
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） 岐阜県

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）

間　英之 2023/03/14 高山赤十字病院16128059

浅井秀星 2023/11/14 きらきら薬局17229064

浅野洋子 2025/10/14 しいのみセンター薬局19231968

阿部一貴 2023/02/28 まみや調剤薬局　鏡島店16227982

有間　優 2023/02/28 ふうせん薬局　関店16227993

有松進仁 2023/02/28 いび薬局16228022

安藤賢司 2024/02/14 岐阜県立　下呂温泉病院17129356

飯沼恵美 2024/10/31 ピース薬局　ぎふはしま店18230439

井口和弘 2025/11/14 岐阜薬科大学附属薬局19232232

池尾優也 2024/09/14 たんぽぽ薬局中部国際医療センター店18230181

池田　奈美江 2024/12/14 ミズホ調剤薬局18230680

伊佐地　達郎 2016/03/31 伊佐地薬局　白菊店08202168

伊藤洋貴 2022/10/14 独立行政法人国立病院機構　長良医療センター16127569

稲垣哲雄 2023/02/14 エール調剤薬局　中津川バイパス店16227900

今井民靖 2022/09/30 太平調剤薬局　緑町店16227541

上田智彦 2023/02/28 なの花薬局　北方店16228028

上田秀親 2023/02/28 高山赤十字病院16127984

臼井健悟 2028/02/14 ハーズ黒野調剤薬局21234267

臼井哲宏 2028/02/14 岐阜県総合医療センター21134231

梅田真弘 2024/11/14 まみや調剤薬局　清住店18230463

江崎光剛 2023/10/31 特定医療法人　博愛会病院17128978

大木啓督 2025/05/14 貴船薬局　広小路店19231320

大澤友裕 2024/11/14 岐阜市民病院18130533

大塩由佳 2023/03/14 エール調剤薬局　瑞浪店16228056

太田陽平 2027/11/30 まみや調剤薬局21233989

大塚憲彦 2025/09/30 ファーコス薬局　東神田店19231916

大西知朗 2028/02/14 グッド調剤薬局21234220

大畑紘一 2025/10/31 岐阜大学医学部附属病院19132176

大森智史 2023/02/28 エース薬局　船附店16228006

緒方孝行 2025/11/14 たんぽぽ薬局東海中央病院店19232266

小川剛志 2025/11/14 ホップ芝原薬局19232252

荻野典子 2023/02/28 中津川調剤薬局16227971

奥村秀雄 2023/05/31 土岐津町　土岐薬局17128375

小椋敬之 2025/12/14 V・drug則武中央薬局19232407

小栗佑治 2025/10/31 平成調剤薬局岐大前店19232166

小野木　敬太 2024/08/14 はば薬局18230060

柏　多圭倫 2028/02/29 ふたば調剤薬局21234303

片桐大介 2028/02/14 まみや調剤薬局岐南店21234277

勝見　光 2025/01/14 大洞薬局18230822

加藤浩司 2023/09/14 たんぽぽ薬局　岐阜駅前店17228719

加藤早紀 2023/10/31 岐阜県立多治見病院17128958

加納弘庸 2025/11/14 医療法人和光会山田病院　19132254

加納麻紀 2023/11/14 シンコー薬局　可児店17229037

上村拓子 2028/02/29 郡上市民病院21134344

粥川真衣 2025/11/14 中津川市民病院19132255

河合琢良 2027/11/30 ウエルシア薬局　岐阜鷺山店21233988

河合朋恵 2027/11/30 Ｖ・ｄｒｕｇ多治見中央薬局21233993

河合良幸 2027/10/14 ペンギン薬局高富本町店21233836

川上　あゆみ 2024/07/31 可児とうのう病院18129952

川口　準 2024/04/30 ユタカ薬局　鏡島18229624

川島昭徳 2027/10/14 ファースト調剤薬局 東島店21233844

河原　努 2027/09/30 平成調剤薬局茜部店21233793

木村千晶 2021/04/30 イシイ薬局　関ケ原店15225435

熊田　翔 2027/10/31 ウエルシア薬局　岐阜鷺山店21233890

栗本真弓 2021/10/14 なかまち薬局15226228

小池　紫 2023/01/31 プラス薬局　河渡店16227872

小池孝洋 2027/11/14 関中央病院21133911

小池唯史 2025/01/31 ささゆり薬局　土岐店18230850

甲田明英 2027/10/31 岐阜市民病院21133885

甲谷俊彦 2022/02/28 ファースト調剤薬局　岐阜すごう店15227013

幸脇正明 2028/02/29 総合病院中津川市民病院21134305

小島　昇 2024/12/14 ユタカ調剤薬局　禾森18230713

児玉洋子 2024/03/14 はなの木薬局17229469

後藤啓介 2027/10/14 エール調剤薬局前畑店21233826

後藤有司 2023/11/30 たんぽぽ薬局　あじき店17229142

後藤雄真 2026/03/31 大垣徳州会病院20133031

五藤里奈 2025/10/14 JA岐阜厚生連揖斐厚生病院19132046

小林篤史 2024/04/30 ピノキオ薬局　忠節店18229637

小林由香 2024/11/30 きらきら薬局18230561

坂梨敬信 2026/02/14 スギヤマ薬局土岐店19232813

笹岡好弘 2021/12/31 トーカイ薬局　メディカルゾーン瑞浪店15226728

澤田綾子 2025/12/14 木沢記念病院19132432

篠原　亜由美 2028/02/14 すずの木薬局21234242

渋谷孝之 2024/05/14 なごみ薬局18229701

東海林　朋実 2027/09/30 スギヤマ調剤薬局 多治見店21233818

白川　舞 2022/05/14 JA岐阜厚生連　揖斐厚生病院16127286

末次　加代子 2023/01/31 スギ薬局　岐南店16227818

杉江尚吉 2023/12/31 平成調剤薬局　羽島店17229242

鈴木　学 2023/02/28 岐阜県立下呂温泉病院16127969

鈴木志穂 2028/02/29 エール調剤薬局坂下店21234314

鈴木敏文 2028/02/29 スズキ薬局　本店21234338

鈴木宣雄 2024/04/30 大垣市民病院18129626

鈴山直寛 2024/07/31 長良医療センター18129913

瀬川祥子 2026/02/28 トーカイ薬局　安八店19232856

妹尾昌幸 2021/09/14 ハーモニー調剤薬局宮代店15226079

髙木美帆 2023/11/30 JA岐阜厚生連　西美濃厚生病院17129118

髙橋　優 2025/10/31 竹鼻調剤薬局19232167

髙橋健人 2025/11/30 アピス薬局　金竜店19232352

高橋宏和 2024/12/14 ナガラ調剤薬局18230694

髙松圭太 2027/09/30 アクア薬局21233822

武井邦夫 2025/09/30 美濃市立美濃病院19131869

田中雅仁 2026/07/31 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃厚生病院20133268

