
平成30年３月末現在

番号 氏名 勤務先名 勤務先住所

1 足立　愛美 アルフレッサ（株）鹿児島支店 鹿児島市上荒田町28-10

2 荒武　寿美子 西田調剤薬局 鹿児島市西田1-17-2

3 有馬　純章 ㈲松元調剤薬局 鹿児島市上谷口町2862

4 有馬　節子 ㈲松元調剤薬局 鹿児島市上谷口町2862

5 有村　洋一 シルキー薬局 鹿児島市荒田2-43-8-100

6 飯高　大 こうえん薬局 鹿児島市吉野1-9-21

7 飯塚　忍 薬局ﾎｰﾑｹｱﾌｧｰﾏｼｰ西鹿児島店 鹿児島市西田2-22-5

8 池田　雄太 武岡調剤薬局 鹿児島市武岡2-28-2

9 池畑　恭子 マゼンタ薬局 鹿児島市山下町9-1-4F

10 石井　龍一 石井薬局㈱ 鹿児島市田上2-15-10

11 石山　尚子 とまと薬局　西陵店 鹿児島市西陵5-12-5

12 伊瀬知　良 辻之堂薬局 鹿児島市谷山中央7-2-2

13 磯脇　圭子 ヘルシーウェル薬局　薬師店 鹿児島市薬師2-18-19

14 井上　和啓 鹿児島大学病院 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

15 井ノ上　利恵 れいめい薬局　千石店 鹿児島市西千石町3-26-2F

16 今村　一巫 今村薬局 鹿児島市西伊敷4-16-1

17 入木　希世子 なでしこ玉里薬局 鹿児島市下伊敷1-8-19

18 岩倉　ひろみ 朝日通り薬局 鹿児島市山下町2-7

19 岩﨑　加根子 有限会社 カンナ薬局 鹿児島市小松原1-40-1

20 岩崎　周志 鶴丸調剤薬局　南鹿児島店 鹿児島市小松原2-36-5

21 岩田　基広 べっぷ薬局　アリーナ前 鹿児島市永吉1-11-10

22 岩垂　順子 三愛病院 鹿児島市郡元3-14-7

23 上田　理恵 あかり薬局　東千石店 鹿児島市東千石町4-35-1F

24 上野　省三 みやこ調剤薬局 鹿児島市川上町2750-10

25 宇都宮　さおり 辻之堂薬局 鹿児島市谷山中央7-2-2

26 宇都　真由美 マリンバ調剤薬局　宇宿店 鹿児島市宇宿3-21-6

27 江口　由起子 ミント調剤薬局 鹿児島市東千石町1-1-2F

28 大平　弘子 小松原薬局 鹿児島市小松原2-22-20

29 尾曲　佑太 三井調剤薬局　荒田店 鹿児島市荒田1-26-11

30 柏木  裕子 こうえん薬局 鹿児島市吉野1-9-21

31 神門　修命 ㈱アトル 鹿児島ﾋﾞﾙ 鹿児島市西別府町2941-17

32 神門　裕子 奥公園前薬局 鹿児島市東谷山6-43-22

33 上久保　育美 はるかぜ薬局 鹿児島市本名町1071-6

34 上橋　和行 オアシス薬局 鹿児島市伊敷台2-17-20

35 川ノ上　仁美 ミナミ薬局  桜島店 鹿児島市野尻町59

36 川畑　英孝 かわかみ薬局 鹿児島市川上町2571-4

37 川原　成人 もみじ薬局 鹿児島市草牟田2-13-19

38 北山　良志子 下荒田調剤薬局 鹿児島市下荒田1-20-26

39 木原  美幸 株式会社　大賀薬局　市立病院前店 鹿児島市上荒田町26-17

40 清野 聡美 かねこクリニック 鹿児島市上荒田町8-6

41 清原　一樹 なかま薬局 鹿児島市宇宿7-15-15

42 楠　聖樹 ㈲松元調剤薬局 鹿児島市上谷口町2862

43 楠元　俊英 すずな調剤薬局 鹿児島市薬師2-27-8

44 桑水流　裕太 タバタ薬局　厚生市場店 鹿児島市西千石町13-11

45 神谷　武 スター調剤薬局 鹿児島市和田2-21-19

46 小島　賀津乃 宇宿たいよう薬局 鹿児島市宇宿7-5-36

47 小囿　優子 健美堂薬局　中山店 鹿児島市中山町2140-1

48 児玉　孝枝 ㈲ホワイト 鹿児島市薬師1-10-1

49 寿　伸一郎 (医)天陽会 中央病院 鹿児島市泉町6-7

50 小原　優佳 あかり薬局　東千石店 鹿児島市東千石町4-35-1F

51 金野　泰 南日本薬剤センター薬局　中山店 鹿児島市山田町739

52 才川　江美 (医)恵和会 白浜病院 鹿児島市常盤1-17-1
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53 迫田　喜久男 南九州調剤薬局 鹿児島市山下町16-1

