜子 2024/10/14 かなで薬局粕川店12220497

柴田晃啓 2023/01/31 ふぁいん薬局　明和10216750

柴田幸代 2022/12/14 ファーコス薬局　おぎくぼ10216506

渋谷尚子 2022/11/30 前橋市薬剤師会会営薬局10216446

島田三智 2022/03/31 こくふ薬局09212654

清水　啓 2022/03/31 公立藤岡総合病院09113383

清水　隆 2022/04/30 （株）ファーコス　しょうわ薬局10214203

清水　由香理 2026/08/14 アイン薬局　太田西本町店14223963

下城正明 2022/03/31 伊勢崎市民病院08103762

正田直巳 2027/08/31 ファーコス薬局 玉村15226027

白倉　丞 2024/09/14 富士薬局南矢島店12220256

新行内　健一 2028/05/31 渋川医療センター10114496

鈴木暁子 2022/03/31 マルエ薬局川原店09212288

鈴木達宙 2022/03/31 JOHO群馬中央病院08105032

鈴木俊和 2022/03/31 けやき薬局09212604

須藤洋行 2022/03/31 ヒロ薬局　太田店09211424

諏訪尚子 2026/02/14 (株)群馬保健企画　あおば薬局前橋店13223145

関　あつ子 2022/11/30 アイケイ薬局　谷中店10216346

関　進一 2022/03/31 ありす薬局08202067

關　周子 2023/04/30 そうごう薬局　安中店11217434

関根淳子 2022/03/31 前橋市薬剤師会会営薬局09210773

千本木　伸貴 2022/03/31 ファーコスよしおか薬局08200185

髙井　礼位子 2028/03/31 マルサン薬品みどり薬局08201092

高木敬子 2022/07/14 あおば薬局　渋川店10215195

髙木宏彰 2026/08/31 わたらせ薬局相生店14224081

髙田　美恵子 2022/03/31 くりす調剤薬局09210409

髙田紀子 2022/03/31 (株)JBI財務マネジメントゆず薬局連取店09112331

高野由博 2022/03/31 有限会社つばさ薬局09207306

髙橋克彦 2028/03/31 アイセイ薬局　大胡店08201608

髙橋智彦 2023/07/31 （株）群馬保健企画　コアラ薬局前橋店11217889

髙橋博子 2024/09/14 つばさ薬局　12220361

高橋良徳 2022/03/31 かけづか薬局08202763

髙畑克也 2023/02/28 倉賀野調剤薬局10216999

髙山恵子 2022/03/31 オハナ薬局　大泉店08206248

竹内良明 2022/03/31 けやき薬局09208714
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武士昌寛 2024/06/14 ウイン調剤薬局伊勢崎店12219782

武智　洋一郎 2022/03/31 中泉薬局08200040

田島佑輔 2027/08/31 医療法人樹心会 角田病院15226008

田島良浩 2028/03/31 （株）太田中央薬局09211255

田尻　耕太郎 2028/03/31 若宮調剤薬局08200164

辰己晋平 2024/08/31 国立病院機構栃木医療センター12120151

田中　肇 2028/03/31 原町赤十字病院08104110

田中玲子 2022/10/31 あい調剤薬局　日吉店10216109

田邊清華 2028/03/31 あおば薬局　太田店09210384

谷　毅人 2028/03/31 あすか調剤薬局08204237

田部井　健 2024/12/14 カワチ薬局　藤岡店12220902

田村康伸 2022/03/31 (医）真木会　真木病院09113728

土屋道代 2022/03/31 マルエ薬局09112403

照井禎之 2024/08/31 あんじゅ薬局　龍舞店12220177

東條秀敏 2027/12/14 共創未来　快生堂薬局15226670

渡木由佳 2022/03/31 七日市薬局09212651

永井　由姫子 2022/03/31 北毛病院08104809

永井和己 2026/08/14 株式会社　クスリのマルエ　マルエ薬局センター店14223967

長澤　恵美子 2022/03/31 マキ薬局09111768

中曽根　万喜 2027/12/31 あおば薬局　渋川店15226724

中林優子 2022/05/14 前橋協立病院10114336

中原　真理子 2027/08/31 ウエルシア高崎上佐野店15225950

中村淳一 2022/03/31 のぞみ薬局08204242

中村康之 2022/03/31 フォーユー薬局　佐波東店08201628

中山和彦 2022/11/30 公立藤岡総合病院10116478

庭山　滋 2028/03/31 桐生厚生総合病院09113068

根岸克典 2024/10/31 (有)セントラルファーマシー　つくし薬局12220671

根岸由美 2027/10/14 ファミル薬局 訪問薬剤管理支援センター15226244

野口智宏 2022/03/31 のぐち薬局本店09207281

萩原一博 2022/03/31 調剤薬局　くすりのはぎわら08200022

橋場弘武 2022/03/31 （公財）老年病研究所附属病院08104791

橋本千里 2027/06/30 アイン薬局　太田西本町店15225672

長谷川　史朗 2022/09/14 （株）太田中央薬局10215779

羽鳥明代 2022/03/31 柴崎薬局　八木原店09206640

林　昭子 2024/09/14 利根中央病院12120335

林　貞行 2022/03/31 みさと診療所08104192

早野嘉彦 2022/03/31 なの花薬局安中店09206540

原　佳津行 2022/10/31 富士重工業健康保険組合　太田記念病院10116058

原澤　健 2022/03/31 前橋赤十字病院08103278

東　倫子 2022/09/14 (有)太田東薬局10215782

百武宏志 2028/03/31 高崎総合医療センター09111533

平石政敏 2022/03/31 きりん薬局08202493

蛭田　英里子 2025/11/30 群馬県立がんセンター13122738

深澤一昭 2022/10/31 あすなろ薬局　前橋店10116098

福澤悦子 2022/11/30 公立富岡総合病院10116435

福島飛鳥 2025/04/14 ファーコス薬局　あゆみ13221427

福田　進 2022/03/31 (有)TKファクトリーろんろん薬局08200605

藤井尊礼 2028/03/31 ヘルシー薬局08200769

藤澤　忠 2022/03/31 (有)野口薬局　のぐち薬局09212190

星野徳秀 2028/03/31 マキエ一貫堂薬局08205628

細川　晋 2028/03/31 しきしま調剤薬局09212558

細田宏美 2022/03/31 群馬県立心臓血管センター09107431

細谷朋子 2027/08/31 共創未来　桐生みどり薬局15226021

堀井博章 2022/03/31 （有）群大前薬局09207852

前田信也 2022/03/31 あおば薬局　太田店09211356

真木達也 2024/10/14 あおば薬局高崎店12220477

松井孝史 2022/03/31 マルサン薬品　東薬局08203726

松村　泉 2023/05/31 （株）群馬保健企画　あおば薬局　渋川店11217582

松村知久 2027/08/14 医療法人社団日高会　日高リハビリテーション病院15125820

松本　綾 2027/03/31 ウエルシア薬局前橋六供町店15225243

松本和幸 2022/03/31 調剤二の宮薬局08201820

松本好幸 2023/08/31 二の宮薬局　東店11218037

松本律子 2022/11/14 あおば薬局　10216319

丸山晃代 2022/03/31 東邦病院08104171

三島　八重子 2022/03/31 群馬県立がんセンター09110800

三橋晴美 2024/09/30 伊勢崎市民病院12120392

南　孝枝 2022/03/31 コスモファーマ薬局　並榎店08201691

宮内智行 2022/03/31 利根中央病院09111565

宮城攝夫 2022/10/14 つくし薬局10216037

宮田貴久 2022/03/31 中宿薬局09213413

宮永圭介 2022/03/31 アイケイ薬局　倉賀野店08201549

宮前雅惠 2022/03/31 （株）宮前薬局08201970

三好雅子 2025/08/31 共創未来　桐生経堂薬局13222086

村田　卓 2022/06/14 鈴薬局　下仁田店10214812

村山清恵 2026/08/14 ファーコス薬局　アクア14223980

室田和利 2025/10/31 公立館林厚生病院13122534

毛利隆宏 2024/08/31 かなで薬局12220170

茂木　淳之介 2022/03/31 医療法人社団日高会09107137

茂木泰敬 2022/03/31 ウエルシア薬局　桐生境野店08103874

望月　亜希子 2022/03/31 エムハート薬局　高崎インター店09212345

茂木貴充 2022/03/31 (有)太田東薬局08204168

森下　勲 2022/03/31 大間々おりひめ薬局09211357

八木美之 2022/03/31 フロンティア薬局原町店08204474

栁澤勇一 2026/08/31 アイケイ薬局　矢中店14224067

栁田　和佳子 2022/03/31 ヒロ薬局　太田店09110410

山賀章一 2022/03/31 JCHO群馬中央病院08100144

山口大輔 2028/03/31 共創未来 あたご薬局09206976

山崎桂子 2024/07/31 若菜薬局12219987

山﨑秀久 2022/03/31 富士重工業健康保険組合　総合太田病院08105202

山下法久 2022/03/31 ウィン調剤薬局　高崎店08201058

山田　晃 2022/03/31 （有)山田調剤薬局09213615

山田　優 2025/11/14 桜調剤薬局13222626

山田英之 2022/03/31 わかば薬局　韮塚店09207323

山田裕介 2022/03/31 (株)ファーマみらい　前橋東薬局08201239

山本　圭 2022/03/31 アイケイ薬局09207260

山本　康次郎 2022/03/31 群馬大学医学部附属病院08104082

山本敬之 2022/03/31 オレンジ薬局08200062

湯浅昌哲 2022/06/14 つばめ薬局10214867

横山浩史 2022/03/31 にいさと薬局09211997

吉井健二 2022/03/31 医療法人社団醫光会 駒井病院09111372

吉田一男 2023/07/14 ドラッグセイムス高崎片岡町薬局11217872

吉田利文 2022/03/31 トマト薬局問屋町店09213118

吉田直人 2022/03/31 あおば薬局09208405

吉田仁志 2022/03/31 群馬県済生会前橋病院09111484

吉野　淳 2022/03/31 上細井調剤薬局09213365

米倉芳香 2023/03/31 若宮調剤薬局11217197

渡部里美 2025/10/31 富士薬局　あずま店13222542

渡辺紀子 2026/08/14 イオン薬局　高崎店14223974

渡邉泰邦 2022/03/31 かのはら薬局08204905
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相澤　宗一郎 2022/03/31 中条調剤薬局09209667