田中佳子 2026/02/28 岐阜県総合医療センター19132843

谷口彩子 2024/02/14 V-drug　高山中央薬局17229359

多和田　敏朗 2027/12/14 公立学校共済組合　東海中央病院21134035

知花聖尚 2028/01/31 エース薬局 広見店21234177

塚原雅史　 2026/04/14 ファースト調剤薬局関店20233091

土屋守生 2025/09/30 ジップファーマシー白沢　粟野調剤薬局19231862

恒川真二 2027/09/30 V-drug笠原中央薬局21233823

戸谷高大 2024/11/30 たんぽぽ薬局　八幡桜町店18230567

豊田　由起子 2023/02/28 エムハート薬局　みずほ店16228012

直井秀樹 2023/02/28 JA岐阜厚生連　久美愛厚生病院16127992

永井　希代子 2023/01/31 クオール薬局　加茂店16227884

永井則充 2023/10/14 ファースト調剤薬局　そはら店17228839

中澤千寿 2025/10/31 南しいのみ薬局19232088

中嶋亜紀 2025/11/30 平成調剤薬局　川部店19232322

中島啓二 2023/02/14 大垣市民病院16127905

中島広貴 2023/11/14 V・drug　多治見旭ヶ丘薬局17229058

長瀬優里 2024/10/31 岐阜県厚生連　久美愛厚生病院18130358

中田裕介 2025/04/30 ゆう薬局19231285

西尾一孝 2027/10/14 海薬局21233859

西田承平 2024/11/14 岐阜大学　医学部付属病院18130507

野田裕康 2022/02/28 ファースト調剤薬局　みずほ店15227012

野々村　和哉 2028/02/14 まみや調剤薬局清住店21234205

畑尻哲也 2023/06/30 国民健康保険　飛騨市民病院17128419

八田裕之 2026/03/31 独立行政法人国立病院機構　長良医療センター20133025

服部悟士 2023/11/30 貴船薬局　広小路店17229141

林　昭年 2027/10/14 総合病院 中津川市民病院21133842

早見知浩 2028/02/29 平成調剤薬局　茜部店21234327

日江井　和英 2028/01/14 岐阜県立多治見病院21134141

飛髙千鶴 2021/12/14 たんぽぽ薬局　多治見中央店15226653

廣瀬　智恵美 2025/01/31 岐阜大学医学部付属病院18130859

藤井佑季 2023/03/14 朝日大学歯学部付属　村上記念病院16128071

藤澤和仁 2025/11/30 かえで調剤薬局19232389

藤田　恵 2027/12/31 岐阜県立多治見病院21134136

船戸まゆみ 2025/11/14 プラス薬局FC芥見店19232221

武馬優也 2026/02/28 可児とうのう病院19132884

古橋　薫 2021/11/30 ファイン総合薬局15226525

星加健吾 2028/02/29 ハーズみずほ調剤薬局21234304

本庄宏旭 2026/03/14 イオン薬局各務原店19232916

前田佳代 2028/02/29 ファイン総合薬局21234341

前田哲志 2023/11/30 村上記念病院17129117

増田千穂 2028/02/14 たんぽぽ薬局早田店21234276

松井優樹 2023/11/14 ココカラファイン薬局　下米田店17229067

松岡知子 2028/02/14 大垣市民病院21134223

松尾恭利 2023/02/28 V.drug 各務原中央薬局16228002

馬渕晶子 2028/03/14 たんぽぽ薬局　長森店21234352

三島　章 2024/01/31 平成調剤薬局　日野店17229322

水谷和也 2028/02/14 市立恵那病院21134255

宮松史人 2027/11/30 調剤薬局　大樹21234016

村田明隆 2023/11/30 V・drug　広見薬局17129114

望月雄介 2023/09/30 ろっけん薬局17228768

森　昭則 2025/12/31 クオールぎなん薬局19232510

森　卓之 2023/03/31 大垣市民病院17128156

森本生衣 2023/10/14 大垣北調剤薬局17228864

山里久子 2024/12/31 岐阜県総合医療センター18130757

山田　操 2028/02/14 ふかせ調剤薬局21234230

山田一聡 2023/11/30 JA岐阜厚生連　西美濃厚生病院17129119

山本英治 2025/02/14 羽島市民病院18130930

横山　聡 2021/07/31 岐阜薬科大学附属薬局15225751



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） 岐阜県

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）

吉口智美 2025/11/14 ファイン調剤薬局　みずほ局19232251

吉田称子 2028/02/29 わかば薬局六条店21234306

吉田真也 2025/10/14 大垣市民病院19132070

吉戸愛理 2024/01/31 コーヨー調剤薬局17229287

吉村昭彦 2028/02/29 フジサワ薬局中町調剤センター21234294

若田貴子 2027/10/31 中部薬品　神岡店21233894

渡邉　佐智代 2027/10/14 エムハート薬局笠松店21233831

渡邊　将 2027/10/31 たんぽぽ薬局長良八代店21233888

和仁　昇 2025/05/14 高山赤十字病院19131306



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） 静岡県

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）

相川　志津子 2023/05/14 NTT東日本伊豆病院17128326

相原雅彦 2016/03/31 南山堂薬局　平田店09213004

青野裕史 2024/12/31 国立病院機構　静岡医療センター18130726

青山和恵 2025/08/31 薬局フォーリア　野口店19231712

青山淳一 2025/09/30 薬局フォーリア　豊田店19231811

赤井　久美子 2028/02/29 すずらん薬局　曲金店21234332

秋元貴史 2024/03/14 なかはら薬局　池新田店17229452

秋本知美 2023/12/14 日本調剤　桜ヶ丘薬局17229198

秋吉亜紀 2022/03/31 おおぞら薬局　みはらし店16227126

阿久澤　幸重 2023/05/31 ひかる薬局17228328

阿久津　輝 2025/09/14 おおぞら薬局　上島店19231778

浅野皓士 2024/11/30 グリーン薬局18230644

浅原慶徳 2024/11/30 市立島田市民病院18130586

荒川　剛 2027/05/31 沼津市立病院21133561

有田明弘 2024/10/14 あおい薬局　初生店18230236

飯島奈緒 2027/11/14 薬局メディスン　静岡本店21233928

飯村智也 2025/06/30 あおば薬局　中央店19231443

五十嵐　香理奈 2022/04/30 ことぶき薬局16227238

井口まり 2022/04/30 あおば薬局　水道町店16227239

池ヶ谷　和永 2025/12/14 ひまわり薬局　松本店19232487

池田直人 2023/10/14 静岡市立　静岡病院17128822

石黒森夫 2023/05/14 中東遠センター薬局17228308

石塚友一 2024/05/14 聖隷浜松病院18129703

石橋幸大 2024/06/30 メロン薬局18229861

出雲孝志 2024/02/29 南山堂薬局　雄踏店17229424

稲垣　佐江子 2024/05/31 abc薬局　富士宮店18229760

井橋　健二朗 2024/03/14 ファーマライズ薬局　柚木店17229487

岩崎剛士 2025/09/30 地方独立行政法人静岡県立病院機構　静岡県立こども病19131845

岩﨑陽子 2024/12/31 ウエルシア薬局　浜松医大前店18230777

岩佐陽介 2025/11/14 杏林堂薬局　西伊場店19232208

上田真也 2025/04/14 国立病院機構　静岡医療センター19131174

上山達矢 2025/08/14 このみ薬局　掛川店19231570

鵜飼　淳 2024/03/14 はやい薬局17229471

氏家智香 2026/03/1419132925

臼井　崇 2024/10/14 静岡済生会総合病院18130272

内田勇人 2025/04/14 杏林堂薬局　清水三保店19231202

内山　伊久江 2021/11/30 ひまわり薬局15226530

漆畑　毅 2025/02/28 共立蒲原総合病院18130996

江島恵子 2022/09/30 マリン薬局16227540

遠藤大介 2026/06/14 富士市立中央病院20133203

大石晃弘 2024/01/31 吉田薬局17229342

大石裕之 2024/10/31 杏林堂薬局　静岡大坪店18230334

大石真弓 2025/02/28 コミュニティーホスピタル　甲賀病院18130975

大木利勝 2025/08/14 平和堂薬局19231598

太田文子 2021/08/14 （有）掛川中央調剤薬局15225818

大塚早苗 2024/06/30 あおば薬局　水道町店18229846

大橋寛子 2024/02/14 杏林堂薬局　高丘東店17229361

大橋靖子 2025/10/14 静岡県立こころの医療センター19131992

大畑　真理奈 2025/06/14 ユーカリ薬局19231401

大庭紀宏 2025/08/31 小島薬局　筒井町店19231657

大森　真紀子 2023/07/14 熱海所記念病院17128458

大森洋明 2023/04/14 杏林堂薬局　南伊場店17228182

岡田　加奈子 2024/05/31 あおい薬局　中央店18229762

岡部真幸 2027/03/14 杏林堂薬局島田稲荷店20233476

小川健太 2024/05/31 ガイド薬局18229735

生越義美 2022/05/31 ウエルシア薬局　静岡田町店16227306

長田正章 2024/10/14 木の下町薬局18230235

小沢卓也 2021/11/30 熱海海の見える病院15126597

落合賢一 2024/02/29 杏林堂薬局　袋井旭町店17229425

小山田　公彦 2026/03/31 アリス薬局　八幡通り店20233066

柿原慎一 2025/02/28 シオン薬局18230966

影山卓矢 2024/10/31 浜松医科大学医学部付属病院18130425