54 笹原　広大 ぽかぽか薬局 鹿児島市松陽台町43-3

55 島本　保子 （医）隆成会　隆成会病院 鹿児島市郡元2-11-20

56 下野　剛司 イルカ調剤薬局石谷店 鹿児島市石谷町2100-18

57 城村　等 はるやま薬局 鹿児島市春山町1919-1

58 白男川　眞理子 ㈲白男川薬局 鹿児島市上本町3-17

59 白濵　百合 (医)恵和会 白浜病院 鹿児島市常盤1-17-1

60 㞍無濱　未佳 かわかみ薬局 鹿児島市川上町2571-4

61 新川　純平 マルノ薬局　桜ヶ丘店 鹿児島市桜ヶ丘4-15-20

62 新村　味穂子 谷山病院 鹿児島市小原町8-1

63 平  かずえ マゼンタ薬局 鹿児島市山下町9-1-4F

64 髙﨑　由美子 下荒田調剤薬局 鹿児島市下荒田1-20-26

65 髙城 沙也香 鹿児島医療センター 鹿児島市城山町8-1

66 髙城　まゆみ ㈲健生堂薬局 鹿児島市紫原4-26-1

67 竹迫　秀和 (医)博愛会  相良病院 鹿児島市松原町3-31

68 竹ノ下　美智子 森口病院 鹿児島市下田町1763

69 田嶋　友子 天陽会　中央クリニック 鹿児島市泉町16-1

70 田中　芳 森口病院 鹿児島市下田町1763

71 田中　康一郎 れいめい薬局　中央店 鹿児島市中央町6-8-1F

72 田中　誉士 フロント薬局 鹿児島市田上2-32-20

73 田中　義則 武岡調剤薬局 鹿児島市武岡2-28-2

74 谷口　欣平 すばる薬局 鹿児島市大黒町1-15

75 鶴　哲夫 とまと薬局　西陵店 鹿児島市西陵5-12-5

76 寺師　明子 柴田病院 鹿児島市中町12-14

77 寺脇　智美 てらわき薬局 鹿児島市甲突町17-2

78 豊島　修治 平和市民薬局 鹿児島市下竜尾町1-15

79 鳥集　由里 木の葉薬局 鹿児島市田上3-12-8

80 中﨑　理恵 すずらん調剤薬局 鹿児島市下竜尾町6-21

81 中谷　麻由美 健美堂薬局　中山店 鹿児島市中山町2140-1

82 永友　邦代 (医)玉水会　玉水会病院 鹿児島市下伊敷1-1-5

83 長野　きみよ 平和市民薬局 鹿児島市下竜尾町1-15

84 中拂　望美 （医）有隣会  伊敷病院 鹿児島市下伊敷2-4-15

85 中丸　絵里香 西陵薬局 鹿児島市西陵2-1-20

86 中丸　徹一 西陵薬局 鹿児島市西陵2-1-20

87 中村　千鶴子 (医)玉水会　玉水会病院 鹿児島市下伊敷1-1-5

88 中村　敏子 あおぞら薬局 鹿児島市下荒田3-40-18

89 新納　祐子 なのはな薬局 鹿児島市鴨池2-8-3

90 西岡　延治 海星薬局 鹿児島市坂之上7-33-57

91 西迫　寛隆 宇宿薬局 鹿児島市宇宿1-26-22

92 西迫　良子 宇宿薬局 鹿児島市宇宿1-26-22

93 西田　彩 有限会社 カンナ薬局 鹿児島市小松原1-40-1

94 西留　佐和子 たいよう薬局上塩屋 鹿児島市東谷山1-58-11

95 西村  道子 わかば薬局　中央町店 鹿児島市中央町32-34

96 西元　浩一郎 ラポール薬局 鹿児島市西千石町16-12-1F

97 橋本　政弘 マルノ薬局　南林寺店 鹿児島市南林寺町2-1

98 長谷川　貴子 あおば調剤薬局荒田店 鹿児島市下荒田1-30-1

99 馬場　眞喜子 （医）清和会　徳田馬場クリニック 鹿児島市伊敷2-1-10

100 林　純子 タバタ薬局 鹿児島市下伊敷1-43-5

101 日髙　雄太 薬局ﾎｰﾑｹｱﾌｧｰﾏｼｰ西鹿児島店 鹿児島市西田2-22-5

102 平瀬　洋一 鹿児島県環境保健センター（城南庁舎） 鹿児島市城南町18