相田嘉久 2028/03/31 共栄堂薬局　あきは店09211423

相場成花 2028/03/31 新潟大学医歯学総合病院09113194

青木祥子 2028/03/31 三条総合病院08103332

青木裕子 2022/03/31 (株)ファーマみらいおくやま調剤薬局08200929

青柳和代 2028/03/31 新潟県立加茂病院08104558

青柳雅仁 2028/03/31 エース調剤薬局08200734

赤塚孝宏 2022/03/31 厚生連　瀬波病院09111166

秋野　圭 2022/03/31 田家みのり薬局09211602

浅沼健一 2028/03/31 中央調剤薬局駅南店08203348

蘆田　孝 2022/03/31 しなの薬局長潟1204-509211216

安達　博 2022/03/31 市民調剤薬局とやの店09211296

阿部直美 2028/03/31 とよさか薬局09209762

荒井　扇千子 2024/09/30 蔵王調剤薬局12220409

新井貴子 2028/03/31 厚生連 新潟医療センター08104607

安沢義信 2022/03/31 新潟医療生活協同組合　木戸病院09111231

安中一貴 2025/10/14 ながおか薬局13222413

安中祐介 2022/11/30 ファルマ亀田10216364

飯塚　雄一郎 2023/10/14 わかば薬局11218480

五十嵐　郁乃 2025/11/30 ライフ薬局13222739

五十嵐　一裕 2028/03/31 新潟労災病院08103665

五十嵐　丈二 2028/03/31 石川調剤薬局08201244

五十嵐　真紀 2028/03/31 スワン調剤薬局09212772

池田晃一 2028/03/31 小吉調剤薬局09211596

伊佐恵子 2022/03/31 魚沼市立小出病院08103480

石井圭夏 2024/09/14 クラフト(株)エイケン堂薬局かわにし店12220288

石井明香 2025/10/14 新潟県厚生農業協同組合連合会13122396

石井貴之 2028/03/31 三条総合病院08106125

石井秀幸 2022/03/31 よつば薬局　巻店09211388

石井森男 2026/09/30 医療法人崇徳会　長岡西病院14124325

石川　壽 2024/01/14 どんぐり調剤薬局11219142

石川光教 2023/10/14 厚生連けいなん総合病院11118470

石田直子 2022/10/31 ファルマ吉田10216162

石田洋己 2022/07/14 中央調剤薬局10215181

石田正人 2026/03/31 ココカラファイン薬局　新通南店14223444

石塚　ほから 2028/03/31 あがの市民病院09111946

石塚美穂 2022/03/31 湯沢町保健医療センター09110733

井島ゆか 2028/03/31 厚生連新潟医療センター09111713

磯山　賢 2026/10/14 国立病院機構新潟病院14124379

板倉直史 2022/03/31 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院08105289

板谷将雄 2022/12/31 三条興野薬局10216612

市橋直子 2028/03/31 笹菊東明薬局08205021

市村憲昭 2022/10/14 浜浦町薬局10216001

市村律子 2022/10/31 厚生連　新潟医療センター10116080

伊藤　靖 2022/03/31 全快堂薬局とやの店09206815

伊藤晶子 2028/04/14 新潟大学医歯学総合病院10113902

伊藤明美 2028/03/31 坂井調剤薬局08201247

伊藤敦子 2025/10/14 新潟市民病院13122395

伊藤亜弥 2027/11/30 市民調剤薬局とやの店15226555

伊藤克之 2022/11/14 全快堂薬局　亀田店10216313

伊藤健介 2022/03/31 ライフ薬局08204606

伊藤友樹 2028/03/31 あい薬局　住吉町店08204424

伊藤尚美 2022/03/31 (株)共栄堂　ありあけ調剤薬局08204483

伊藤道子 2027/05/14 みゆき薬局15225472

伊藤裕子 2026/01/31 石山中央薬局13223053

稲月幸範 2022/05/14 新潟勤労者医療協会　下越病院10114393

井上豊子 2022/03/31 ゆたか薬局09212322

井上幹雄 2022/03/31 アイン薬局北葉店09208588

茨木大輔 2027/12/31 塚野目薬局15226736

伊原智裕 2023/10/14 医療法人青松会　松浜病院11118313

今井　慎一郎 2023/03/31 南魚沼市民病院11117141

今井　真由美 2022/03/31 サンユー薬局08201203

岩田真子 2026/11/30 魚沼基幹病院14124608

岩田夏世 2026/06/14 新潟厚生連小千谷総合病院14123705

内山　真理子 2028/03/31 新潟市民病院09111769

江畑雅紀 2023/01/31 しなの薬局和納店10216778

荏原健志 2028/03/31 えはら薬局08205329

遠藤　まゆみ 2028/03/31 しなの薬局　小針店08204439

大久保　耕嗣 2028/03/31 西長岡センター薬局08200615

大倉麻子 2022/03/31 信楽園病院08106014

大島幾子 2023/10/31 アイン薬局村上店11218549

大島裕由 2022/03/31 しなの薬局　寺尾東店08201018

大平和雅 2026/01/31 みのり薬局13223046

大谷綾子 2026/03/14 新潟医療生活協同組合　木戸病院13123281

大塚浩美 2022/10/31 殻町調剤薬局10216130

大野　裕 2028/03/31 さくら薬局　長岡千手店08204615

大橋良康 2024/12/14 中川内科医院12120911

大場陽子 2026/10/14 厚生連　新潟医療センター14124371

大原　喜代美 2022/03/31 新潟メディカルプラン　ことり薬局08204926

小川玲子 2028/03/31 (一般社団法人)新潟メディカルプラン つけふね薬局09206603

荻野綾子 2022/03/31 あおぞら薬局09212063

小倉　加奈子 2022/03/31 厚生連上越総合病院09113443

押見　肇 2028/03/31 新潟厚生連　小千谷総合病院09112180

押山貴光 2022/03/31 そよかぜ薬局08205946

小田　忍 2028/03/31 新潟厚生連豊栄病院08104728

小名英利 2022/03/31 三条東病院09111228

小野美幸 2028/04/14 新潟県立新発田病院10114028

小幡　聡 2028/03/31 あおぞら調剤薬局08206127

麻績　豊 2022/03/31 ハヤカワ調剤薬局08204882

小柳有紀 2028/03/31 日本歯科大学新潟病院08101578

貝瀬　眞由美 2028/03/31 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院09109767

篭島正浩 2028/03/31 柏崎総合医療センター08106173

笠原芳之 2026/10/14 えちご調剤薬局14224430

笠原良一 2022/06/30 （株）エヌ・エム・アイ　荻野薬局10214948

笠間　悟 2022/03/31 市役所前薬局08201246

笠巻雅俊 2026/10/31 新潟市民病院14124472

片岡裕幸 2027/08/14 新潟県厚生連　三条総合病院15125795

加藤　仁 2022/03/31 （株）市民調剤薬局　とやの店08104413

加藤彰子 2022/11/14 アイン薬局六日町店10216213

加藤紗織 2025/12/31 塚野目薬局13222883

加藤桃子 2025/01/14 市民調剤薬局　さかい店12221023

金井秀樹 2022/03/31 うおぬま調剤グループなのはな調剤薬局08200911

金井寛幸 2023/04/30 メッツ西堀薬局11217454

金子　紗央美 2024/08/14 新潟県済生会三条病院12120104

鎌田直毅 2022/03/31 レモン薬局08205564

上久保　はな 2024/12/31 佐渡総合病院12220962

上村　さやか 2027/11/14 しなの薬局　あがの店15226404

上村　宏 2022/03/31 メッツ長岡薬局08200651

亀田貴子 2024/11/30 医療法人社団共生会　中条中央病院　　12120847

川上　忍 2022/10/31 河渡病院10216164

川上宏昭 2022/03/31 西長岡調剤薬局08204649

川口　峻 2022/03/31 メッツ県央薬局09210119

川邊優貴 2024/12/14 なのはな調剤薬局12120861

川俣春江 2022/03/31 みのり薬局08201565

木島浩子 2023/10/14 新潟医療生活協同組合　木戸病院11118353

北岡文子 2028/03/31 株式会社共栄堂　共栄堂薬局寺尾朝日通店09206803

北原正人 2022/03/31 くすりのアオキ藤野新田薬局09208693

木内朱美 2028/03/31 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院09111586

木村　明日美 2028/03/31 はなみずき調剤薬局08204974

木村　なな子 2028/06/30 大町キムラ薬局　駅前店10214940

木村　実穂代 2028/03/31 かめだ調剤薬局08202006

木村敏行 2022/03/31 あい薬局豊栄店09210861

木村隼人 2027/05/31 燕三条調剤薬局15225506

清塚一仁 2027/11/30 向陽薬局15226571

桐生奈央 2023/02/28 新潟ヘルスマート薬局10216990

桐原清敏 2028/03/31 柳橋薬局09207885

桐原祐子 2023/02/28 笹菊にいだ薬局10217000

桐生伸子 2025/10/31 前田薬局　内野店13222497

桐生義光 2027/04/14 前田薬局　長潟店15225366

國井洋子 2022/03/31 くにい調剤薬局08202185

久保田　修 2022/03/31 あい薬局舟入町店08203596

久保田　友也 2022/04/14 中央薬局　糸魚川店10213824

久保寺　奈都子 2028/03/31 新潟県立小出病院09112816

倉島　順一郎 2023/05/31 コダマ調剤薬局豊栄店11217561

倉田　紗央里 2023/10/14 (株)共栄堂　さかえ調剤薬局11218407

栗原敬子 2028/03/31 東新薬局09208467

黒山尚仁 2028/03/31 新潟厚生連糸魚川総合病院09111656

桑原明美 2022/03/31 魚沼市立小出病院09112187

桑原伸枝 2022/10/31 仲町調剤薬局10216131

小池　崇 2024/01/31 中沢薬局11219188

小出　知嘉子 2025/03/14 しなの薬局　新大前店12221300

小出和美 2028/03/31 ユリノキ調剤薬局09211251

小出智子 2022/03/31 コクブ薬局08201683

河野和代 2022/11/30 アイン薬局　新潟市民前店10216437

後藤　保 2022/11/30 五智調剤薬局10216392

後藤邦彦 2028/03/31 共英堂薬局　あきは店08200879

後藤妙子 2028/03/31 西本町調剤薬局08204212

小林　慎 2024/10/31 厚生連長岡中央綜合病院12120645

小林謙一 2022/03/31 長岡赤十字病院09112049

小林則子 2026/11/30 厚生連　長岡中央綜合病院14124650

小林範博 2022/03/31 にいがた調剤薬局　坂町09212081

小林瑞穂 2028/03/31 （一社）柏崎薬剤師会会営薬局08201232

小林喜典 2022/03/31 岩室リハビリテーション病院09106632

小見真吾 2028/03/31 美園薬局09213585

小山　正一郎 2022/09/14 共栄堂薬局　あきは店10215671

小山　美代子 2022/03/31 かんどうじ調剤薬局08200653

近藤一博 2022/11/30 新潟県済生会三条病院10116429

齋藤　明日子 2022/10/31 あやめ調剤薬局10216169
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齋藤章彦 2027/06/30 アイン薬局　竹尾店15225673