樫山貴尉 2021/08/14 レジオン薬局　杉谷店15225874

勝眞　千恵子 2021/11/1415226382

勝又　智恵子 2024/10/14 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院18130277

勝亦大介 2022/02/28 (株)あおい調剤15226986

加藤文聡 2023/05/14 杏林堂薬局　浜松医療センター前薬局17228317

樺澤恭子 2021/11/14 あおば薬局　東静岡店15226439

上條智彦 2026/03/14 静岡市立静岡病院19132901

神谷京子 2024/10/14 杉浦薬局18230259

加茂正寛 2024/01/14 薬局フォーリア　和合店17229281

輕部暁宏 2024/07/31 浜松センター薬局18229914

河合裕紀 2024/02/29 杏林堂薬局　西貝塚店17229412

河合眞弘 2021/06/30 独立行政法人国立病院機構　静岡てんかん・神経医療セ15125674

川島　歩 2025/07/31 あすか薬局　和合店19231561

川嶋健一 2024/11/30 うさぎ薬局　岡店18230615

河村紳介 2024/07/31 独立行政法人労働者健康安全機構　浜松労災病院18129918

川村朋史 2021/10/31 第一すずき薬局15226297

河村康弘 2025/09/30 杏林堂薬局　藤枝田沼店19231923

岸　秀樹 2027/01/31 あかね薬局20233442

木苗佑介 2024/03/31 静岡県立こころの医療センター18129540

木部愛美 2025/08/14 鈴木薬局19231590

工藤陽子 2025/08/31 あおば薬局　呉服町店19231675

久保田　智也 2024/06/14 杏林堂薬局　静岡千代田店18229794

久保田　倫代 2021/04/14 共立蒲原総合病院15125351

久保寺　真紀 2024/02/14 アリス薬局　　沼津駅北口店17229370

栗原武志 2025/12/14 アケボノ薬局19232415

栗原成典 2025/08/14 おおぞら薬局　萩店19231636

甲賀　エリ子 2024/06/14 トマス薬局　中町店18229800

上妻充恵 2023/05/31 杏林堂薬局　瀬名川店17228332

河野健佑 2028/01/31 さかえ薬局21234196

小島　安紀子 2024/07/31 静岡赤十字病院18129935

後藤貴裕 2023/06/14 すずらん薬局中村店17228395

小長谷　晋吾 2023/04/30 大覚寺薬局17228262

小林　真由美 2023/04/30 あおば薬局　かがやき店17228279

小林知子 2025/08/14 小島薬局　中瀬店19231614

小林正佳 2023/04/30 杏林堂薬局　静岡千代田店17228239

小松和季 2024/12/31 アリス薬局　松長店18230744

齋藤英明 2023/07/31 (株)アサヒ函南薬局17228545

境澤　潤 2024/10/31 市立御前崎総合病院18130331

酒井正人 2022/11/14 岩下薬局　吉田店16227648

酒井麻帆 2025/09/14 日本赤十字社　浜松赤十字病院19131791

坂口　太 2027/05/14 アクア薬局日の出町店21233560

相良祐治 2022/03/14 うさぎ薬局　大室高原店15227086

櫻庭　治 2025/10/31 うさぎ薬局　湯の花店19232138

佐々木　彩乃 2027/02/14 静岡市立静岡病院20133446

佐々木　雄史 2023/12/14 わかくさ薬局　高洲店17229205

佐藤実香 2025/09/14 富士市立中央病院19131763

佐藤裕子 2023/05/31 さつき薬局17228365

佐野昌子 2023/07/14 石川薬局　曲金店17228466

佐野里帆 2026/03/31 ウエルシア薬局浜松医大前店20233013

佐橋　貴美子 2025/01/31 やまうち薬局　相生町店18230861

更谷由夏 2023/02/28 JCHO桜ヶ丘病院16128007

澤田　由紀子 2022/02/14 あい薬局　小池店15226903

塩谷　功 2025/04/30 レモン薬局　ハート店19231254

四方史人 2025/09/30 わかくさ薬局　高洲店19231963

志田友美 2023/06/30 市立湖西病院17128420

柴田晋弥 2027/02/14 独立行政法人国立病院機構　静岡医療センター20133453

白井　憲太郎 2024/11/30 天城薬局18230651

神成拓磨 2024/06/30 すがぬま薬局18229851

進藤　雅弘 2025/07/31 わかくさ薬局　長田店19231498

進藤太郎 2024/02/29 あおば薬局　紺屋町店17229401

杉浦佑樹 2025/06/30 杏林堂薬局　鷲津店19231429

杉本吉春 2025/11/30 市立島田市民病院19132330

鈴木　智香子 2023/05/14 支援センター薬局17228316

鈴木　怜 2023/03/31 杏林堂薬局　浜松医療センター前店17228154

鈴木孝史 2024/06/30 杏林堂薬局　静岡小鹿店18229857

鈴木常義 2024/10/31 アンク薬局18230371

鈴木智彦 2025/07/31 あおい薬局　天王店19231531

鈴木祐之 2025/07/14 アース薬局19231480

鈴木将之 2027/07/31 わかくさ薬局長田店21233679

鈴本　あすか 2026/05/31 カミロ薬局20233173

鈴本康弘 2024/06/30 トマス薬局18229834

須田　智 2024/06/30 一般財団法人恵愛会　聖隷富士病院18129836

諏訪紀衛 2024/02/29 国際医療福祉大学　熱海病院17129404

関口雅之 2023/05/31 （一財）芙蓉協会　聖隷沼津病院17128381

曽根　有希子 2027/01/31 わかくさ薬局　大富店20233436

髙梨圭一 2024/11/30 クラフト薬局　小鹿店18230563

髙橋　春之介 2025/05/14 アークファーマシー19231318

髙橋聡子 2024/09/14 コミュニティーホスピタル甲賀病院18130171

高橋陽一 2024/04/30 上沢薬局18229655

武田　三千代 2024/06/30 小島薬局　新橋店18229841

田所直樹 2024/09/30 高橋調剤薬局18230199

田村和敏 2021/06/30 アリス薬局15225639

寺田恭子 2023/05/14 磐田市立総合病院17128318

寺田俊二 2023/04/30 てらだ薬局三方原店17228253

寺田友美 2025/10/14 あおば薬局東静岡店19232061

渡嘉敷　俊介 2024/10/14 聖隷三方原病院18230289

土佐直子 2025/08/14 独立行政法人労働者健康安全機構　浜松労災病院19131627

飛澤香奈 2022/06/30 富士市立中央病院16127350
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飛嶋佳子 2025/10/14 JCHO三島総合病院19132044

冨田　伸一郎 2024/05/31 今井浜薬局18229771

外山裕也 2024/10/31 てんじん薬局18230454

長澤孝真 2024/06/14 杏林堂薬局　名塚店18229822

長沢陽一 2024/11/14 アリスいわた薬局18230485

長島　美砂紀 2023/03/31 たんぽぽ薬局　静岡日赤前店17228142

中谷靖子 2026/03/14 さつき薬局19232950

中西衣恭 2022/11/30 エンゼル薬局　沼津店16227660

長沼　美代子 2028/02/29 国際医療福祉大学熱海病院21134317

中野　美友希 2025/05/14 アリスすずき薬局19231304

中村　はる江 2023/05/31 あすか薬局　袋井南店17228339

永吉和恵 2024/10/31 わかくさ薬局18230391

名越　美千代 2023/05/31 おひさま薬局17228350

野秋清聖 2023/04/30 アリスいわた薬局17228277

野口雄司 2027/10/31 わかくさ薬局　東静岡店21233889

野村麻乃 2023/04/14 杏林堂薬局　ビーワンプラザ天王店17228226

法月邦博 2026/12/31 杏林堂薬局静岡山崎店20233410

萩倉　翔 2027/10/31 静岡県立総合病院21133893

萩倉健介 2023/04/30 天城薬局17228238

橋本　いづみ 2024/06/14 すずらん薬局　曲金店18229775

八反田　理恵 2025/01/31 ファーマライズ株式会社みなみ薬局18230871

花田　麻莉子 2024/02/29 あらり薬局17229402

林　豊 2028/02/29 焼津市立総合病院21134320

原　志の 2023/01/14 あい薬局　瀬名店16227791

原田翔平 2027/06/30 静岡県立静岡がんセンター21133645

坂野彰則 2021/10/31 このみ薬局　富士店15226353

日吉雅彦 2021/12/14 とくら薬局15226683

平出明功 2024/11/14 このみ薬局　御前崎店18230496

平川　奈津美 2023/11/30 静岡市立　静岡病院17129103

平野公美 2023/04/30 浜松医療センター17128285

平松万葉 2024/04/14 静岡てんかん神経医療センター18129572

福田達也 2028/02/29 さいわい薬局21234313

藤井秀一 2022/02/28 わかくさ薬局　大富店15226944

藤ヶ谷　永子 2016/03/31 マリン薬局09208073

藤谷憲一 2023/11/30 伊豆赤十字病院17129109

藤森将弘 2024/05/31 あおい薬局　宮竹店18229765

藤山裕児 2024/06/14 杏林堂薬局　静岡松富店18229810

藤原進一 2025/09/14 みしま岩田薬局19231780

藤原信季 2022/11/30 ゆりかもめ薬局16227697

古川　健太郎 2023/01/31 ふじやま薬局16227810

星野咲季 2026/07/14 杏林堂薬局上島駅前店20233259

洞口　奈津子 2024/06/30 すずらん薬局　大岩店18229860

堀井一輝 2023/05/31 順天堂大学医学部付属　静岡病院17128379

本多　健太郎 2025/08/14 小島薬局　本店19231601

牧野和也 2023/05/31 一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津病院17128361