103 平田　俊明 なのはな薬局 鹿児島市鴨池2-8-3

104 平松　利佳 フラワー薬局 鹿児島市郡元2-12-10

105 福倉　加寿子 照国調剤薬局 鹿児島市照国町13-5-1F

106 藤本　誠 伊敷調剤薬局　脇田店 鹿児島市伊敷8-3-25

107 淵田　健明 南日本薬剤センター薬局　上荒田店 鹿児島市上荒田町26-19-1F

108 堀ノ内　貴子 ㈱鶴丸薬品 鹿児島市田上台3-16-8

109 前薗　裕美 タバタ薬局 鹿児島市下伊敷1-43-5



110 前田　弘志 鹿児島市立病院 鹿児島市上荒田町37-1

111 前田　美名 薬局くろうさぎ 鹿児島市西千石町3-15

112 牧瀬　智恵子 てんまち薬局 鹿児島市照国町2-16-1A

113 松永　吏宏 吉野さくら薬局 鹿児島市吉野町5398-6

114 松本　まゆみ 吉野病院 鹿児島市吉野町3095

115 丸野　桂太郎 マルノ薬局　桜ヶ丘店 鹿児島市桜ヶ丘4-15-20

116 右田　順子 ㈱かみぞの薬局明和店 鹿児島市明和1-26-5

117 水川　豊子 ㈲セオ薬局　ハイム店 鹿児島市鴨池新町28-8-102

118 三原　隆作 薬局ニューロン 鹿児島市東開町3-163

119 宮之原　麻里 鹿児島調剤薬局 鹿児島市桜ヶ丘8-26-7

120 宮原　賢治 ヘルシー薬局　坂之上店 鹿児島市坂之上6-11-19

121 宮原　さおり 松本調剤薬局　いづろ店 鹿児島市泉町12-5

122 宮元　敬子 鹿児島県薬剤師会薬局 鹿児島市桜ｹ丘8-20-7

123 宮脇　仁美 パンジー薬局 鹿児島市東谷山6-37-25

124 村上　薫 ゆうゆう薬局　田上店 鹿児島市田上1-23-8

125 村山　優佳 アイケア薬局 鹿児島市東千石町20-10

126 盛岡　晶子 すずらん調剤薬局 鹿児島市下竜尾町6-21

127 森田 真樹子 鹿児島医療センター 鹿児島市城山町8-1

128 森田　佳幹 鹿児島徳洲会病院 鹿児島市下荒田3-8-1

129 守屋　昌子 パパイヤ薬局 鹿児島市中央町36-12-1F

130 安武　正男 大明丘薬局 鹿児島市大明丘2-22-27

131 山下　祐樹 石井薬局㈱ 鹿児島市田上2-15-10

132 山下　由嗣 のぼり調剤薬局 鹿児島市上荒田町43-5

133 山之内　孝 ゆうゆう薬局　脇田店 鹿児島市宇宿3-29-5

134 山本　洋右 やまもと薬局　伊敷台店 鹿児島市伊敷台2-6-26

135 湯田　亮介 ゆうゆう薬局　紫原店 鹿児島市紫原2-13-8

136 横山　佐江子 イオン薬局　鹿児島鴨池店 鹿児島市鴨池2-26-30

137 吉永　浩之 坂之上病院 鹿児島市光山2-31-76

138 吉水　久純 郡元薬局 鹿児島市郡元3-1-7

139 米満　弘夫 米沢病院 鹿児島市原良7-22-6

140 和田　加奈子 鹿児島県環境保健センター（城南庁舎） 鹿児島市城南町18

141 関　一成 ゆのさと薬局 指宿市大牟礼3-24-8

142 園田　裕之 ハッピー薬局 指宿市十町353-1

143 富永　尚史 西田病院 指宿市十二町2105-1

144 西島　徹 ハート薬局 指宿市大牟礼3-7-1

145 萩原　爾美子 ㈲大誠堂薬局 指宿市山川入船町55

146 加藤　政信 かもめ薬局 枕崎市港町117

147 高田　浩介 (医)慈生会ウエルフェア九州病院 枕崎市白沢北町191

148 髙畑　雄士 高見調剤薬局 枕崎市高見町19-2

149 原　眞里子 ㈲錦江薬局　枕崎店 枕崎市松之尾町6