齊藤貞樹 2022/03/31 壮快調剤薬局08201867

齋藤大幸 2028/03/31 平島調剤薬局08201319

齊藤政利 2022/03/31 労働者健康福祉機構　燕労災病院08101024

斉藤正則 2022/03/31 よつば調剤薬局09207369

齋藤有美 2022/03/31 わかば調剤薬局08205768

齋藤葉子 2023/10/14 けんなん総合病院11118444

坂井　寧 2022/03/31 しなの薬局　新発田店09209800

酒井和久 2022/03/31 見附市立病院09112927

坂井英行 2025/02/14 柳橋薬局12221121

坂井由紀 2028/03/31 新潟大学医歯学総合病院09113673

佐久間　玲子 2028/03/31 共栄堂薬局　あきは店08206260

佐々木　滋子 2022/03/31 わかば薬局　今朝白店08200930

笹原　まゆみ 2028/03/31 アイン薬局　ときめき店08201312

笹山明子 2028/03/31 コスモ調剤薬局08200689

佐藤　司 2024/08/31 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院12120148

佐藤　宏 2028/03/31 長岡中央綜合病院09111389

佐藤　充 2027/12/14 えちごメディカル古正寺薬局15226682

佐藤晶子 2028/03/31 米山薬局08202021

佐藤一男 2022/03/31 どんぐり調剤薬局09210272

佐藤清美 2022/03/31 一の町調剤薬局08201671

佐藤伸也 2028/03/31 新潟脳外科病院09112292

佐藤信恭 2028/03/31 市民調剤薬局さかい店08201426

佐藤英樹 2022/03/31 エムケイ薬局　よっかまち店08200978

佐藤宏一 2022/03/31 メッツ西堀薬局09209131

佐藤宏之 2022/03/31 (株)メディック太陽　メッツ太陽薬局09208993

佐藤真紀 2028/03/31 メッツ太陽薬局08200876

佐藤真樹 2028/06/30 （株）ファーコス新潟事業部　石山中央薬局10215039

佐藤雅之 2022/03/31 (有)さとう薬局09213029

佐藤美香 2022/11/30 浜浦町薬局10216367

佐藤康弘 2022/03/31 亀田第一病院08100744

佐藤康文 2027/03/31 アイン薬局燕店15225313

佐藤雄一 2024/08/14 三条調剤薬局12220019

佐野洋輔 2025/12/31 大手薬局　本所店13222937

重原孝一 2028/03/31 株式会社みやした　薬局・ゲンちゃん北城09211260

品田京子 2022/03/31 （一社）柏崎薬剤師会　会営薬局08201226

柴﨑　修 2022/03/31 とやの調剤薬局09212395

柴野優子 2028/01/31 厚生連豊栄病院15126805

島田　泉 2026/08/31 新潟大学医歯学総合病院14124073

島田朝子 2026/01/31 アイン薬局南浜店13223073

島田美穂 2028/03/31 アイン薬局　柏崎店09208538

清水　真由子 2022/03/31 ヒスイ調剤薬局09211748

清水健一 2023/10/14 新津医療センター病院11118348

清水健司 2024/10/31 メッツ川崎薬局12220696

清水玄也 2026/09/30 みつけ調剤薬局14224306

清水貴之 2022/03/31 クローバー薬局08203658

下田勝弘 2022/04/30 長岡西病院10114286

霜田英明 2024/07/31 厚生連三条総合病院12119937

白石公子 2028/03/31 東町調剤薬局09211250

白井洋子 2027/01/14 信濃屋薬局　川崎店14224857

白矢　真規子 2026/09/30 蔵王調剤薬局14224317

新保　恵 2028/03/31 新潟県立坂町病院08103100

杉田　潤 2022/03/31 しなの薬局　中野山店08206465

杉原尚子 2023/12/31 しなの薬局　中央店11219069

杉本秀治 2022/03/31 有限会社ミット　あらまち調剤薬局09211443

杉本雄太 2025/12/14 荻野薬局13222789

須佐　寿 2026/06/30 新潟信愛病院14123789

鈴木　翔 2027/01/14 ファーコス薬局　かもやま14224870

鈴木　登志子 2028/03/31 すいばら調剤薬局09112090

鈴木隆郎 2022/10/31 とよだ薬局10216097

鈴木貴博 2027/11/14 つばさ調剤薬局15226481

鈴木知信 2028/03/31 新潟県厚生連柏崎総合医療センター08104883

鈴木将宏 2023/12/31 しもまち薬局11218991

須藤晴美 2028/03/31 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院08105702

洲脇　美代子 2022/11/30 コアラ薬局10216347

洲脇武身 2022/03/31 ウェルシア新潟三条薬局09209791

関　　真 2023/12/31 ほんそん調剤薬局11219058

関　将範 2022/03/31 株式会社エヌ・エム・アイ　08203567

関川　敬 2023/12/14 国立病院機構さいがた医療センター11118878

関川紘子 2022/03/31 にいがた調剤薬局　ときめき09213760

関口知行 2028/03/31 アイン薬局新大前店09209761

関口陽子 2022/03/31 新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院08103946

関矢早苗 2028/03/31 一般社団法人柏崎薬剤師会 会営薬局08201227

関谷直子 2028/03/31 信楽園病院08105866

関谷寛子 2028/03/31 厚生連　柏崎総合医療センター09111708

瀬倉智子 2028/03/31 ひなた薬局09211838

仙田唯子 2022/03/31 (有)キュア　川口薬局09209239

染谷洋和 2028/03/31 トモエ薬局　春日野店09113196

大黒幸恵 2028/03/31 クラフト(株）さくら薬局長岡古正寺店09211895

髙舘智子 2022/03/31 中央調剤薬局08206394

高野　由香里 2024/12/14 (株)ダイチク　アイン薬局燕店12220908

高橋　健太郎 2027/03/31 美佐島薬局15225209

髙橋　由紀子 2022/06/14 しなの薬局メディアシップ店10214824

高橋彬子 2023/10/14 日本歯科大学医科病院11118398

髙橋淳一 2022/03/31 新潟県立　新発田病院09111570

高橋貴子 2028/05/31 社会医療法人仁愛会　新潟中央病院10114626

高橋雅人 2024/07/31 共創未来　木戸西薬局12219986

高橋泰志 2022/03/31 せきかわ調剤薬局09212982

髙橋佑司 2028/04/14 アップル薬局柏崎店16227214

髙村　誠 2028/03/31 魚沼基幹病院09111342

髙山和久 2027/02/28 タカダ南薬局14225025

田川千明 2022/03/31 新潟県立がんセンター新潟病院09110142

滝沢　恵 2022/03/31 ウエルシア新潟三条薬局08100660

田口信行 2022/03/31 （有)共栄堂　けんおう調剤薬局08202736

竹内　あゆみ 2028/03/31 市民調剤薬局　臨港店09211314

竹内克史 2022/03/31 新潟県立加茂病院09109622

竹田　暁 2028/03/31 株式会社メディック太陽　メッツ嵐南薬局08201132

竹津喜則 2028/03/31 共創未来とやの薬局08200639

竹野敏彦 2028/03/31 日本歯科大学新潟病院09111880

多田行正 2022/03/31 あさひ薬局　中央店08203790

舘島　美智代 2023/03/31 おおぼり薬局11217139

田中克幸 2024/08/14 新潟県立新発田病院12120017

田中友康 2024/09/14 一般社団法人新潟メディカルプラン　みのり薬局12220255

田中裕子 2023/10/31 新潟市民病院11118517

田辺直美 2028/03/31 医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院09112317

谷　宏志 2022/03/31 フレンズ薬局08205779

田原清子 2023/11/30 にいがた調剤薬局　燕11218754

玉木麗花 2023/02/28 にいがた調剤薬局　竹尾店10216991

田村尚子 2025/03/14 しなの薬局　市民前店12221299

田村郁子 2022/03/31 ファルマ亀田09213023

塚原　豪 2028/04/14 市民薬局　女池上山店10213836

霍間尚樹 2028/04/30 新潟県厚生連　佐渡総合病院16127265

手塚真弓 2022/03/31 新潟県立中央病院08104594

寺澤智子 2022/10/31 とよさか薬局10216067

徳原弘道 2028/03/31 新潟厚生連　長岡中央綜合病院09110760

富井郁子 2022/03/31 十日町調剤薬局08203268

冨所　豊 2023/05/31 メッツ長岡薬局11217599

冨所鮎美 2022/11/14 いなほ調剤薬局　東店10216299

外山邦治 2022/03/31 大手薬局上越店08201919

外山裕介 2023/08/14 ファーコス薬局　ひだまり店11217962

外山芳豊 2028/03/31 新潟県厚生連小千谷総合病院09110137

豊原真紀 2022/06/14 にいがた調剤薬局　水原店10214769

永井　健一郎 2028/03/31 社会医療法人嵐陽会　三之町病院08101712

長井知子 2022/03/31 フェニックス調剤薬局08200688

長井裕美 2023/12/14 はなます薬局11218904

中川正彦 2022/06/14 ふたば薬局10214668

長澤香織 2024/12/14 ココカラファイン薬局新通店12220920

中沢一禎 2027/02/14 ウエルシア薬局（株）　新潟さつき野店14225003

中澤泰士 2026/12/31 長岡赤十字病院14124760

長澤祥宜 2022/03/31 きたしろ薬局08204613

中島圭子 2022/03/31 (株)ファーマみらい　全快堂薬局09211211

中島俊介 2024/11/30 しなの薬局　市民前店12220815

中園卓朗 2023/12/14 新潟県立中央病院11118902

中田克司 2022/03/31 医療法人三交会　三交病院09111600

中野　奈津子 2022/03/31 医療法人社団真仁会　五泉中央病院09108897

中村　美智子 2027/07/14 アイン薬局 長岡店15225700

中村順一 2022/03/31 済生会新潟第二病院08101158

仲谷恵子 2026/03/31 アイン薬局糸魚川店14223433

成澤　千鶴子 2022/03/31 下越薬剤師会支援センター薬局08203975

南波秀典 2022/03/31 中央薬局新発田店09212342

西　久美子 2022/03/31 新潟県立がんセンター新潟病院09109643

西　大法 2026/03/14 あがの市民病院13123308

西澤涼子 2028/03/31 ホーム調剤薬局09212929

西村直泰 2024/07/31 (有)中央調剤薬局12219979

沼田貴朗 2027/02/14 五十嵐東薬局14224989

根津洋平 2025/11/30 共創未来村上中央薬局13222733

野口　まゆみ 2022/03/31 新潟厚生連佐渡総合病院09107316

野口貴之 2028/03/31 (株)本町調剤薬局せきや店08201410

萩原　美枝子 2022/04/30 新潟大学医歯学総合病院10114068

橋本　巧 2022/03/31 (株)ファーマみらい　中央薬局小出店09211173

橋本美苗 2027/12/14 みのり薬局15226663

長谷川　敬一 2022/03/31 公益財団法人　小千谷総合病院08103482

長谷川　圭子 2023/10/14 （有)エイケン堂薬局　千手店11218373

長谷川　早矢香 2022/11/14 エイケン堂薬局　千手店10216211

長谷川　成高 2022/03/31 むらかみ調剤薬局08203613

長谷川　千春 2023/11/30 信楽園病院11118796

長谷川　洋 2022/03/31 日の出薬局09212837

長谷川　洋 2022/03/31 新潟県立松代病院08104672
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長谷川　有希子 2025/10/31 新潟県新発田病院13122543