牧野貴浩 2024/05/31 新町薬局18229770

増井良幸 2023/04/30 石川薬局　子鹿店17228252

待田浩之 2025/09/14 国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター19131793

松井雅和 2027/07/14 南矢部薬局21233673

松尾　宗一郎 2025/07/14 杏林堂薬局　富士厚原店19231451

松田佑平 2024/02/14 富士市立中央病院17129367

松永伸子 2024/03/14 藤枝市立総合病院17129481

松永達明 2021/11/30 アリス薬局　大手町店15226543

丸山修治 2022/01/14 浜松医科大学医学部附属病院15126781

三浦直晃 2023/08/31 メイプル薬局　志下店17228665

溝口亨昂 2025/07/14 あるぷす薬局　上島本店19231461

三堂雅江 2024/12/31 サンエイ薬局　青島店18230793

見野靖晃 2024/01/31 浜松医科大学医学部付属病院17129311

向嶌真吾 2021/08/31 静波薬局15226029

村上　菜々美 2027/12/14 上沢薬局21234033

村松佑哉 2025/04/30 国際医療福祉大学　熱海病院19131248

村松義文 2028/02/29 六合ひがし薬局21234346

室伏由紀 2024/07/31 しろくま薬局　楠店18229951

望月信孝 2024/06/30 医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院18129849

望月英明 2025/12/31 地方独立行政法人静岡市立静岡病院19132514

望月保子 2028/02/29 富士市立中央病院21134336

望月裕子 2027/01/31 庵原薬局20233432

本杉麻美 2023/12/31 榛原総合病院17129255

森　文音 2027/06/30 アイセイ薬局　清水巴店21233657

森　善昭 2027/11/30 薬局アザレア大平台店21233981

森下和美 2023/04/30 沼津市立病院17128283

森田祐基 2025/08/31 すずかけセントラル病院19131696

門名明孝 2023/05/31 あすか薬局　磐田南店17228338

八木俊輔 2025/07/31 杏林堂薬局　静岡鷹匠店19231536

八木達也 2023/06/30 浜松医科大学医学部付属病院17128432

山口紘生 2026/07/14 静岡市立清水病院20133263

山下拓也 2023/03/31 クオール薬局　横割店17228134

山田尚広 2025/09/14 浜松医科大学医学部附属病院19131768

山梨真志 2026/05/31 ひばり城北薬局20233162

山本　佳代子 2024/10/31 石川薬局　沓谷店18230450

山本　知佐子 2023/06/14 いちご薬局17228398

山本徳正 2021/06/30 ゆう薬局15225668

山本泰寛 2021/04/30 アイン薬局　静岡店15225454

湯川卓哉 2026/06/30 あおい薬局初生店20233249

横山正人 2025/09/30 静岡済生会総合病院19131940

吉田昂志 2021/08/31 メイプル薬局　添地店15225998

渡辺浩平 2025/09/30 (有)アマング　上山梨薬局19231824

渡辺俊輔 2023/04/30 共立蒲原総合病院17128263

渡邉慎也 2024/02/14 住吉グリーン薬局17229369

渡邉朋美 2021/10/14 みなみ薬局15226189

渡邉啓子 2024/10/31 わかくさ薬局　大富店18230369

渡邊裕貴 2025/07/31 杏林堂薬局　静岡千代田店19231509

渡邊理香 2024/10/31 杏林堂薬局　静岡千代田店18230318

渡部紘三 2027/07/31 焼津市立総合病院21133677
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青木　いくみ 2025/02/14 あお調剤薬局18230892