150 有賀　亜由美 ほんまち薬局 南さつま市加世田東本町14-19

151 有賀　弘幸 ほんまち薬局 南さつま市加世田東本町14-19

152 有馬　可奈子 （有）武田調剤薬局 南さつま市加世田東本町32-14

153 市坪　麻紀 (医)和風会  加世田病院 南さつま市加世田唐仁原1181

154 井上　正英 けんびどう薬局 南さつま市加世田武田18277-6

155 木佐貫　公子 さつき薬局 南さつま市加世田本町7-2

156 坂元　成行 田布施薬局 南さつま市金峰町尾下2745-1

157 中山　浩志 クローバー薬局 南さつま市加世田本町22-8-1Ｆ

158 水川　順一郎 （有）武田調剤薬局 南さつま市加世田東本町32-14

159 宇都　仁子 ㈲宇都薬局 南九州市知覧町郡86

160 小濱　未希 南薩ケアほすぴたる 南九州市川辺町平山5860

161 中村　未来 ナカムラ調剤薬局 南九州市知覧町郡4857-41

162 吉田　慶子 ㈲ホセイドー薬局 南九州市川辺町平山6821

163 今村　ゆかり （医）南洲会　南洲整形外科病院 いちき串木野市別府3994-5

164 桐原　香織 ゆうき薬局　市来店 いちき串木野市湊町3-88

165 新山　太 ゆう薬局 串木野店 いちき串木野市昭和通134-8

166 角田　真一 ゆうき薬局　市来店 いちき串木野市湊町3-88



167 中村　明美 ゆう薬局 串木野店 いちき串木野市昭和通134-8

168 原野　正昭 ハロー薬局 いちき串木野市春日町81

169 平田　律子 すこやか調剤薬局　坂下店 いちき串木野市生福5419-2

170 外園　妙子 吉見天寿堂薬局 いちき串木野市栄町29

171 守田　美和 すこやか調剤薬局　坂下店 いちき串木野市生福5419-2

172 山内　靖久 ニューことぶき調剤薬局 いちき串木野市京町58-5

173 山中　明子 緑調剤薬局　串木野店 いちき串木野市昭和通276

174 吉見　ちず子 吉見天寿堂薬局 いちき串木野市栄町29

175 犬伏　努 伊集院調剤薬局 日置市伊集院町徳重2-7-1

176 上薗　智子 ㈲ケーアイ調剤薬局　伊集院店 日置市伊集院町徳重3-1-5

177 後夷　大輔 みやび薬局 日置市東市来町湯田2992

178 内門　理恵 ㈲湯之元駅前調剤薬局 日置市東市来町湯田3610-5

179 折田　理佐 れいめい調剤薬局 日置市伊集院町徳重1-14-3

180 川畑　信浩 とも調剤薬局 日置市吹上町湯之浦2351

181 川畑　秀志 とも調剤薬局 日置市吹上町湯之浦2351

182 久保　等 （有）まこと薬局 日置市伊集院町郡2-74

183 杉原　武宏 みやび薬局 日置市東市来町湯田2992

184 西　磨由美 （医）博悠会  博悠会温泉病院 日置市東市来町湯田4648

185 福山　広大 れいめい調剤薬局 日置市伊集院町徳重1-14-3

186 藤﨑　範博 ㈲湯之元駅前調剤薬局 日置市東市来町湯田3610-5

187 前原  珠代 ㈲ケーアイ調剤薬局　伊集院店 日置市伊集院町徳重3-1-5

188 松島　貴子 ㈲ケーアイ調剤薬局　伊集院店 日置市伊集院町徳重3-1-5

189 門前　孝一 吹上調剤薬局 日置市吹上町永吉14243-3

190 山信田　智 ㈲湯之元駅前調剤薬局 日置市東市来町湯田3610-5

191 米澤　輝哉 ㈲ケーアイ調剤薬局　清藤店 日置市伊集院町清藤2006-3

192 赤﨑　直人 あさひ調剤薬局　中央店 薩摩川内市横馬場町5-6

193 阿久根　憲造 ㈲センヤク  あさがお薬局 薩摩川内市向田本町18-19