長谷川美恵 2022/03/31 (株)ダイチクにいがた調剤薬局木戸09212959

畑　恵美子 2022/03/31 なかきど薬局09208781

畠山基成 2022/03/31 白根センター薬局08201207

花井讓温 2023/01/14 新潟県済生会三条病院10116688

濱崎一美 2028/03/31 クラフト(株）エイケン堂薬局　かわにし店08205456

原　謙一 2022/03/31 社会医療法人臨港保健会新潟万代病院09109984

原　正 2022/03/31 浜浦町薬局09206873

原山正敏 2022/03/31 にこにこ薬局08204445

東屋敷　洋美 2028/03/31 東新薬局09211186

東屋敷　誠 2022/05/14 アイン薬局　村上新町店10214358

比後　富士子 2022/03/31 新潟県厚生連　糸魚川綜合病院09113198

比護　恵 2027/11/30 青梅薬局15226604

平岡正勝 2025/10/14 桜本町薬局13222439

平﨑喜朗 2025/10/31 メッツ西新発田薬局13222532

平田憲雄 2022/10/14 （有）新潟メディカルプラン　おおぼり薬局10215994

平山　紗英子 2027/11/14 中安調剤薬局　国道店15226414

廣井健太 2026/03/31 ココカラファイン薬局中山店14223380

広井満太 2024/12/31 巻調剤薬局12220966

廣井幸枝 2028/03/31 魚沼市立小出病院08104726

廣川　亮 2023/01/31 石山中央薬局10216746

廣川智子 2024/11/14 にいがた調剤薬局長岡12220792

廣川基子 2023/05/14 しなの薬局あがの店11217479

廣田愛子 2022/03/31 東明調剤薬局有限会社08204007

廣野賢太 2027/11/14 岩室リハビリテーション病院15226480

福田容子 2028/03/31 新潟厚生連新潟医療センター09111767

藤井律子 2026/02/14 アイン薬局燕店13223173

藤木　学 2028/03/31 西長岡調剤薬局　千秋店08200616

藤田清貴 2024/10/31 (株)エヌ・エム・アイ　城内薬局12220705

藤田真一 2028/03/31 新潟県立燕労災病院09112291

藤巻康晴 2028/03/31 アイン薬局黒川店09210815

古川　登記子 2022/03/31 新潟県立中央病院09112343

古澤洋子 2022/03/31 (株)共栄堂　いなほ調剤薬局08200243

保倉典子 2022/03/31 ミユキ調剤薬局08200838

保坂裕紀 2028/03/31 新潟県立がんセンター新潟病院09112889

星　茂樹 2022/03/31 さくら町調剤薬局08200662

星野隆一 2022/03/31 ホシの薬局09211572

細田一美 2028/03/31 うちの西が丘薬局09206909

堀　信弥 2028/03/31 市民調剤薬局とやの店09211444

堀　寧 2022/03/31 新潟市民病院08100761

堀内栄志 2027/10/31 あい薬局新潟北店15226296

本多直明 2028/03/31 あさひ薬局09211136

本間亜紀 2023/11/14 新潟県立十日町病院11118699

本間文子 2026/09/30 協和会薬局14224280

本間健道 2028/03/31 新潟県厚生連上越総合病院09111992

本間友美 2027/08/31 調剤薬局 和光15225992

本間陽子 2023/10/31 わかば薬局11118509

松澤智美 2023/03/14 亀田第一病院10117084

松下吉彦 2022/03/31 クオール薬局　南高田町店09207537

松本　芳 2025/07/31 アイン薬局　竹尾店13221899

真野文恵 2026/11/14 西本町調剤薬局14224572

丸山　歩 2028/03/31 共栄堂薬局　下柳店08102166

丸山一郎 2028/03/31 新潟県立坂町病院08101356

丸山直子 2027/12/14 JA新潟厚生連 上越総合病院15126624

圓山優子 2022/03/31 新潟県立　津川病院09113784

三浦　洵 2028/03/14 西長岡センター薬局15227027

三浦雅彦 2022/03/31 蔵王調剤薬局08201056

水野博高 2028/03/31 はあとふる薬局　古町ルフル店08204030

水本　淳 2022/06/14 さくらんぼ薬局10214850

三星　知 2023/09/30 新潟勤労者医療協会　下越病院11118304

三星利尚 2028/03/31 アイン薬局　阿賀野店08200878

皆川淑哉 2022/03/31 サンユー薬局08201204

皆川久敏 2022/03/31 医療法人白日会　黒川病院09111667

美濃川　香世子 2027/12/14 燕労災病院15126619

宮川達徳 2026/01/14 共創未来　新発田中央薬局13223003

宮川哲也 2025/08/14 上越地域医療センター病院13121957

宮澤　なつみ 2028/03/31 堀之内駅前薬局08204954

宮下　理恵子 2022/03/31 新潟聖籠病院08103515

宮村　真美子 2022/11/30 （株）共栄堂ありあけ調剤薬局まさご店10216335

宮村敏紀 2022/10/31 しなの薬局　あがの店10216176

武藤浩司 2022/10/14 医療法人　知名堂病院10115967

村上明男 2024/06/14 国立病院機構　西新潟中央病院12119783

室橋正朋 2022/03/31 古正寺薬局08200614

目黒　透 2022/03/31 ながおか薬局09211747

目黒恵一 2022/03/31 (有)県庁前調剤薬局08201448

森平　真 2028/03/31 JA新潟厚生連　けいなん総合病院09112815

森平　美代子 2024/02/28 厚生連　小千谷総合病院11119384

森山裕美 2025/04/30 美園薬局13221506

諸橋朱美 2022/03/31 新潟手の外科研究所病院09212747

八木元広 2022/03/31 脳神経センター阿賀野病院09106582

八木唯斗 2023/11/14 新潟県立中央病院11118659

弥久保　真樹子 2022/03/31 荻堀調剤薬局08204563

八幡京子 2022/06/30 堤町薬局10215075

山川一弘 2022/04/30 みかん調剤薬局10214252

山岸　喬 2026/03/14 あがの市民病院13123317

山岸　美恵子 2022/03/31 有限会社新潟メディカルプラン　08205689

山岸優香 2026/11/14 石山調剤薬局14224540

山崎禎直 2028/03/31 わかば薬局袋町店08201130

山下弘毅 2026/01/14 新潟県立加茂病院13122947

山下朋江 2023/12/14 新潟県立精神医療センター11118911

山下英臣 2026/01/31 アイン薬局新大前店13223072

山田　加代子 2028/03/31 新潟厚生連小千谷総合病院09111770

山田　滋 2024/07/31 えちごメディカル古正寺薬局12219954

山田　穣 2027/12/14 西長岡調剤薬局千秋店15226652

山田映子 2022/03/31 自然堂つるや薬局新井店08204994

山田和正 2023/02/14 にいがた調剤薬局　柏崎店10216908

山田仁志 2022/03/31 新潟勤労者医療協会　下越病院08101906

山田昌彦 2028/03/31 国立病院機構　さいがた病院08106317

山寺　徹 2028/03/31 共創未来　市民薬局09111906

山中貴子 2025/11/14 一般財団法人協和会　協和会薬局13222629

山中美佐 2025/01/31 あさひ薬局12221107

山本　香那子 2028/03/31 アイン薬局竹尾店09212940

山本　剛 2022/03/31 新潟県厚生連けいなん総合病院09112932

山本一夫 2022/03/31 医療法人積発堂　富永草野病院08100659

山本修也 2028/03/31 新潟県厚生連糸魚川総合病院08104283

横野政代 2024/08/14 新潟市民病院12120069

横山貴幸 2026/12/14 信楽園病院14224716

横山晴信 2022/03/31 薬局すずらん08203534

葭内史子 2023/10/31 カイセイ薬局11218501

吉川周一 2022/03/31 にいがた調剤薬局　村上09211887

吉澤　多賀子 2022/03/31 小千谷調剤薬局08205698

吉田理美 2022/03/31 新潟県立リウマチセンター09110164

吉村敏樹 2022/03/31 そよかぜ薬局08206271

米田浩資 2023/10/31 北新調剤薬局11218531

若井伸介 2027/12/14 春日薬局15226681

若尾明範 2022/11/14 中条調剤薬局10216226

若月純恵 2022/03/31 しなの薬局　新発田店08201017

若林聰一 2022/03/31 大通薬局08201119

渡部　学 2023/10/14 新潟南病院11118328

渡辺一也 2028/03/31 新潟厚生連　長岡中央綜合病院09109654

渡辺典子 2022/03/31 にいがた薬局08202479



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） 山梨県

氏　　名 認定期限認定番号 勤　務　先

2022年3月31日現在

相田　彩 2023/05/31 （株）ウエノ　ウエノ東薬局11217621

青木治雄 2022/10/14 あおき薬局　響が丘店10215976

赤池久男 2022/03/31 （有)赤池薬局09210916

秋山　ヒロミ 2027/03/14 うえはら薬局14225176

秋山真二 2027/05/31 塩山市民病院15125555

浅川　由実子 2022/03/31 あすなろ甲府薬局08201345

朝倉寛達 2028/03/31 (公財)山梨厚生会　山梨厚生病院08102967

雨宮　美智子 2022/03/31 山梨厚生病院08101242

雨宮千鶴 2022/03/31 （株）ウエノ　ウエノ南薬局08205597

飯田　衛 2023/03/14 日下部記念病院10117119

飯野　智 2028/03/31 みさき薬局　甲府北口08203449

池田彩子 2027/05/31 山梨市立　牧丘病院15125549

石川　晃 2028/03/31 菜の花薬局08201733

市川　香代子 2022/03/31 峡北調剤薬局09208067

一瀬明信 2022/03/31 峡南医療センター企業団　富士川病院09112441

伊東絹子 2022/03/31 (有)メディカルショウワ　正和堂薬局08201316

井上　学 2027/10/31 財団法人山梨厚生会　山梨厚生病院15126361

猪股　三保子 2022/03/31 アイセイ薬局白州店08204138

今井智美 2022/03/31 アトム薬局　甲西店09208905

植野映子 2022/10/31 ウエノ中央薬局10216065

上野英範 2022/03/31 石和共立病院08101746

上原　美奈子 2022/03/31 うえはら薬局08202077

上矢　曉 2022/03/31 アトム薬局　加賀美店08201934

遠藤　晃 2025/03/31 会営調剤薬局13221359

遠藤愛樹 2028/03/14 山梨県立中央病院15127066

生山一彦 2022/03/31 ホクト薬局　韮崎09208703

大嶋　了 2023/05/31 ドラックストアー健康館サワ11217697

大嶋一成 2027/06/30 健康館サワ　昭和店15225688

大塚茂貴 2028/03/31 (医)慶友会　城東病院09110680

大沼ルミ 2028/03/31 あすなろ甲府薬局09209665

小笠原　章二 2027/03/31 アトム薬局　加納岩店15225293

長田往子 2022/03/31 一宮町薬局09111974

小澤和雄 2022/03/31 山梨赤十字病院08105217

小澤静喜 2028/03/31 アーク調剤薬局上阿原店09212649

小田川　祐 2028/02/28 一般社団法人ワイエムピー　あすなろ甲府薬局15226978

小田切　透江 2027/12/14 あすなろ巨摩薬局15126700

織田修一 2028/01/14 医療法人徳洲会　白根徳洲会病院15126763

樫村伸成 2028/03/31 アヤメ薬局08200626

加藤善大 2027/05/31 笛吹中央病院15125525

金丸良雄 2028/03/31 医療法人恵信会恵信甲府病院08100718

神山和喜 2022/03/31 みさき薬局　甲府北口08200968

假屋佳代 2023/07/14 独立行政法人国立病院機構甲府病院11117867

河田圭司 2028/03/31 山梨大学医学部附属病院08101344

川手　めぐみ 2026/01/14 あすなろ武川薬局13123025

河西　まさ恵 2022/10/31 山梨赤十字病院10116161

久津間　千秋 2022/03/31 レモン薬局09213625

功刀　進 2025/06/14 甲州リハビリテーション病院13121685

久保田　賢治 2022/03/31 アーク調剤薬局　上阿原店08200368

窪田隆二 2028/03/31 山梨厚生会山梨厚生病院08101240

弦間貴秀 2022/04/30 （公財)リヴィーズＨＡＮＡＺＯＮＯホスピタル10114144

小出栄一 2028/03/31 みさき薬局加納岩08203174

郷田幸代 2028/03/31 地方独立行政法人　大月市立中央病院09111075

河野真理 2022/12/14 富士薬局10116535

小林　みわ子 10116191 2022/10/31 山梨大学医学部附属病院

小林茂久 2025/03/14 地方独立行政法人大月市立中央病院12121277

小林呂嘉 2022/03/31 白根徳洲会病院09112243

小林義文 2025/02/14 山梨県立中央病院12121132

小山　篤 2022/05/31 街の薬局10214531

三枝明美 2028/03/31 湯村温泉病院09109273

齋藤　進 2022/10/14 都留市立病院10115916

三枝　美奈子 2022/08/14 地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病10115425