青木麻希 2027/09/30 サンハート薬局 日比野店21233817

浅井治行 2022/04/14 浅井薬局　津島店16227174

朝岡　みなみ 2027/11/14 名古屋市立大学病院21133938

浅岡拓志 2022/05/14 大真会　大隅病院16127293

淺田孝哉 2024/01/31 たんぽぽ薬局　小牧店17229320

浅野貴生 2024/12/14 ちよだ調剤薬局18230676

安積　ルリ子 2026/02/28 イナバ薬局　日下部店19232821

天野哲史 2024/01/31 碧南市民病院17129304

網谷慶介 2021/11/14 医療法人寿康会　大府病院15126476

荒川悠樹 2025/10/31 藤田医科大学病院19132118

有岡聖悟 2024/11/30 ココカラファイン薬局　渥美病院前店18230575

粟田浩文 2028/01/14 安城更正病院21134166

安藤　希 2023/01/31 ハロー薬局　如意店16227834

安藤彰規 2026/02/14 ハートフル調剤薬局19232763

安藤達也 2028/02/14 さくら薬局21234219

安藤俊幸 2025/10/14 あさひが丘薬局勝川店19232079

安藤隼人 2024/11/30 天王調剤薬局18230579

安藤洋介 2027/11/30 藤田医科大学　岡崎医療センター21133973

飯田昭宏 2027/02/28 JA愛知厚生連　海南病院20133465

飯田健登 2024/10/31 ちよだ調剤薬局18230429

五十嵐　俊貢 2022/06/30 やなべ薬局16227357

池岡正康 2023/10/31 スギ薬局　碧南城山店17228972

池口智也 2025/02/28 たんぽぽ薬局　東片端店18230978

池田優衣 2028/02/14 名古屋徳州会総合病院21134263

石川惣一 2026/03/14 名古屋第一赤十字病院19132923

石川初枝 2025/07/31 いとう薬局　吉良店19231506

石坂真理 2023/09/14 名古屋逓信病院17128749

石田幸大 2024/08/31 ハロー薬局　蒲郡店18230100

石原祥子 2025/04/14 JA愛知厚生連　海南病院19131181

石原尚典 2025/03/31 みなみ調剤薬局19231101

石山秀明 2022/02/14 スギ薬局　野立橋店15226857

磯貝伸雄 2023/07/14 ナツメ薬局　堀田店17228472

市江敏和 2024/07/31 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院18129971

市岡　みづき 2026/06/14 ココカラファイン薬局　港東海通店20233222

市川就麻 2023/12/14 （株）ファーマシー三蔵17229167

市川法嗣 2021/07/14 新城市民病院15125728

伊藤　あい子 2023/07/31 豊川市民病院17128492

伊藤　慎 2023/01/31 さんあい薬局　稲沢店16227816

伊藤　武 2024/07/31 ふじ薬局18230008

伊藤麻美 2025/12/14 ユタカ薬局19232437

伊藤一郎 2022/12/31 スマイル薬局　ふそう店16227755

伊藤定信 2024/07/31 独立行政法人国立病院機構　豊橋医療センター18129997

伊藤隼平 2026/06/14 サエラ薬局砂田橋店20233204

伊藤孝子 2025/10/14 オリーブ薬局岡崎店19232003

伊藤乃里 2027/11/30 だいだい薬局21233949

伊藤昌智 2025/08/14 いとう薬局　東海店19231620

伊藤賢優 2023/03/31 ユタカ薬局　佐屋17228125

伊藤瑞樹 2026/10/31 いとう薬局吉良店20233344

伊藤雄紀 2025/10/31 公立陶生病院19132161

伊藤裕子 2025/01/14 愛知県がんセンター中央病院18130830

伊藤陽子 2024/04/30 アクア調剤薬局　上飯田店18229601

伊藤理恵 2023/06/30 いとう薬局　つつじが丘店17228440

稲葉久子 2026/06/14 いとう薬局東海店20233215

稲本　麻里奈 2023/09/30 クオール薬局　大同店17228771

犬塚季呂 2023/01/31 ジップファーマシー白沢港明調剤薬局16227804

井上純一 2024/12/31 いとう薬局　東海店18230764

井上博登 2024/08/14 アリーナ薬局　守山店18230083

今井邦行 2025/01/31 愛知県厚生農業組合連合会　光南厚生病院18130848

今泉　真幸子 2026/04/14 名古屋市立東部医療センター20133086

今井裕加 2022/12/31 グリーン森薬局16227751

今村明子 2023/06/30 いずみ薬局　北名古屋店17228424

岩田　聡 2024/01/31 社会医療法人宏潤会　大同病院17129335

岩田純子 2028/02/14 医療法人大医会　日進おりど病院21134215

岩田宏人 2024/08/31 いの森・のなみ調剤センター薬局18230119

岩屋善彦 2022/02/28 たかばり北調剤薬局15226937

上野慶悟 2025/09/30 乙川調剤薬局19231904

植原史裕 2023/11/14 名古屋市立東部医療センター17129022

鵜飼　佑 2027/05/14 阪神調剤薬局　名古屋逓信前店21233545

宇佐美　健一 2021/11/30 くるみ調剤薬局　とこなめ店15226587

牛﨑真人 2022/03/14 春岡調剤薬局15227082

臼井　みゆき 2028/01/31 スギヤマ調剤薬局　西志賀店21234179

内田将吾 2022/11/30 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院16127684

内田有美 2023/04/14 スギ薬局　メグリア朝日店17228212

内山総志 2028/02/14 さんあい薬局　稲沢店21234253

宇野　真太朗 2025/11/30 アイセイ薬局　東海第2支店19232348

宇野雅俊 2025/02/14 星の子調剤薬局　百石店18230915

江口　聡 2021/12/14 フロンティア薬局　桜台店15226646

江尻将之 2022/11/14 愛知医科大学病院16127645

遠藤　沙耶香 2024/07/31 ハロー薬局　今伊勢店18229912

遠藤嵩久 2026/03/31 いずみ薬局上飯田南店20232986

遠藤元彦 2023/02/28 調剤薬局アモス　伊賀店16228014

遠藤文人 2025/02/28 ユニファーマシー　こうのみ薬局18230977

大上貴子 2025/10/14 豊川市民病院19132000

大川昌宏 2027/08/14 豊橋市民病院21133706

大久保　健吾 2024/02/14 キトー薬局　山池店17229383

大久保　奈美 2027/11/30 名古屋市立緑市民病院21133948

大澤知弘 2025/09/30 けんこう薬局鳴子店19231901

太田達也 2022/12/31 社会医療法人宏潤会　大同病院16127765

太田利夫 2024/07/31 こはく薬局18229970

大谷　寧次郎 2023/07/31 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院17128542

大塚　幸 2022/02/28 南生協病院15127002

大塚俊行 2021/08/14 （有）オーツカ薬局15225811

大野貴也 2025/09/30 ブライト調剤薬局三崎店19231953

大野弘法 2025/12/14 あんず薬局　知立店19232463

大野芽生 2025/01/31 ケア調剤薬局　旭店18230888

大橋章雄 2023/02/14 エム・エヌ調剤薬局　春田駅前店16227944

大橋一輝 2026/05/31 名古屋市立大学病院20133177

大橋弘治 2023/11/14 大島薬局17229013

大平勇二 2028/02/14 JA愛知厚生連　知多厚生病院21134208

大宮愛弓 2024/11/14 めいてつ調剤薬局　本店18230556

大家直人 2024/08/31 ハーズ一色調剤薬局18230095

岡田　祐美子 2028/02/14 調剤薬局アモス竜美丘店21234269

岡田晃一 2025/10/14 スギヤマ調剤薬局　サンクレア池下店19232007

岡田貴志 2025/08/14 蒲郡市民病院19131607

岡部静子 2025/02/14 名古屋掖済会病院18130936

岡本嘉弘 2026/02/28 サカエ調剤薬局19232880

奥田百彦 2024/11/14 エンゼル薬局　さんごう店18230547

奥山　はるか 2025/10/14 ヒバリ調剤薬局　中の池店19231999

長田千惠 2022/11/14 おおぞら調剤薬局　碧南店16227632

小柳津　瞳 2022/09/14 豊川市民病院16127490

海田　裕太郎 2025/07/31 青空薬局　丸渕店19231493

掛谷雅之 2026/01/14 沖勘六薬局19232589

片岡智美 2025/10/14 名古屋大学医学部附属病院19131983

片岡麻維 2025/09/30 国家公務員共済組合連合会　名城病院19131818

片桐　純 2022/04/14 総合病院　南生協病院16127197

片山広美 2026/02/28 碧南市民病院19132850

勝　弘毅 2028/02/29 名古屋医療センター21134343

加藤　修 2024/08/14 岡崎市民病院18130034

加藤　みづほ 2023/09/14 みどり薬局17228741

加藤滋宏 2025/06/14 公立西知多総合病院19131402

加藤慎一 2023/11/30 クオール薬局　一里山店17229150

加藤信吾 2027/02/28 ハーブ薬局20233467

加藤多恵 2022/09/14 国家公務員共済組合連合会　名城病院16127486

加藤種子 2025/02/28 はなもも薬局18230971

加藤知里 2023/01/31 宏潤会　大同病院16127853

加藤瑛一 2024/01/14 国立病院機構名古屋医療センター17129270

加藤大隆 2024/08/14 アリーナ薬局　四軒家店18230065

加藤裕隆 2022/09/14 JA愛知厚生連　渥美病院16127511

加藤公康 2022/01/31 ケア調剤薬局旭店15226827

加藤まゆ 2027/09/30 JA愛知厚生連 海南病院21133806

加藤芽衣 2026/01/14 みなと医療生活協同組合　協立総合病院19132581

加藤恵未 2024/08/14 常滑市民病院18130066

加藤玲美 2025/01/31 よこがわ調剤薬局18230855

金沢英志 2026/02/14 青空薬局一色店19232761

金丸容子 2022/04/30 スギ薬局　榎戸店16227241

蒲　伴彦 2026/03/31 豊橋市民病院20132959

上吹越　夕輝 2025/05/31 名古屋セントラル病院19131380

神谷　巧 2025/02/28 なごみ調剤薬局18230969

神谷法子 2021/12/14 こぐま薬局　緒川店15226639

神谷有紀 2023/07/14 知多厚生病院17228478

鴨井　かおり 2025/09/30 日本調剤三条薬局19231966

川井悦嗣 2023/08/14 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院17128570

川上伸子 2023/10/31 さくら総合病院17128956

川喜田　健 2025/07/31 K調剤薬局19231495

川崎真緒 2026/06/30 マルミ薬局大曽根店20233240

川嶋千佳 2024/03/31 名古屋第一赤十字病院18129541

川瀬寛貴 2027/05/31 のぞみ調剤薬局21233569

河瀨洋平 2026/04/14 名古屋第一赤十字病院20133115

川村勝美 2021/12/14 和漢堂薬局15226617
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河村隆登 2025/10/14 公立陶生病院19132030