194 石田　美和子 アクア薬局　川内 薩摩川内市中郷4-6

195 井前　信哉 （有）ゆう薬局 薩摩川内市平佐町1693-32

196 岩切　雅子 アジア薬局 薩摩川内市大小路町22-10

197 岩下　加奈 さと薬局 薩摩川内市平佐町1689-8

198 皆元　大輔 とうごう薬局 薩摩川内市東郷町斧渕315

199 加澤　春世 （医）松翠会　森園病院 薩摩川内市大小路町19-38

200 神野　真幸 スマイル薬局　川内駅前店 薩摩川内市東向田町101

201 川内　敦子 医療法人　同潤会　永井病院 薩摩川内市大小路町21-5

202 川内　友紀 アジア薬局 薩摩川内市大小路町22-10

203 川畑　和昭 めぐみ薬局 薩摩川内市原田町30-27

204 木村　理子 あおい薬局 薩摩川内市中郷3-62

205 桐原　仁志 川薩保健所 薩摩川内市隈之城町228-1

206 桑畑　弘一 盛和薬局 薩摩川内市勝目町5860-3

207 慶田　滝子 薬局  信光社 薩摩川内市冷水町365-11

208 慶田　昌大 ㈲ケーアイ調剤薬局 薩摩川内市高城町1945-3

209 小城　鮎 ファミリーHP薩摩 薩摩川内市水引町3247-1

210 笹川　ゆかり はらだ薬局　上川内店 薩摩川内市御陵下町3144-1

211 芝原　一憲 ビオラ調剤薬局 薩摩川内市大王町4-8-2

212 下園　雄治 ひかり調剤薬局 薩摩川内市中郷1-11-2

213 下田平　恵美 すず調剤薬局 薩摩川内市東開聞町13-4

214 白元　正一 ㈲ケーアイ調剤薬局 薩摩川内市高城町1945-3

215 髙嶋　房子 くれよん調剤薬局 薩摩川内市勝目町4110-21

216 立山　喜啓 オーロラ薬局 薩摩川内市水引町3247-13

217 田中　朱美 宮崎町薬局 薩摩川内市宮崎町3000

218 田村　和久 つばさ薬局 薩摩川内市神田町4-30

219 中馬　僚平 はらだ薬局　大王店 薩摩川内市大王町1-6

220 當房　篤 ㈲ケーアイ調剤薬局 薩摩川内市高城町1945-3

221 德田　憲治 社会福祉法人　恩賜財団　済生会川内病院 薩摩川内市原田町2-46

222 德田　佐和子 はらだ薬局　上川内店 薩摩川内市御陵下町3144-1

223 中根　慎治 すず調剤薬局 薩摩川内市東開聞町13-4



224 永濵　良幸 川内市医師会立市民病院 薩摩川内市永利町4107-7

225 野﨑　一美 中郷病院 薩摩川内市中郷町1-1-7

226 野元　健一 川内調剤薬局 薩摩川内市若葉町3-20

227 林　昌昭 東山調剤薬局 薩摩川内市横馬場町2-9

228 枇杷　眞弓 九州東邦㈱ 川内営業所 薩摩川内市隈之城町後牟田300-3

229 福田　克朗 福田薬局 薩摩川内市樋脇町市比野2561

230 福元　奈津子 （医）松翠会　森園病院 薩摩川内市大小路町19-38

231 福山　千聖 みやび薬局　隈之城店 薩摩川内市隈之城町1211-1

232 藤井　智子 サンライズ薬局 薩摩川内市五代町3217-1

233 藤井　規好 サンライズ薬局 薩摩川内市五代町3217-1

234 松尾　武 ハーブ調剤薬局 薩摩川内市田崎町1072-5

235 松本　真弓 オーロラ薬局 薩摩川内市水引町3247-13

236 松若　幸久 宮崎町薬局 薩摩川内市宮崎町3000

237 御手洗　洋一 アクア薬局　川内 薩摩川内市中郷4-6

238 宮之原　隆二郎 ひかり調剤薬局 薩摩川内市中郷1-11-2

239 望月　久代 ひかり調剤薬局 薩摩川内市中郷1-11-2