坂本　壮一郎 2023/12/14 （有）坂本薬局11218961

佐久間　博文 2028/03/31 大月市薬剤師会会営大月調剤薬局08200515

櫻井公子 2028/03/31 峡北調剤薬局09112302

笹川　のぞみ 2022/03/31 アルプス薬局08203799

篠原雷人 2022/10/31 アーク調剤薬局　一宮店10216136

島村和紀 2024/01/31 ももの木薬局11219242

清水　アユミ 2022/03/31 長坂調剤薬局09213746

清水　たか子 2022/03/31 北杜市立甲陽病院09108440

清水典子 2025/06/30 巨摩共立薬局13221734

清水初美 2028/03/31 セキテイ調剤薬局　石和店08201270

清水正純 2022/03/31 櫛形調剤薬局08202074

清水正文 2023/06/30 独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院11117827

志村　恵利子 2022/03/31 （一社）医薬分業支援センター会営調剤薬局08201974

志村人士 2022/03/31 明治堂　志村調剤薬局08202548

白倉洋朗 2028/03/31 あすなろ甲府薬局08102122

杉浦賢史 2022/03/31 アポロ薬局09211295

鈴木孝子 2028/03/31 恵信甲府病院09108040

鈴木直哉 2027/12/14 株式会社プライム ふなつ薬局15226637

須藤　一 2028/03/31 漢方薬局　一風堂08201817

諏訪部　めぐみ 2028/03/31 甲府共立病院09208441

曽根有理 2023/06/14 ありす薬局11217779

高村　孝 2023/02/14 ㈱タカムラ薬局10216920

高村良江 2028/03/31 ふたば薬局09211303

武井啓仁 2022/03/31 あすなろ武川薬局09110884

竹林幸子 2023/01/31 特定医療法人南山会　峡西病院10116786

田中裕康 2026/02/14 みのぶ調剤薬局13223143

田原計子 2022/03/31 セキテイ調剤薬局　境川店08102101

玉城吉重 2022/03/31 みさき薬局西桂09110246

土屋智子 2022/03/31 長坂調剤薬局08203112

都筑　篤 2022/03/31 アトム薬局大里店09207080

露﨑由美 2028/03/31 大月市薬剤師会会営大月調剤薬局08203459

手塚春樹 2022/03/31 山梨大学医学部附属病院08106427

寺田芳弘 2024/08/31 山梨大学医学部附属病院12120226

土橋和久 2027/03/14 塩山市民病院14125116

内藤　毅 2023/05/31 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院11117520

内藤克美 2022/03/31 医療法人恵信会　恵信りほく病院09110364

中込　駿 2027/03/31 峡南医療センター　富士川病院15125202

中込尉哲 2022/03/31 公益財団法人山梨厚生会　山梨厚生病院08101241

仲澤　きよ美 2022/06/30 共創未来　若尾薬局10215058

中島　明日香 2026/01/31 あすなろ甲府薬局13223065

中嶋俊彦 2022/03/31 アトム薬局　藤田店08201986

中田　満 2028/03/31 ホクト薬局08200051

中西　美那子 2022/03/31 リョウセイ堂薬局08205090

中村経子 2023/08/14 ふたば薬局　河口湖店11217922

中村伸子 2022/07/14 公益財団法人　山梨厚生会塩山市民病院10115148

中村由喜 2028/03/31 (株)グッドメディカル　あおぞら薬局富士見店08100424

中山　香代子 2022/03/31 （株）ハーティ加納岩薬局09210859

野澤雄樹 2024/06/14 アーク調剤薬局　塩山中央店12219775

萩原孝之 2028/03/31 アーク調剤薬局石田店08203694

萩原宏美 2024/02/14 アトム薬局　アルプス通り店11219306

長谷川　美雪 2027/05/14 ふたば薬局　河口湖店15125460

幡野恵子 2028/03/31 市立甲府病院09108285

花輪和己 2028/03/31 山梨県立北病院08104957

日向利公 2022/03/31 （財）医薬分業支援センター甲府南薬局09213583

平石涼子 2026/02/14 山梨県立中央病院13123147

廣瀨　徹 2028/03/31 （株）山梨薬剤センター08201106

藤原徳仁 2028/03/31 公益財団法人　山梨厚生会　塩山市民病院09112781

藤巻德郎 2022/03/31 アトム薬局アルプス通り店08205640

寳福　誠 2028/03/31 （独）国立病院機構甲府病院09111575

保坂勇一 2022/03/31 アポロ薬局08200570

細田昭仁 2028/03/31 市立甲府病院09107569

細田恵子 2022/10/31 あすなろ石和薬局10216194

堀内敏光 2022/03/31 くすりのマスダヤ09212043

牧　宏樹 2028/03/31 市立甲府病院09107476

舛谷比代 2022/11/30 (株)赤岡綜合薬局　加納岩店10216409

松田研二 2022/06/30 大和薬局　春日居店10114922

松野隆史 2022/03/31 （株）まきおか薬局09212683

松村厚志 2027/03/31 みさき薬局　甲府北口15225222

松本香織 2028/03/31 山梨県立中央病院16127123

松本拓也 2028/03/31 ゆずのき薬局08201427

三浦成喜 2026/12/14 あんず薬局14224694

三科　ますみ 2026/08/14 甲州市立勝沼病院14123985

三井玲子 2028/03/31 アイセイ薬局　小瀬店09208697

三森　賢 2028/03/31 アーク調剤薬局　塩山中央店08201124

宮川武也 2028/03/31 （株）山梨薬剤センター08201107

宮下　精一郎 2022/03/31 アイン薬局　富士吉田店09111076

宮下桂一 2026/10/14 国民健康保険　富士吉田市立病院14124333

宮田尚子 2022/03/31 アルプス薬局08201111

宮野里美 2028/03/31 大月市薬剤師会会営大月調剤薬局08205018

武藤　司 2022/03/31 (有)武田武藤薬局09211524

望月一司 2022/11/14 アイセイ薬局　国母店10216258

望月修一 2022/03/31 身延町・早川町組合立　飯富病院08101428

望月正英 2022/03/31 山梨市立牧丘病院09113448

望月美樹 2022/03/31 (有)さくら　さくら調剤薬局08200668

守山　誠 2022/03/31 守山薬局08201560

八高　豊 2024/01/31 アポロ薬局11219246

矢嶋一浩 2028/03/31 ふたば薬局河口湖店08200509

山内桂子 2028/03/31 あい調剤薬局09213180

山内貴由 2022/03/31 こまの薬局09206579

山梨睦毅 2022/03/31 恵信甲府病院08204916

山本和久 2022/03/31 富士川病院09109881

山本誠一　 2025/11/30 山梨県立中央病院　13122704

山本博史 2028/03/31 韮崎市立病院09108098

雪下則子 2022/03/31 巨摩共立病院08102677

横内健二 2028/06/30 韮崎市立病院10115002

若月　淳一郎 2027/02/14 山梨県立中央病院14124986

渡邉　泉 2022/03/31 （財）医薬分業支援センター甲府北薬局08201989