河村伸彦 2024/03/14 イナバ薬局　日下部店17229484

河村友哉 2023/02/14 ちくさ調剤薬局16227896

神田竜宏 2023/07/31 このみ薬局17228540

菊田裕介 2026/01/31 白沢調剤薬局大和店19232714

菊池竜太 2024/11/14 ココカラファイン薬局　八事日赤前店18230553

岸淵貴人 2026/06/14 キョーワ薬局上豊田店20233211

北　晋次 2023/07/31 調剤薬局amanoJRゲートタワー店17228514

北川創太 2023/04/14 ケア調剤薬局　瀬戸北店17228185

喜多真理 2023/06/14 名古屋市薬剤師会会営薬局　市薬調剤センター17228414

鬼頭利宏 2022/01/14 浅井薬局　中村店15226766

木下郁子 2027/12/14 七福神薬局21234093

木全義明 2023/08/31 コスモス調剤薬局　小牧駅北店17228657

木村純子 2026/02/28 名古屋第二赤十字病院19132890

木村拓也 2024/12/31 千秋病院18130751

木村理恵 2024/10/31 名古屋市立大学病院18130390

櫛田真由 2027/12/14 スギヤマ調剤薬局　高見店21234052

久野敏彦 2027/05/31 乙川調剤薬局21233563

熊谷　瞬 2023/08/31 長湫薬局17228646

久米　ちか子 2025/09/30 ピーエム調剤薬局19231920

倉地晃良 2025/10/14 くるみ調剤薬局　とよた東山店19231969

栗下　昇 2023/03/14 V・drug　浄水店16228035

栗栖　江美香 2025/06/30 オリーブ薬局名古屋西店19231426

栗本貴光 2025/09/30 ノガキ薬局19231955

久留宮　久絵 2028/02/14 中日調剤薬局　熱田店21234234

黒田美幸 2024/02/14 総合上飯田第一病院17129355

小池　真智子 2024/01/31 並木病院17129316

小池亮太 2023/10/31 エンゼル薬局　豊明店17228973

小出賢吾 2025/08/14 アリーナ薬局　瀬戸店19231615

小暮良徳 2026/10/14 阪神調剤薬局尾頭橋店20233321

小島　あゆみ 2023/11/14 国立病院機構　東名古屋病院17129032

牛腸沙織 2024/01/31 名古屋掖済会病院17129327

後藤向洋 2023/09/14 アリーナ薬局　東大道店17228736

後藤伸一 2025/07/31 こはく調剤薬局19231511

古野　麻由美 2026/10/14 こはく調剤薬局20233322

小林　真由美 2026/01/31 ませ調剤薬局　金山店19232699

小林裕侑 2026/01/31 ローソンクオール薬局舞鶴駅西店19232676

小林正幸 2025/12/31 社会医療法人財団新和会八千代病院19132543

小林依子 2022/08/31 浅井薬局　申塚店16227466

小弁野　剣太 2026/07/31 イオン薬局守山店20233267

小室佑太 2028/01/31 ファーコス薬局ひしの21234202

小森　由加里 2021/10/31 はなの木調剤薬局15226373

近藤　桂津英 2026/02/14 スギヤマ調剤薬局島田店19232777

近藤　香菜子 2027/11/14 アリーナ薬局21233942

近藤　麻千子 2024/04/14 鶴舞薬局18229590

近藤晃史 2025/09/30 名古屋セントラル病院19131921

近藤洋一 2022/05/14 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院16127285

金野　亜斗武 2023/02/28 きのはな調剤薬局　緑店16228023

齋藤真慈 2022/10/31 (有)カワイ薬局16227617

榊原明美 2026/02/28 ドラッグストアえむわん薬局19232868

榊原香江 2023/03/31 たんぽぽ薬局　蒲郡店17228119

榊原智広 2023/04/14 合資会社　葵ニコニコ薬局17228187

榊原雄貴 2026/06/30 プラスアルファ薬局20233233

佐久嶋　順一郎 2024/01/31 （株）ヒュギエイア　ねむのき薬局17229291

桜井陽平 2025/01/31 トヨタ記念病院18130864

迫田　恵理子 2022/12/14 スマイル薬局　ごうなか店16227708

笹尾武史 2024/02/29 西尾市民病院17129420

佐々木　宏徳 2023/08/31 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院17128643

佐々木　由佳 2027/03/31 協立総合病院21133496

佐竹純衣 2022/09/14 ココカラファイン薬局　新桜町店16227485

佐藤　慎一郎 2027/10/14 コスモス調剤薬局豊山店21233833

佐藤　玲尉子 2025/09/30 スギ薬局　油屋店19231819

佐藤純一 2025/07/31 あおぞら調剤薬局19231562

佐藤大輔 2024/06/30 名古屋第二赤十字病院18129837

佐藤友恵 2023/02/14 金山すみれ薬局16227890

佐藤広幸 2024/06/30 名古屋市薬剤師会会営薬局　市薬調剤センター18229830

澤田佳克 2023/02/28 杏嶺会　一宮西病院16127997

澤村正人 2027/12/14 アイセイ薬局日進赤池店21234065

澤柳直樹 2025/11/30 JA愛知厚生連　渥美病院19132381

山洞直樹 2024/06/30 浅井薬局　橘店18229864

塩﨑沙耶 2023/11/14 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院17129020

志賀千秋 2027/01/31 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院20133439

柴田　久美子 2024/04/30 小牧市民病院18129639

柴田賢三 2024/01/31 センター調剤薬局　豊田厚生病院前店17229307

柴田政利 2026/03/31 イオン薬局守山店20233002

首代　みどり 2023/02/28 名古屋市立東部医療センター16128001

白石洋輔 2023/05/14 はるひ呼吸器病院17128309

白山大祐 2025/07/31 有脇調剤薬局19231515

新海大智 2027/12/14 安城更生病院21134053

末吉真樹 2026/02/14 JA愛知厚生連　知多厚生病院19132778

菅野創平 2021/08/14 有限会社大井薬局　イナリ店15225797

菅野雄太 2025/05/31 名古屋セントラル病院19131381

菅原　さやか 2022/11/14 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院16127643

杉浦　章一郎 2024/01/31 ひまわり薬局17229339

杉浦栄一 2021/09/14 幸生堂調剤薬局　松栄町店15226078

杉浦里恵 2023/09/14 社会医療法人財団新和会　八千代病院17128747

杉本　絵里香 2024/07/14 ファーコス薬局　知立南18229904

杦本亮介 2024/10/14 ブルーベリー薬局18230241

杉山　みづほ 2024/09/14 社会医療法人明陽会　成田記念病院18130174

杉山純子 2023/11/30 アイン薬局　豊橋東店17229108

杉山洋介 2023/10/31 名古屋市立大学病院17128968

杉山龍治 2025/04/30 名古屋市立東部医療センター19131278

鈴木　加奈子 2026/04/14 平岡薬局小牧店20233089

鈴木　めぐみ 2023/02/28 碧南市民病院16127977

鈴木大吾 2025/12/14 春日井市民病院19132478

鈴木大介 2024/02/14 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院17129392

鈴木照美 2025/11/30 ユタカ薬局　押切19232374

鈴木利規 2025/03/14 豊橋市民病院18131047

鈴木秀明 2024/05/14 刈谷豊田総合病院18129685

鈴木裕之 2025/03/31 碧南市民病院19131104

鈴木亮平 2025/09/30 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院19131917

鈴木礼奈 2023/11/14 スギヤマ調剤薬局　高見店17229028

住吉優一 2026/01/14 キョーワ薬局　江南北店19232610

千田修弘 2024/09/30 向山調剤薬局18230204

曽根　裕美子 2024/04/14 愛知県がんセンター18129564

染原　渉 2024/02/14 一宮市立　市民病院17129389

染谷祐一 2024/03/31 クローバー調剤薬局18229534

田内一輝 2021/08/14 アモール薬局15225804

髙木　翔 2022/10/31 くすのき薬局　野口16227623

髙嶋　規公代 2027/11/30 あま市民病院21133960

高橋　由加利 2027/12/31 春日井市民病院21134106

髙橋和也 2025/02/14 たんぽぽ薬局　桃山店18230904

髙橋弘泰 2024/08/14 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院18130077

髙橋泰統 2023/06/14 中日新聞社健康保険組合　中日病院17128409

髙橋勇介 2025/07/31 スギヤマ調剤薬局　今池店19231499

髙松真衣 2024/08/14 JA愛知厚生連　知多厚生病院18130037

瀧本あや 2027/12/14 ミント調剤薬局21234086

竹中典子 2022/02/14 いとう薬局　日長店15226909

竹平　憲 2022/06/14 中日薬局　スカイル店16227334

武光里奈 2028/02/14 ひこばえ薬局21234268

田中　曜 2023/10/31 オリーブ薬局　竹の山店17228991

田中幸予 2028/02/14 泰玄会病院21134217

田中崇士 2023/02/14 ゆう調剤薬局　柏森店16227953

田中得眞 2025/12/14 たんぽぽ薬局　守山いつき病院前店19232411

田中伸明 2025/02/28 春日井市民病院18131025

田中久恵 2024/04/14 陽明調剤薬局18229570

田中裕彰 2022/11/30 総合犬山中央病院16127676

田中佳子 2023/03/14 フェイス調剤薬局16228084

谷川　洋 2026/06/30 とみ山薬局20233251

谷口　遼 2023/01/31 スギ薬局　木場店16227819

谷口美香 2027/11/14 アイン薬局　小牧店21233932

町支優和 2023/08/14 豊橋市民病院17128605

塚田竜将 2024/06/14 コスモス調剤薬局　大森店18229782

塚本　健 2025/11/14 つかもと薬局19232274

津川　透 2024/12/14 藤田医科大学病院18130684

辻　慎也 2024/05/31 たんぽぽ薬局　大同店18229712

土本大輔 2026/03/31 小牧市民病院20132969

筒井裕子 2026/01/31 チューリップ薬局平針店19232701

恒川朋子 2022/11/14 名鉄病院16127625

角岡こころ 2026/03/31 総合病院南生協病院20133078

手島寛之 2028/02/29 いとう薬局吉良店21234333

手塚進也 2028/01/31 調剤薬局amano桃花台店21234187

照井克枝 2026/12/14 ピーエム調剤薬局20233390

土井綾子 2024/01/31 国家公務員共済組合連合会　名城病院17129334

東方　都 2022/06/14 あいち小児保健医療総合センター16127335

戸上博昭 2025/05/31 国立長寿医療研究センター19131343

渡久川　敦子 2025/12/31 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院19132550

徳田典代 2025/04/14 サエラ薬局　勝川駅前店19231211

戸田　弘 2025/10/14 エムハート薬局清洲店19232011

戸田州俊 2023/11/30 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院17129113
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外海友規 2025/08/14 名古屋市立大学病院19131583