240 山口　直美 山口薬局 薩摩川内市西向田町18-28

241 山口　裕次 しらゆり調剤薬局 薩摩川内市大小路町19-9

242 山崎　亜呼 ファミリーHP薩摩 薩摩川内市水引町3247-1

243 吉永　あずさ しらゆり調剤薬局 薩摩川内市大小路町19-9

244 吉村　正久 吉村薬局 薩摩川内市横馬場町9-26

245 渡邊　雅紀 さと薬局 薩摩川内市平佐町1689-8

246 藁科　和義 ㈲ケーアイ調剤薬局　五代店 薩摩川内市上川内町3306

248 上野　耕司 いむた薬局 薩摩川内市祁答院町藺牟田2108-2

249 上野　直子 いむた薬局 薩摩川内市祁答院町藺牟田2108-2

250 石神　光一 ㈲みやんじょ薬局 薩摩郡さつま町船木162-1

251 大田　健 ふなき薬局 薩摩郡さつま町船木50-3

252 立和名　典代 ひなた薬局 薩摩郡さつま町轟町18-14

253 出野　恵理香 かぐや姫薬局 薩摩郡さつま町轟町39-10

254 中園　聡子 ｍｙ薬局さつま 薩摩郡さつま町船木2323-1

255 馬場　順子 さし薬局 薩摩郡さつま町田原147-6

256 別府　俊一 タバタ薬局　宮之城店 薩摩郡さつま町宮之城屋地1461-4

257 吉村 文人 薩摩郡医師会病院 薩摩郡さつま町轟町510

258 青木　美穂 こがね薬局 出水市黄金町427-3

259 岩田　由美子 五万石薬局 出水市五万石町801

260 王子田　稔 オレンジ薬局　出水店 出水市中央町1393

261 柏木　浩嗣 マリン薬局 米ノ津店 出水市明神町2357-2

262 加世堂　清美 出水郡薬剤師会高尾野会営薬局 出水市高尾野町大久保3816-39

263 坂本　克洋 あすか薬局 出水市平和町133-2

264 末永　雄大 出水郡薬剤師会会営薬局 出水市明神町537

265 瀬戸口　一哉 マリン薬局 出水市平和町335-2

266 瀨野浦　格 うらくぼ薬局 出水市高尾野町大久保1415-3

267 田中　良宗 オレンジ薬局　出水店 出水市中央町1393

268 田上　友洋 さくらんぼ薬局 出水市大野原町10-3

269 豊藤　浩子 シバタ薬局 出水市高尾野町柴引64

270 中村　溪子 中村五郎薬局 出水市明神町387

271 西田　香奈恵 出水郡薬剤師会会営薬局 出水市明神町537

272 二ノ方　真友理 マリン薬局 出水市平和町335-2

273 二ノ方　良祐 ふれあい薬局 出水市向江町2-14

274 野間口　晶子 マリン薬局 出水市平和町335-2

275 橋元　宏典 かめや薬局 出水市上鯖渕56-11

276 古田　薫悟 かりん薬局 出水市向江町12-38

277 前山　瑞穂 出水総合医療センター 出水市明神町520

278 湯田　秀一 出水総合医療センター高尾野診療所 出水市高尾野町大久保3816-28

279 吉田　幸加 五万石薬局 出水市五万石町801

280 石田　和久 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513

281 濵田　充 出水郡薬剤師会会営薬局阿久根店 阿久根市赤瀬川1205-6



282 濱田　義之 よつば薬局 阿久根市本町75-3

283 平田　友和 ゆうゆう薬局  阿久根店 阿久根市鶴見町187

284 福元　逸郎 本町薬局 阿久根市高松町36

285 山口　梓 市民調剤薬局 阿久根市塩鶴町2-124-2

286 山崎　博志 本町薬局 阿久根市高松町36

247 伊藤　歩美 松元病院 伊佐市大口里491-2