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渡辺志穂 2022/08/14 国民健康保険富士吉田市立病院10115402

渡辺尚美 2028/01/14 ふたば薬局　吉田店15226772

渡辺真紀 2024/09/30 あすなろ巨摩薬局12220411

渡邊雅人 2028/03/31 株式会社　渡辺薬局08202691

渡辺真澄 2022/10/14 みさき薬局　田富10216018

渡辺義仁 2028/03/31 富士吉田市立病院09108646

渡邊理恵 2022/03/31 ふたば薬局08202316
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青木英則 2024/03/14 豊丘薬局11219459

青木雅美 2026/12/14 和田土屋薬局14224729

赤地直子 2022/03/31 磯部土屋薬局09207176

赤羽　彩栄子 2027/12/31 青い鳥薬局　庄内店15226725

赤羽美治 2022/03/31 （株）日医調剤健心堂薬局08203995

秋月茂樹 2022/06/14 諏訪中央病院10114759

秋山　まゆみ 2027/02/14 アイン伊那薬局14225010

朝川　伊知郎 2022/03/31 スズラン薬局08201531

淺野　未代子 2028/02/28 ほんじょう薬局15227006

朝山智子 2022/03/31 カニサワ薬局08201008

芦田百合 2022/03/31 くるみ薬局09211903

足立光陽 2022/09/14 若里土屋薬局10215690

跡部　治 2022/03/31 諏訪赤十字病院09111366

安部公子 2028/03/31 れんげ薬局08201662

荒井辰也 2026/02/28 北市土屋薬局13223230

有井太郎 2024/12/14 波田西口薬局12220901

有賀　敦 2022/03/31 長野県立木曽病院09107769

飯島伴典 2022/03/31 （有）飯島　木町薬局08205735

飯島裕也 2026/07/31 イイジマ薬局14223848

飯島美雪 2022/03/31 いせや薬局09208972

飯田真彦 2022/12/14 わかば薬局10216529

池上佳男 2022/03/31 JA長野厚生連篠ノ井総合病院09108518

池上宜芳 2022/04/30 ほんじょう薬局10214115

池戸克明 2022/03/31 ふくろう薬局08203439

井澤　美由紀 2023/07/14 みのり薬局11217853

石坂　寿賀子 2028/03/31 磯部土屋薬局08202912

石曽根　好雅 2022/03/31 国立病院機構まつもと医療センター08101279

石田　美千代 2022/03/31 （有)あおぞら企画　あおぞら薬局08202083

石田　充 2022/10/14 (有)内川薬局板取10116052

石塚　豊 2022/03/31 石塚薬局08201713

市川昌子 2027/02/14 みくりや土屋薬局14225001

市川美穂 2024/12/31 シンビ堂　借宿薬局12220954

一志和幸 2022/03/31 長野県薬剤師会会営薬局09207198

井出　多佳子 2022/03/31 桜里堂薬局09209034

井出敬樹 2022/03/31 桜里堂薬局08101582

井出貴之 2022/03/31 信州大学医学部附属病院09109780

伊藤　栄 2028/03/31 神畑薬局08206126

伊藤勇人 2022/03/31 岡谷市民病院09107212

伊藤浩之 2022/03/31 かすみ薬局　西店09206513

伊藤由美 2022/03/31 ひかり薬局08201122

伊藤陽一 2028/03/31 長野県立こども病院08101182

伊藤芳明 2024/01/14 昭和伊南総合病院11119113

稲葉之子 2022/03/31 北アルプス医療センターあづみ病院08103048

井上君子 2022/03/31 岡谷市民病院08203966

井上智之 2028/03/31 コスモス薬局08201920

井上博文 2022/03/31 野辺山高原薬局08101405

井上幸彦 2022/03/31 （有）二葉薬局09208715

指宿貴博 2026/03/31 松本協立病院14123332

今川麗子 2022/03/31 巾上ひまわり薬局09213735

今牧健之 2022/03/31 よこわ薬局09206950

岩﨑勇樹 2028/03/31 いまち薬局08201541

岩下　靖太郎 2024/02/14 花の木薬局11219281

岩下　誠 2028/03/31 認定特定非営利活動法人 縁 豊里薬局09208842

岩下純代 2022/03/31 花の木薬局08201729

岩月達也 2022/03/31 飯綱グリーン薬局08203037

岩波昌志 2024/03/14 特定非営利活動法人　緑　豊里薬局11219423

上原辰男 2022/03/31 大学前薬局09208894

植松美哉 2024/01/31 リジョイス茅野薬局11219171

牛山正裕 2023/02/28 リジョイス諏訪薬局10216972

内川輝雄 2022/03/31 （有）内川薬局　板取09208737

内堀聡子 2028/03/31 磯部土屋薬局09209674

海川美奈 2022/03/31 巾上ひまわり薬局08200236

梅嵜浩貴 2022/03/31 木島薬局08200178

浦沢　真由美 2022/04/30 ヘルシーズみたけ薬局10214268

海野貴裕 2023/11/30 三輪薬局11218759

榎本　禎 2028/03/31 (有）マスヤ薬局08201809

榎本　千恵子 2028/03/31 マスヤ薬局08205605

遠藤　多代子 2022/03/31 有明とをしや薬局08200316

遠藤　眞実子 2022/03/31 かおり薬局08200382

大熊哲汪 2022/03/31 オオクマ薬局08201532

大倉房子 2022/03/31 (株)クスリのアオキ上田原薬局09107632

大澤恵介 2024/12/14 ひがの土屋薬局12220916

大沢美香 2027/01/31 麻績土屋薬局14224934

大島　裕里子 2028/03/31 こまんば薬局08203839

大島雅子 2022/03/31 飯田市立病院08102625

太田　しおぢ 2022/03/31 医療法人抱生会　丸の内病院08100507

大塚　さほり 2028/03/31 長野県立信州医療センター08105809

大津賀　博之 2022/03/31 (有)大津賀薬局08202103

大塚修一 2028/03/31 （一社）長野県薬剤師会　会営薬局08202420

大塚節子 2022/03/31 美里薬局08205361

大原竜一 2028/03/31 医療法人栗山会　飯田病院09107732

大森　栄 2022/03/31 信州大学医学部附属病院08106428

大森雅子 2022/03/31 大森薬局08201918

岡澤　香津子 2028/03/31 ＪＡ長野厚生連　北信総合病院09109709

岡田　望 2025/02/14 中高保険薬局事業協同組合　中高薬局12221172

岡田　弘 2022/03/31 飯田市立病院08106382

岡野哲也 2025/04/30 オレンジ薬局13221504

岡部憲子 2022/03/31 岡部薬局08205470

小川陽平 2026/02/28 岡谷市民病院13123193

小木曽　洋介 2022/03/31 社会医療法人栗山会　飯田病院08101650

小口暁子 2022/03/31 岡谷保険薬局事業協同組合　やまびこ薬局08200128

奥村哲永 2026/12/31 ともえ伊賀良薬局14224784

長田　賀世子 2023/02/28 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター10116961