富井　二美代 2024/04/14 稲沢市民病院18129578

外山昌伸 2024/02/29 常滑市民病院17129435

永井孝正 2026/10/14 JA愛知厚生連　江南厚生病院20133323

中尾　慎太郎 2027/11/30 独立行政法人労働者健康安全機構　旭労災病院21133950

中尾圭介 2023/02/14 JA愛知厚生連　豊田厚生病院16127941

中尾理香 2026/02/28 はるか薬局栄生19232869

中神邦厳 2021/09/30 アイセイ薬局　国府店15226151

長澤由恵 2026/03/31 蒲郡市民病院20132971

長芝計代 2025/03/31 愛知医科大学病院19131126

中島　有佳子 2021/08/31 名古屋市立西部医療センター15126018

永田　治 2028/02/29 JA愛知厚生連　知多厚生病院21134316

中西博也 2023/06/30 ケア調剤薬局　旭店17228442

中村　宗一郎 2023/10/14 名古屋市立大学病院17128842

中村俊介 2027/12/14 おおてまち調剤薬局21234090

中村曜子 2024/02/29 独立行政法人国立病院機構　豊橋医療センター17129431

中山直美 2022/01/31 ライフ薬局15226821

成嶋信大 2022/01/31 エムハート薬局　いだ店15226839

新美政樹 2026/02/28 社会医療法人宏潤会大同病院19132881

仁枝由衣 2027/08/14 いずみ薬局おだかの店21233707

西垣賢志 2027/03/31 ゆうゆう薬局21233491

西川志津 2021/04/14 キョーワ薬局　港店15225376

西出景子 2027/11/30 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター21133975

西原裕貴 2023/02/28 しずか薬局16228015

西村　美馨子 2026/05/31 社会医療法人大雄会20133147

西村和優 2027/11/30 ココカラファイン薬局田原赤石店21234018

丹羽真子 2023/08/31 フロンティア薬局　名城店17228625

根津萌子 2028/02/14 JA愛知厚生連　江南厚生病院21134270

野口裕記 2023/11/30 青空薬局　一色店17229101

野﨑達也 2027/12/14 半田市立半田病院21134071

野路里枝 2022/04/14 中部薬品　三好中央薬局16227201

野中梨恵 2023/09/14 成田記念病院17128705

野原睦人 2022/11/30 クルーズ薬局　尾張旭店16227659

野間健郎 2027/05/31 コスモス調剤薬局 大曽根北店21233564

野村祐司 2026/01/31 名古屋第一赤十字病院19132685

橋本　斎 2022/02/28 クオール薬局　豊橋東店15226938

長谷川　彩 2024/12/14 キョーワ薬局　日進店18230657

長谷川　和彦 2024/08/14 コスモス調剤薬局　富士店18230071

秦　毅司 2023/04/14 国家公務員共済組合連合会　東海病院17128174

畑下里早 2027/11/30 オリーブ薬局　おけはざま店21233956

波多野　絢子 2024/08/14 医療法人清須呼吸器疾患研究会　はるひ呼吸器病院18130032

服部香折 2023/01/31 サンハート薬局　日比野店16227838

馬場　英里香 2025/01/31 鶴舞薬局18230851

濱　彩子 2025/05/14 アクア調剤薬局19231296

濵田真紀 2023/07/31 のぞみ調剤薬局17228530

早川茂樹 2022/04/30 つつじ調剤薬局16227230

早川裕二 2026/01/31 国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター19132690

林　紋加 2023/10/31 中日調剤薬局　熱田店17228971

林　夏妃 2026/07/14 のぞみ薬局20233254

林　真三子 2023/04/30 社会福祉法人聖霊会　聖霊病院17128273

林　佑香 2027/05/14 調剤薬局amano名古屋医療センター前店21233557

原　翔子 2021/06/30 サエラ薬局　勝川駅前店15225684

伴　麻美子 2024/06/14 ルピナス調剤薬局18229802

坂野博紀 2024/03/14 豊橋市民病院17129473

伴野康仁 2023/09/14 青空薬局　一色店17228711

久田宜範 2027/11/30 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター21133996

尾納　明里紗 2027/03/14 国立病院機構　豊橋医療センター20133475

日比野　晃代 2022/04/30 津島市民病院16127254

平井俊充 2022/03/14 いずみ薬局　安井店15227084

平井広行 2023/08/31 スマイル薬局　いわつか店17228688

平岩　あずさ 2027/04/14 JA愛知厚生連　足助病院21133501

平岡照章 2026/04/14 しらかべ薬局20233119

平尾尚子 2023/08/14 中日調剤薬局　豊明おおね店17228569

平阪晃子 2024/08/31 アクア調剤薬局　上飯田店18230122

平田　悟 2025/09/30 アリーナ薬局ひまわり店19231909

平野恵子 2024/07/31 NTT西日本　東海病院18129999

平野茂樹 2024/04/14 小牧市民病院18129560

平野利枝 2026/01/14 天池ホーム薬局19232626

平松万宜 2025/02/28 いなざわ調剤薬局18230958

平松知樹 2026/12/14 フェイス調剤薬局20233384

平本景子 2025/03/14 アクア調剤薬局 上飯田店18231040

広兼綾乃 2027/11/14 金山すみれ薬局21233941

廣瀬英明 2022/09/14 らいおん薬局16227489

藤高由貴 2024/03/14 かりん薬局　氷室調剤センター17229442

藤戸公人 2026/04/14 快生薬局20233109

藤野悠蔵 2028/02/14 総合犬山中央病院21134279

藤本　真規子 2027/11/30 名鉄病院21133944

舟橋智美 2023/03/14 愛知医科大学病院16128032

舟橋智香 2026/02/28 たんぽぽ薬局知立店19232862

古川大樹 2026/03/31 津島市民病院20132984

細江慎吾 2024/03/31 国立病院機構　豊橋医療センター18129543

細野拓也 2024/10/31 スギ薬局　みなと七番町店18230307

堀　公子 2023/04/30 鶴舞薬局17228294

堀之内　啓一郎 2024/08/14 たんぽぽ薬局八事日赤前店18230048

堀塲　亜佐子 2024/06/30 オリーブ薬局　浅田店18229835

本多佑香 2023/08/14 沖勘六薬局　城西17228578

前田章光 2022/04/14 愛知県がんセンター　中央病院16127158

前田憲吾 2023/02/14 くるみ調剤薬局　名古屋駅クリスタル店16227913

前原慶祐 2027/01/31 長湫薬局20233437

牧　麻理子 2024/07/14 名古屋市薬剤師会会営薬局　市薬調剤センター18229903

牧原明秀 2027/08/14 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院21133697

増田　明由美 2023/06/30 スギ薬局　みなと七番町店17228423

増田哲也 2024/04/14 ミドリ薬局　一社店18229566

松井圭太 2022/02/14 イオン薬局　ナゴヤドーム前店15226896

松岡　あゆみ 2027/05/14 名古屋徳洲会総合病院21133551

松岡秀典 2021/08/14 スズラン薬局15225885

松﨑暁子 2024/08/14 みずほ調剤センター薬局18230051

松平　美沙紀 2027/04/30 調剤薬局amanoコスモ栄ビル店21233532

松平厚蔵 2028/01/31 スギヤマ薬局　香久山店21234191

松本　優 2027/02/14 いずみ薬局おだかの店20233448

的野　勉 2024/11/30 ぽぷり薬局　しけんや店18230599

真野裕一 2027/12/14 いるか薬局　愛西店21234067

万塩倫子 2027/09/30 中部労災病院21133797

万塩裕之 2024/04/30 愛知県厚生農業協同組合連合会　安城厚生病院18129622

三木陽介 2026/02/28 中日調剤薬局　八事日赤前店19232891

水谷公泰 2025/09/30 一宮西病院19131913

水谷優介 2025/09/30 弘法薬局19231898

水野　舞 2023/08/14 名古屋市薬剤師会会営薬局　市薬調剤センター17228565

水野　真理子 2026/02/14 小牧調剤センター薬局19232738

水野恵介 2024/07/31 わかば調剤薬局18230010

水野宏基 2025/02/14 神尾薬局18230898

水野雅義 2023/11/14 名古屋市立　緑市民病院17129011

三星勇輝 2024/10/31 クオール薬局　自由ヶ丘店18230361

宮崎典子 2021/08/14 名古屋大学医学部附属病院15125904

宮下郁雄 2023/02/14 社会医療法人宏潤会　大同病院16127912

宮田江美 2023/01/14 ハーモニー岩倉調剤薬局16227793

宮田真希 2026/05/31 国家公務員共済組合連合会　名城病院20133192

宮部眞士 2023/07/14 スズキ調剤薬局17228455

宮村美崇 2027/11/30 みつばち薬局21234010

三輪　奈津貴 2025/02/14 名古屋第二赤十字病院18130921

向　隆行 2022/04/30 名鉄病院16127271

村上拓馬 2024/12/14 くるみ調剤薬局　とよた東店18230696

村木浩一 2028/01/14 カシクヤ薬局住吉町店21234146

村瀬　健太郎 2024/06/14 ハーブ調剤薬局　春日井店18229821

村瀬貴子 2026/03/31 津島市民病院20133049

村瀬卓也 2021/10/14 スカイ調剤薬局　香南店15226181

村松愛子 2028/02/14 竹内薬局　笠寺店21234233

室谷弘那 2022/09/14 アクア調剤薬局16227483

毛受琢登 2027/02/14 ときわ調剤薬局20233455

樅山　智 2026/01/31 イオン薬局豊川店19232687

森　章典 2024/11/30 豊橋市民病院18130609

森　清典 2023/04/14 セイムス東海名和薬局17228222

森　利彦 2023/02/14 コーヨー調剤薬局　扶桑店16227945

森　晴美 2021/07/14 貴船薬局　東郷店15225726

森　尚毅 2026/03/31 トーカイ薬局中村店20233008

森　弘考 2026/01/31 キョーワ薬局緑ヶ丘店19232700

森　吉寛 2027/02/28 豊川市民病院20133458

森山　誠 2021/06/14 国立病院機構　豊橋医療センター15125606

門田達也 2026/03/14 いぬやま南調剤薬局19232929

八木伸彦 2022/01/31 わかば薬局　内田橋店15226853

安井　真一郎 2025/02/14 リエゾン調剤薬局18230944

柳田　まり子 2022/01/31 ひまわり調剤薬局15226825

山川　潤 2023/08/14 キョーワ薬局　かみの店17228567

山口敦史 2022/12/31 はず薬局16227772

山口布沙 2024/11/30 国立病院機構　東名古屋病院18130610

山口美穂 2023/06/30 トヨタ記念病院17128443

山﨑孝雄 2024/07/31 いとう薬局　吉良店18229972

山崎孝佳 2028/01/14 豊川市民病院21134162

山下裕己 2026/06/14 アリーナ薬局　尾張瀬戸店20233225

山田　千賀子 2024/01/31 名古屋大学医学部付属病院17129340
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山田達也 2026/04/14 名古屋第一赤十字病院20133101