287 内山　誠 みどりの里薬局 伊佐市大口上町34-11

288 岡田　敏 おかだ薬局 伊佐市大口上町2-10

289 小林　孝 伊佐市民薬局 伊佐市菱刈前目2119-1

290 迫口　国弘 大口伊佐会営薬局 伊佐市大口宮人字鶴田502-146

291 城田　伸子 城田薬局 伊佐市大口大田1254-6

292 城田　泰秀 城田薬局 伊佐市大口大田1254-6

293 角崎　貴朗 前目薬局 伊佐市菱刈前目789-3

294 大田　瑞穂 イルカ調剤薬局　国分店 霧島市国分向花112-1

295 大竹野　智子 イルカ調剤薬局　国分店 霧島市国分向花112-1

296 大保　幸 あもりがわ薬局 霧島市隼人町松永3307-1

297 小川　沙貴 あもりがわ薬局 霧島市隼人町松永3307-1

298 尾崎　昇一 あもりがわ薬局 霧島市隼人町松永3307-1

299 岸本　真 霧島市立医師会医療センター 霧島市隼人町松永3320

300 河野　通浩 たんぽぽ薬局 霧島市国分敷根字駒方1374-7

301 篠原　靖幸 クオール薬局　霧島店 霧島市霧島田口2115-16

302 末野　寛嗣 ひめぎ薬局 霧島市隼人町姫城2-259

303 田原　洋 あもりがわ薬局 霧島市隼人町松永3307-1

304 田原　信 ハートフル隼人病院 霧島市隼人町住吉100

305 長ヶ原　久美子 イルカ調剤薬局　国分店 霧島市国分向花112-1

306 兜坂　智浩 とざか薬局　隼人店 霧島市隼人町真孝845-5

307 前山　純次 ハートフル隼人病院 霧島市隼人町住吉100

308 宮下　和己 こすもす薬局 霧島市国分中央4-15-3

309 吉永　菜穂 かりん薬局 霧島市国分広瀬1-12-21

310 吉脇　茜 タイガー薬局 霧島市横川町上ノ3414-109

311 池畑　敏文 ふれんど薬局 姶良市加治木町新生町130-3

312 石田　裕太郎 ㈲ケーアイ調剤薬局　西餅田店 姶良市西餅田106-6

313 上山　裕之 中ノ丸薬局 姶良市東餅田433-17

314 大原　幸太郎 ぶどうの木調剤薬局 姶良市加治木町木田1957-2

315 鎌田　隆司 かれん薬局 姶良市西餅田1348-4

316 北島 久義 南九州病院 姶良市加治木町木田1882

317 小迫　晶寛 独立行政法人国立病院機構　南九州病院 姶良市加治木町木田1882

318 小牧　翼 かれん薬局 姶良市西餅田1348-4

319 末永　知勇 中ノ丸薬局 姶良市東餅田433-17

320 田中　寛晃 蒲生薬局 姶良市蒲生町上久徳2529

321 中島　由美 スマイル薬局　姶良店 姶良市松原町2-20-5

322 中村　宏洋 中ノ丸薬局 姶良市東餅田433-17

323 西田　周 ひかり薬局 姶良市加治木町本町249-3

324 原田　やよい 医療法人　中馬クリニック 姶良市平松5801

325 古里　隆一郎 薬師「漢方のふるさと」 姶良市池島町26-33

326 山上　晃弘 帖佐調剤薬局 姶良市宮島町58-15

327 山中　恵 かれん薬局 姶良市西餅田1348-4

328 石田　敏博 石田薬局 姶良郡湧水町木場183-1

329 姫野　弘 ピアノ薬局 姶良郡湧水町中津川525-3

330 二木　恵利華 ふくろう薬局 姶良郡湧水町北方1851-2

331 二木　成美 あいらの森ホスピタル 姶良郡湧水町北方1854

332 坂上　仭 栄町薬局 曽於市末吉町栄町1-5-20

333 中島　啓 ㈲ヒロ調剤薬局 曽於市末吉町本町2-11-6