長田和士 2028/03/31 長野松代総合病院09111425

尾見　くみ子 2022/03/31 有限会社久保田薬局08206323

加賀美　秀樹 2028/03/31 加賀美薬局09207155

香川貴亮 2028/03/31 長野県立信州医療センター08104889

粕尾祥子 2028/03/31 アイン篠ノ井薬局08205455

勝又法善 2022/03/31 なのはな薬局09210055

勝山善彦 2024/02/14 地方独立行政法人長野市民病院11119302

葛田　恵里子 2028/03/31 徳間ひとみ薬局08206482

加藤豊子 2028/03/31 お日さま薬局08204462

角間英子 2028/03/31 カドマ南薬局08201147

金井　真太郎 2023/05/31 (有)加賀美　加賀美薬局11217698

金川和之 2023/09/30 若里土屋薬局11218307

上條健志 2022/10/31 国立病院機構まつもと医療センター　中信松本病院10116100

上條匡史 2022/03/31 梓川とをしや薬局08202759

上條泰弘 2028/03/31 相澤病院09106969

神田博仁 2026/03/14 信州大学医学部附属病院13123270

上林弘史 2028/03/31 わたうち薬局09209162

菊池　環 2022/03/31 佐久総合病院　佐久医療センター08101806

北澤利彦 2022/03/31 諏訪赤十字病院08101011

北澤真弓 2022/03/31 社会医療法人栗山会　飯田病院09108112

北城和久 2022/03/31 サンタグリーン薬局08205225

北原栄子 2025/12/31 （株）日医調剤　森口薬局13222881

北村潤一 2022/03/31 長野赤十字病院09108155

木下雅文 2022/03/31 高松薬局08100147

木村　銘衣子 2022/03/31 アーク調剤薬局　長野稲葉店09113745

清野義一 2028/03/31 JA長野厚生連北信総合病院08100414

草野　佳代子 2022/03/31 穂高とをしや薬局08201740

楠　浩子 2026/03/31 国立病院機構　信州上田医療センター14123452

工藤研二 2022/03/31 社会福祉法人信濃医療福祉センター09109104

工藤裕康 2022/03/31 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター08105082

久保田　篤司 2024/02/14 国立病院機構信州上田医療センター11119292

久保田　貞 2022/03/31 (株)日医調剤　森口薬局08200430

久保田　稔 2023/05/14 みのわ土屋薬局11217461

久保田恵美子 2022/03/31 ㈲木島薬品　中野西薬局08205281

窪田保之 2022/03/31 窪田薬局08201840

熊井英知 2022/03/31 みすずホーム薬局09209081

熊谷　信 2022/03/31 ららくま薬局09208085

熊谷　均 2028/03/31 こまんば薬局08202842

熊谷明子 2022/03/31 巾上ひまわり薬局08101682

倉嶌　薫 2028/03/31 塩尻ひまわり薬局09208707

倉本泰志 2022/03/31 佐久平薬局09209057

胡桃宏子 2028/03/31 巾上ひまわり薬局08200506

黒柳展子 2028/03/31 独立行政法人国立病院機構　信州上田医療センター08100053

氣賀澤　千香 2025/12/31 昭和伊南総合病院13122933

小池　千恵子 2022/05/31 大塚土屋薬局10214547

小池俊輔 2026/09/14 ウエルシア薬局　千曲内川店14224160

小林　佳代子 2023/08/14 日野薬局11217941

小林　志津子 2022/03/31 正林堂薬局09208248

小林　潤 2022/03/31 市町てんじん薬局08202486

小林　ゆかり 2022/03/31 みかげ薬局08200402

小林　由理恵 2028/03/31 佐久穂町立千曲病院08101810

小林悦子 2022/03/31 広丘駅前とをしや薬局08100198

小林幸子 2022/06/14 ふたば玉川薬局10114761

小林啓男 2028/03/31 コバヤシ薬局08201802

小林寛樹 2024/02/28 一般社団法人あおぞら企画　あおぞら薬局11219381

小林正典 2022/09/14 りぼん薬局10215721

小林真弓 2027/09/30 丸子中央病院15126145

小松　富美男 2022/03/31 美里薬局08206362

小山俊平 2028/03/31 よつば薬局16127106

齊藤　努 2023/08/31 シンビ堂借宿薬局11218145

斉藤克也 2022/03/31 コウズケヤ薬局　豊里08201488

酒井　勉 2022/03/31 諏訪中央病院08104443

酒井　真奈美 2022/03/31 諏訪共立病院09108563

酒井晶子 2023/05/31 アイルニコニコ薬局11117611

坂本千鶴 2022/03/31 さかもと薬局08200116
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櫻井　孝 2028/03/31 長野赤十字病院08101798

桜井啓蔵 2022/03/31 信陽堂駅前薬局08205220

櫻井孝典 2022/03/31 ほんぼの薬局08201905

櫻井千晶 2028/03/31 モリキ大豆島薬局08201799

桜井良子 2023/05/31 くろさわ病院11117531

佐々木　伸一 2028/03/31 飯山赤十字病院08100335

佐々木　哲志 2028/03/31 有限会社ささき薬局　こまんば薬局09209274

佐藤岳道 2022/03/31 小諸厚生総合病院09107016

佐藤秀俊 2026/09/30 徳間ひとみ薬局14224223

沢田悦子 2028/03/31 （株）日医調剤　波田薬局08202756

澤登保子 2022/03/31 松本協立病院08101677

塩入　志麻子 2022/12/31 古田薬業（株）りぼん薬局10216610

塩原　佳代子 2022/03/31 掘金とをしや薬局09212425

塩原恵一 2024/12/14 ひまわり薬局12220910

篠原和子 2022/03/31 ピアみどりフジモリ薬局08203010

篠原民德 2022/03/31 粟佐ひとみ薬局09209157

柴　美香 2028/03/31 会営いな薬局08201009

柴崎晋輔 2026/02/14 勉強堂薬局13223181

柴崎宏子 2022/03/31 勉強堂薬局08203213

島田　誠 2022/03/31 荒井橋土屋薬局09212286

島田恭子 2022/03/31 調剤薬局マツモトキヨシ篠ノ井金井田店08203925

嶋田泰明 2022/03/31 中野モリキ薬局08201912

清水　誠 2022/03/31 ひろおか薬局08201581

清水美鈴 2022/03/31 飯田下伊那薬剤師会　会営薬局09211107

下井田　めぐみ 2022/03/31 飯田下伊那薬剤師会　会営やまなみ薬局09207146

城下俊毅 2028/03/31 昭和薬局08201868

白鳥泰樹 2028/03/31 （株）アルプス薬局08200471

鈴木英二 2022/03/31 長野市民病院08104718

鈴木智也 2028/03/31 ほたる薬局伊那店09207820

鈴木道也 2022/03/31 健和会病院09108168

須藤　浩 2028/03/31 （一社）　長野市薬剤師会　センター永野薬局08201962

須永明子 2025/07/14 鹿教湯病院13121794

瀬川昭子 2022/03/31 こもろ薬局08202947

関　和之 2022/03/31 清風堂　さわやか薬局08201947

関　さゆり 2022/03/31 せき薬局　宿岩店09211626

関　徹也 2022/03/31 関薬局08205604

関口仁美 2022/03/31 りぼん薬局08201163

関戸大司 2026/03/31 JA 佐久医療センター14123437

瀬戸　茜 2025/11/30 ほたる薬局　春日街道13222677

髙木　由希子 2022/03/31 岡谷市民病院09110029

髙田弘子 2028/03/31 長野県薬剤師会会営薬局08200770

高野昌之 2022/03/31 中野北薬局08205407

髙野進士 2022/04/30 巾上ひまわり薬局10214281

髙橋　敏 2022/03/31 （有)高橋薬局08201771

高橋一豊 2022/03/31 安曇野赤十字病院08100647

髙橋克典 2022/03/31 湖北堂薬局09206945

髙橋典子 2022/03/31 (株）平成メディカル　ほんまち薬局08205435

髙森正人 2028/03/31 竹重病院09108743

滝澤康志 2028/03/31 飯山赤十字病院08105230

竹内一代 2022/03/31 あい薬局08201851

竹内桂子 2022/03/31 わたうち薬局08202721

竹岡幸彦 2022/03/31 安曇野赤十字病院08100537

竹下敏正 2028/03/31 株式会社　中島薬局08205233

竹村節子 2022/03/31 松本寿とをしや薬局09213749

田幸　稔 2022/03/31 長野赤十字病院08102331

田中勝雄 2022/03/31 （一社）上田薬剤師会会営薬局09107023

田中健二 2025/05/31 長野県立信州医療センター13121615

田中靖彦 2022/03/31 （有)アルプス薬局09213582

田辺一路 2022/03/31 有限会社塚本薬局08205806

田村孝子 2025/12/31 あい薬局13222886

田村真哉 2027/02/28 飯山土屋薬局14225050

樽澤清子 2028/03/31 ほんまち薬局08200383

丹下聡子 2022/03/31 安曇野赤十字病院09109497

千葉　清 2022/03/31 クオール　飯田薬局09210842

千葉優子 2022/03/31 ちとせや薬局09207117

月岡恵美 2022/03/31 徳間ひとみ薬局09208818

鶴巻史泰 2022/03/31 西鶴賀土屋薬局09212092

寺澤雅治 2022/06/14 てらさわ薬局10114762

遠山逸雄 2022/03/31 アップル薬局08201520

遠山哲生 2026/12/14 アップル薬局14224677

利根川　勇 2022/03/31 スター薬局09208552

登内盛治 2022/03/31 諏訪赤十字病院08105185

冨岡　かおり 2027/07/31 （有）林薬局15225761

富山有希 2025/09/30 日野薬局13222329

伴野一樹 2028/03/31 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院08104616

内藤隆文 2028/03/31 信州大学医学部附属病院08105672

中垣英美 2022/03/31 日野薬局09212409

中澤勝行 2028/03/31 株式会社日医調剤　波田薬局08105379

中沢俊喜 2022/03/31 ＪＡ長野厚生連新町病院08103761

中澤祐輔 2022/03/31 アイン両小野薬局08200635

中島和夫 2022/03/31 アサヒ薬局08202242

中島成一 2028/03/31 中島薬局08205828

中島里香 2025/08/14 クオール大手薬局13221986

長沼　あかね 2027/02/14 飯田下伊那薬剤師会　会営やまなみ薬局14225017

中野深雪 2022/03/31 こもろ薬局08202948

中野和佳 2022/03/31 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　薬剤管理情報セ09108855