山田敏也 2021/06/30 藤田保健衛生大学　坂文種報徳會病院15125646

山田直也 2023/11/14 センター調剤薬局　豊田厚生病院前店17229025

山田英夫 2022/02/28 薬局サンリバー　瀬戸店15227020

山中　友紀子 2025/04/30 常滑市民病院19131269

山内貴子 2027/02/28 国立病院機構名古屋医療センター20133460

山本　東 2023/08/14 スギヤマ調剤薬局　中村日赤前店17228608

山本　真佐子 2025/07/31 調剤薬局アマノ　栄本町通店19231530

山本　美知留 2021/08/31 さいころ薬局15225931

山本恭平 2025/10/14 JA愛知厚生連　安城更生病院19131993

山本恵子 2025/09/30 あい調剤薬局　今川店19231858

山本清司 2022/05/31 名古屋市立大学病院16127309

山本敬洋 2025/09/30 アモール薬局19231948

山本将司 2024/02/14 小牧市民病院17129393

山本育大 2022/03/31 ほの国薬局16227124

山本侑佳 2028/01/31 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院21134193

山脇健司 2025/09/30 シーズ調剤薬局二川店19231929

湯畑　麻沙美 2024/11/14 ハロー薬局　北里店18230546

横井　隆 2022/11/14 公立西知多総合病院16127636

横井友哉 2027/05/14 ライフ薬局21233547

横江孝子 2024/07/31 ココカラファイン薬局　草間店18229943

横田康男 2024/09/14 あおば薬局　一番町店18230180

横地浩次 2023/08/31 Vdrug　春日井朝宮薬局17228642

横山　倫太郎 2025/03/31 ケア調剤薬局　徳重店19231115

吉兼寿子 2022/12/14 市薬調剤センター16227724

吉川一規 2023/08/14 名古屋市立大学病院17128591

吉川典秀 2025/03/14 たんぽぽ薬局　鹿田店18231092

吉田奈菜 2023/01/31 平安薬局16227812

吉田弘樹 2021/09/14 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院15126077

吉村昌紘 2027/03/14 名古屋セントラル病院20133468

米島　正 2023/11/14 国立病院機構　名古屋医療センター17129016

渡邉　久美子 2023/08/14 愛知県厚生農業協同組合連合会　江南厚生病院17128589

渡邉慶剛 2028/02/29 豊臣調剤薬局21234310

和知野　千春 2027/01/31 名古屋市立大学病院20133433



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） 三重県

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）

相松伸哉 2026/12/31 JCHO四日市羽津医療センター20133406

青木一徳 2023/04/30 スワ薬局　東日野店17228297

明比朋子 2026/09/30 久居センター薬局20233308

阿部康治 2022/10/31 独立行政法人国立病院機構　三重中央医療センター16127611

荒木　優 2024/10/31 のの薬局　山之一色店18230351

飯田康紀 2024/01/14 名張市立病院17129266

生駒貴子 2022/01/14 ひのき薬局15226790

石垣　孝 2023/10/31 コスモス薬局　つおき店17228964

磯貝正人 2026/03/31 鈴鹿みなみ薬局20232968

伊東知美 2025/04/14 藤田医科大学　七栗記念病院19131177

伊藤直美 2021/06/30 総合心療センター　ひなが15125635

上田　愛 2025/02/14 三重厚生連　松阪中央総合病院18130923

浮氣良太 2026/05/31 ハロー薬局　鈴鹿店20233184

牛田浩司 2023/07/31 松阪市民病院17128555

牛田慎二 2024/08/31 ココカラファイン薬局　ミタス伊勢店18230107

大草　さつき 2023/08/31 イシブチ薬局17228627

岡　建志 2025/12/31 かんひちや薬局　病院前店19232523

岡田圭二 2023/07/31 いふな薬局17228553

緒方千鶴 2024/07/31 ソーラー薬局18229973

奥田好香 2023/08/31 三重県薬剤師会　会営津調剤薬局17228675

奥村慎悟 2026/01/31 スズカ調剤薬局　長太店19232702

小沢　悟 2023/07/31 きりがおか保険薬局17228547

織戸　るり子 2023/02/14 ココカラファイン薬局　曽祢店16227895

折見敏英 2023/10/31 ふじ調剤薬局17228892

垣内大昌 2026/02/28 サエラ薬局ひなが店19232817

片上和則 2021/11/30 エンゼル薬局　生桑店15226596

加藤文啓 2024/11/14 さんあい薬局（株）　京橋店・在宅支援センター18230474

金丸邦子 2023/02/14 ホリ薬局16227927

金丸航介 2024/08/31 ホリ薬局18230114

河井亜希 2026/12/14 みどり調剤薬局　倉田山店20233395

川北泰生 2023/08/31 つおき薬局17228663

川口　勝 2026/05/31 ひなが調剤薬局20233180

川添　史 2023/09/14 済生会　松阪総合病院17128754

川橋洋介 2024/08/14 かわはし薬局18230025

川端　篤 2021/11/14 アクア薬局　伊勢寺店15226421

木﨑公一 2023/02/14 ココカラファイン薬局　紀伊長島店16227903

北川　由基子 2021/11/30 市立伊勢総合病院15126523

九鬼　ひろみ 2021/06/30 紀南病院15125630

黒住哲平 2021/12/14 スマイルさなぐ薬局　15226626

黒田　真理子 2023/03/14 ほほえみ柳山薬局16228062

國分浩司 2025/02/14 医療法人社団主体会　主体会病院18130940

小林竜也 2026/02/14 たんぽぽ薬局　河芸店19232771

小林亮太 2025/08/31 久居野村調剤薬局19231694

小山一子 2025/01/14 三重中央医療センター18130832

近藤智彦 2025/12/14 鈴鹿回生病院19132456

近藤浩樹 2024/07/31 ファーマライズ薬局　日永店18229996

柴田幸伸 2023/01/31 なの花薬局　金剛坂店16227863

清水隆也 2023/02/14 久居センター薬局16227919

城山恭子 2025/12/31 センター薬局 中央病院前店19232555

菅原　真理子 2023/02/14 すこやか薬局16227943

杉浦奈美 2023/02/14 鈴鹿センター薬局16227888

杉本恵理 2023/08/14 鈴鹿回生病院17128577

武下美穂 2025/04/14 さんあい薬局　桜台店19231213

田島享之 2026/02/14 じけ調剤薬局19232757

田中亜弥 2026/02/14 三重県薬剤師会会営津調剤薬局19232736

田辺健志 2023/03/14 スズカ調剤薬局　高岡店16228037

谷川原　美穂 2024/06/30 志摩センター薬局18229839

柘植勇人 2026/05/31 桑名薬局20233139

出口舞子 2026/02/28 三重厚生連　松阪中央総合病院19132878

手塚宏一 2023/05/31 スギ薬局　末永店17228337

寺嶋真理 2024/09/30 赤井薬局　桔梗が丘店18230215

寺西絢子 2023/02/14 やさと調剤薬局16227948

東海元紀 2026/11/30 西条調剤薬局20233367

土性　妃佐都 2027/02/28 スマイル調剤薬局下村店20233463

戸谷文彦 2023/02/28 エンゼル薬局　星川店16228024

中川裕司 2026/01/31 一志調剤薬局・久居駅前店19232652

中島和孝 2027/07/14 紀南病院21133671

中西伸樹 2023/11/14 済生会　松阪総合病院17129019

中西倫子 2026/07/31 イワオ薬局　日赤前ミタス伊勢店20233272

中前彩菜 2023/01/31 センター薬局　済生会病院前店16227833

夏目　優太郎 2024/09/14 村田薬局　ハロー店18230136

成尾千晶 2023/02/28 三重県厚生連　鈴鹿中央総合病院16127976

西　知佳 2024/10/31 尾鷲総合病院18130324

西井　貴由記 2023/02/28 かんひちや薬局　南張店16228009

西村裕希 2023/05/14 市立伊勢総合病院17128307

野田永美 2023/07/31 さくら薬局　松阪学園前店17228556

野田晋司 2023/01/31 四日市羽津医療センター16127877

服部公紀 2026/05/31 伊勢赤十字病院20133174

浜畑晶子 2024/04/30 ココカラファイン薬局　ミタス伊勢店18229657

林　広成 2026/01/31 三重県薬剤師会会営津調剤薬局19232692

坂　侑樹 2026/08/31 大山田調剤薬局20233285

東出浩志 2023/08/31 フラワー薬局　亀山店17228669

疋田貴博 2023/10/31 志宝薬局　嬉野店17228907

樋口浩輔 2023/10/14 市立四日市病院17128826

平　安幸 2023/01/31 ふたば薬局　川島店16227879

平澤拓也 2021/12/31 調剤薬局アカツカ　津駅前店15226722

廣瀬貴之 2022/09/14 ウエルシア薬局　松阪川井店16227503

廣田育史 2023/02/14 ヒロタ薬局16227923

福井啓二 2025/02/14 スギ薬局　サンシ生桑店18230912

福森明美 2021/11/30 十全薬局15226563

藤井瑛久 2021/11/14 （株）イワオ薬局　浦口店15226428

藤田　亜由美 2027/05/14 センター薬局　済生会病院前店21233552

藤戸淳夫 2028/02/29 藤戸薬局21234318

冨士本　一平 2025/08/14 イシブチ薬局　古戸センター19231632

藤本宜子 2025/04/30 かんべ駅前薬局19231291

堀之内　奈央 2026/12/31 つむぎ薬局20233408

堀部　緑 2025/02/14 鈴鹿回生病院18130916

本多　立 2026/07/31 三重大学医学部附属病院20133270

前田研介 2024/08/31 たまがき調剤薬局18230093

丸山恭子 2023/07/14 (有)ヒシナカ薬局17228470

水口恵理 2026/06/30 西が丘薬局20233230

水本琢人 2024/12/31 センター薬局　中央病院前店18230776

向井文美 2023/07/31 ドレミ薬局17228520

向原里佳 2024/09/30 三重大学医学部付属病院18130209

村上知絵 2024/03/14 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター17129457

村瀬亜也 2027/01/14 南勢病院20133424

村瀬広和 2025/03/14 いせ本町薬局18231074

森川祥彦 2026/12/14 三重大学医学部附属病院20133397

森田友基 2026/03/31 赤井薬局　中央店20233036

森脇　健太郎 2023/01/31 モリワキ薬局16227860

山口貴史 2021/11/30 ライフ薬局　西豊浜店15226486

山田　潤 2022/12/14 三重中央医療センター16127739

山本高範 2026/01/31 国立病院機構　三重中央医療センター19132662

山本智奈 2023/10/31 センター薬局　市民病院前店17228980

山本康典 2024/07/31 ライフ薬局18229958

吉田尚史 2024/04/30 スギヤマ薬局　久保田店18229643

若生美樹 2023/09/30 西条調剤薬局17228799