中村　さやか 2022/03/31 岡谷保険薬局事業協同組合　やまびこ薬局08204733

中村　代志子 2028/03/31 モリキ薬局まゆみ田店08201335

中村明浩 2028/03/31 三輪薬局08202319

中村佳央 2028/03/31 (株)モリキ　飯山新町モリキ薬局08200277

中山隆夫 2028/03/31 （有）中山薬局09207195

南雲　晃 2022/03/31 薬局マツモトキヨシ中野吉田店09206628

梨子田　雅子 2022/03/31 ナシダ薬局08200646

名取通夫 2022/06/14 諏訪中央病院10114763

西　大介 2023/03/31 （一社）長野市薬剤師会　長野薬局11217208

西條幸恵 2022/03/31 岡谷市民病院08105282

西牧理代 2022/03/31 山﨑薬局08101563

西村俊彦 2022/03/31 国民堂薬局09207933

西村彦一 2022/03/31 北市土屋薬局08202013

仁平　拓 2022/03/31 医療法人友愛会　千曲荘病院09212690

野口詠司 2022/03/31 中島薬局09206537

野口米寿 2022/03/31 白馬アップル薬局09209226

野沢　節 2022/03/31 ファーマシーにしつるが08201761

野治洋之 2028/03/31 吉田薬業（株）　さなだ薬局09208803

野田洋岳 2022/03/31 更埴保険薬局事業協同組合　あんず薬局08201674

萩原　亮 2022/03/31 ノリ薬局　たけし09211330

橋詰善紀 2022/03/31 鹿教湯病院09109167

長谷川　陽子 2022/03/31 安曇野赤十字病院09112211

長谷部　優 2022/03/31 健和会病院08101789

花岡幹郎 2022/03/31 花岡商店09207943

馬場鈴子 2022/03/31 さかもと薬局08205482

浜田紀子 2022/03/31 こもろ相生薬局08201584

林　和枝 2022/03/31 ひろおか薬局08106149

林　達也 2022/03/31 （有)林薬局08200631

林　秀樹 2022/12/31 昭和伊南総合病院10116634

林　秀樹 2022/03/31 はやし薬局08201737

林　もと子 2022/03/31 （有)林薬局08200630

原　かおる 2022/03/31 諏訪赤十字病院09106523

原　隆徳 2028/03/31 飯田下伊那薬剤師会会営やまなみ薬局08203837

原田和行 2023/03/31 川辺上原薬局11217185

樋沢康一 2022/03/31 小諸あさま薬局08202770

土方秀和 2028/03/31 木島薬品　中野薬局08200177

日野寛明 2028/03/31 日野薬局09208480

平井恵子 2025/12/31 あづみ野薬局13222846

平田尚人 2022/03/31 長野赤十字病院09107331

平林宗親 2026/12/31 市立大町総合病院14124774

広田夏絵 2028/03/31 しなのき調剤薬局08202084

深沢銀治 2028/03/31 須坂あすなろ薬局08200434

深沢健一 2025/04/30 地方独立行政法人長野市民病院13121495

福島　徹 2022/03/31 健和会病院09106680

福田和博 2023/09/14 クオール大手薬局11218217

藤沢充志 2022/03/31 さくら薬局中野小田中店08201286

藤澤裕子 2028/03/31 会営いな薬局08201006

藤牧弘美 2022/03/31 塩尻協立病院08101909

藤巻眞弓 2023/05/31 北アルプス医療センターあづみ病院11117675

伏見幸浩 2022/06/14 組合立　諏訪中央病院10114760

藤森和良 2028/03/31 大坂屋薬局08206306

藤森正博 2025/11/30 会営いな薬局13222735

藤森磨美 2028/03/31 フジモリ薬局08206244

布施英子 2027/02/14 グリーン薬局14124967

古家友子 2024/02/14 コスモス薬局11219326

北城　久美子 2027/03/14 あおぞら薬局14225131

干川　望 2024/02/28 シンビ堂御代田薬局11219351

保科滋明 2022/03/31 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院08103569

細谷　めぐみ 2028/03/31 佐久調剤薬局08201583

細谷美鈴 2022/03/31 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター　介護医療型09107417

保高　美智子 2022/03/31 和田土屋薬局08201095

堀　真也 2022/03/31 豊科とをしや薬局08205791

堀内留美 2023/02/14 （有）アイファ　あい薬局10216902

堀田洋介 2022/03/31 国保依田窪病院08101904

牧内俊貴 2028/03/31 飯田下伊那薬剤師会会営やまなみ薬局08206315

牧内良夫 2026/11/30 かなえひまわり薬局14224616

正野　隆 2025/03/14 若里土屋薬局12221329

増田悦子 2022/03/31 すみさか土屋薬局08200914

増田和也 2022/03/31 上田薬剤師会会営薬局08201980

増田和之 2022/03/31 高梨土屋薬局08203521

増田広子 2022/03/31 （有）マスダ薬局09207846

益満健雄 2028/03/31 マスミツ薬局08200352
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町田　忍 2022/11/30 小諸厚生総合病院10116456

町田修一 2022/06/30 長野赤十字病院10115031

町田典子 2028/03/31 長野市民病院09111582

町田靖典 2026/01/31 吉田薬業株式会社　みのり薬局13223051

松井厚西 2022/03/31 まつい薬局08206048

松岡慶樹 2028/03/31 長野中央病院08106026

松澤卓也 2028/03/31 せき薬局08204971

松澤美保 2022/03/31 あづみ野薬局08202070

松野　紀世彦 2022/03/31 飯山土屋薬局08202004

松原弥生 2022/03/31 かなえひまわり薬局08201553

松村昌俊 2028/03/31 ＪＡ長野厚生連　下伊那厚生病院08103276

松村義雄 2028/03/31 松村薬局08204852

松本和子 2028/03/31 北アルプス医療センターあづみ病院09107002

松本徹也 2023/12/31 まつの木薬局11219026

丸山裕矢 2025/01/14 若穂土屋薬局12220998

三木　学 2028/03/31 ましま薬局08201893

三澤貴美 2028/03/31 長野県立信州医療センター08105947

水越裕樹 2028/03/31 アイン篠ノ井薬局08204587

水谷妙子 2024/12/14 諏訪赤十字病院12120930

水谷智行 2026/03/14 川岸薬局13223313

三ツ井　俊憲 2024/06/30 長野中央病院12119819

光澤　利佐子 2022/03/31 高松薬局08101552

南　修 2022/03/31 ミナミ薬局09209169

南　香里 2024/12/14 一般社団法人あおぞら企画あおぞら薬局12220932

宮川達行 2023/03/31 丸子中央病院11117200

三宅貴夫 2022/06/30 ＪＡ長野厚生連篠ノ井総合病院10114953

宮﨑信也 2022/03/31 JA長野厚生連　佐久医療センター09207756

宮﨑紀幸 2026/09/30 里島土屋薬局14224208

宮崎美里 2028/03/31 モリキ薬局三輪店08200763

宮澤　剛 2022/03/31 中之条薬局09211137

宮澤淑子 2028/03/31 NHOまつもと医療センター松本病院08106463

宮下茂代 2022/03/31 由比ヶ浜薬局09208843

宮下貴浩 2027/02/28 佐久医療センター14125082

宮原　智 2028/03/31 大屋のぞみ薬局08202801

村上　豊 2025/12/31 ほたる薬局伊那店13222917

村上幸子 2022/03/31 松本市立病院08104694

村瀬慎司 2022/03/31 大町常磐とをしや薬局09208784

村田稔弥 2027/02/28 長野県薬剤師会　会営薬局14225065

村田治雄 2022/03/31 保野薬局08201606

召田恵子 2022/03/31 召田薬局08201542

百瀬秀一 2022/03/31 梓西口薬局08205164

百瀬健史 2022/03/31 豊科とをしや薬局08201917

百瀬陽子 2022/03/31 青樹会　一之瀬脳神経外科病院08105573

森　祐美子 2023/02/14 松代薬局10216925

八木淳子 2028/03/31 中高薬局08202678

矢口友則 2022/03/31 新村土屋薬局08200361

矢嶌　仁 2022/03/31 厚生連　篠ノ井総合病院09108492

矢嶋直子 2022/03/31 諏訪赤十字病院08103916

安江陽二 2022/03/31 豊田土屋薬局09208513

安岡信弘 2026/12/31 飯山赤十字病院14124750

柳澤国道 2022/05/31 佐久総合病院小海分院10114474

栁澤健幸 2022/03/31 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院09109116

栁澤雅美 2028/03/31 ほんまち薬局08200606

柳澤光德 2022/03/31 上戸倉ノリ薬局08201869

柳田成子 2022/03/31 (有）オタックス　わかな薬局09207243

栁谷昌宏 2022/03/31 小田井薬局09210584

矢野哲男 2022/03/31 西町ヤノ薬局08205085

山内　哲 2024/12/14 ソレイユ薬局12220900

山浦知之 2022/03/31 山浦堂薬局08205394

山﨑正衛 2022/03/31 (有)山﨑薬局08205729

山瀬　聡 2022/03/31 大桑はなの木薬局09213620

山田喜美 2022/03/31 ニコニコ薬局08202016

山田隆一 2028/03/31 長野赤十字病院09107586

山本　弘 2022/03/31 すみさか土屋薬局08200470

山本　比呂美 2022/03/31 松川とをしや薬局08201837

湯本　智恵子 2022/03/31 上田生協診療所08101941

横川　志歩子 2022/06/14 岡谷市民病院10114779

横林明伸 2022/03/31 横林薬局08201322

横林邦明 2028/03/31 横林薬局09211639

横林沙織 2024/04/14 横林薬局12219582

横山　茂 2028/03/31 北アルプス医療センターあづみ病院08100514

吉池一彦 2028/03/31 神畑薬局08205014

吉川美香 2028/03/31 かなえひまわり薬局08201554

吉澤　貴代美 2022/03/31 （一社）松本薬剤師会会営村井薬局08203580

吉澤　忍 2022/03/31 飯田市立病院09108891

吉澤聡美 2022/03/31 伊那中央病院08101543

吉田卓示 2027/02/14 あい薬局14224985

吉原政直 2022/03/31 リジョイス伊那薬局08203079

吉原史裕 2022/03/31 （株）モリキ　コスメⅡ薬局08204553

依田一美 2022/03/31 ひろおか薬局08101805

依田靖央 2022/03/31 小諸コスモス薬局08201811

依田善教 2028/03/31 佐久穂町立千曲病院08101955

米倉沙織 2028/03/31 塩尻ひまわり薬局08205492

米田笑子 2022/03/31 ナペリン・ファーマシー09207042

若田直樹 2022/03/31 ひまわり薬局09208138

若林孝生 2022/03/31 コウズケヤ薬局　豊里08205819

渡辺一夫 2022/03/31 飯山駅前モリキ薬局09208849

渡邉将隆 2028/02/28 佐久総合病院　15127003