334 中島　りか (医)参篤会　高原病院 曽於市末吉町栄町2-12-1

335 東　麻子 あなたの薬局 志布志市志布志町安楽3012-8

336 東　倫年 あなたの薬局 志布志市志布志町安楽3012-8

337 飯野　房子 安楽薬局 志布志市志布志町安楽52-5



338 請　博志 有明薬局 志布志市有明町野井倉8035-1

339 田﨑　恵 フタヤ薬局　志布志店 志布志市志布志町安楽6179-3

340 中川　香菜 びろうの樹脳神経外科 志布志市有明町野井倉8041-1

341 横山　貴久 ㈲めろん調剤薬局 志布志市有明町野神3603-7

342 都甲　真由 さくら薬局 曽於郡大崎町永吉8297-13

343 中谷　祥子 のがた薬局 曽於郡大崎町野方6045-6

344 阿多  直美 城薬局 鹿屋市川西町3613-5

345 稲村　香奈美 笠之原調剤薬局 鹿屋市笠之原町49-18

346 今田　喜公 センター薬局 鹿屋市西大手町3-19

347 伊牟田　一郎 三井調剤薬局　バイパス店 鹿屋市旭原町3644-7

348 岩川　裕美 おおうら薬局 鹿屋市大浦町13992-3

349 上段　喜美代 富田薬品(株)鹿屋支店 鹿屋市西祓川町892-5

350 江口　清唯 三井調剤薬局　バイパス店 鹿屋市旭原町3644-7

351 榎屋　心 九州東邦㈱ 鹿屋営業所 鹿屋市寿7-1-40

352 假屋　美樹 寿八丁目薬局　笠之原店 鹿屋市笠之原町27-23

353 川野　奈緒子 ㈲三愛調剤薬局 鹿屋市旭原町3628-3

354 上名主　ゆり子 寿八丁目薬局 鹿屋市笠之原町29-5

355 日下部　聖人 寿調剤薬局 鹿屋市寿2-1-17

356 久原　春香 新生薬局 鹿屋市新生町9-15

357 呉山　菜保美 崎山調剤薬局 鹿屋市上谷町11214-11

358 呉山　昌顕 崎山調剤薬局 鹿屋市上谷町11214-11

359 小林　恒 マイティ薬局 鹿屋市西原2-35-5-1

360 新名主　素子 寿八丁目薬局 鹿屋市笠之原町29-5

361 鈴木　多加志 きらきら薬局 鹿屋市新川町610-2

362 髙田　ひとみ ふだもと薬局 鹿屋市札元2-3808-10

363 髙山　善広 ミネサキ調剤薬局　寿店 鹿屋市寿5-26-1

364 内匠屋　玉緒 西原調剤薬局 鹿屋市西原1-23-2

365 田坂　友彦 おうじ薬局 鹿屋市王子町3980-3

366 田中　加恵子 ㈲田中正心堂薬局 鹿屋市共栄町10-6

367 田之上　奈里子 ㈲おおやま調剤薬局 鹿屋市上谷町11170-7

368 長　真幸 あさひ薬局 鹿屋市寿5-2-39-1

369 鶴田　かおり 寿八丁目薬局 鹿屋市笠之原町29-5

370 中嶋　章 三井調剤薬局　川西店 鹿屋市田崎町1068-4

371 中嶋　みはる 三井調剤薬局　バイパス店 鹿屋市旭原町3644-7

372 新原　利江子 寿八丁目薬局 鹿屋市笠之原町29-5

373 野田　真吾 三井調剤薬局　バイパス店 鹿屋市旭原町3644-7

374 野村　良浩 ㈲三愛調剤薬局 鹿屋市旭原町3628-3

375 福山　さやか センター薬局 鹿屋市西大手町3-19

376 堀本　直邦 大手町調剤薬局 鹿屋市西大手町5-3

377 前園　崇仁 大手町調剤薬局 鹿屋市西大手町5-3

378 三浦　達朗 二矢調剤薬局 鹿屋市今坂町12572-11

379 南　裕司 県民健康プラザ鹿屋医療センター 鹿屋市札元1-8-8

380 南　嘉信 ５丁目調剤薬局 鹿屋市寿5-26-18

381 宮奥  佳津典 川西薬局 鹿屋市川西町4511-1

382 元吉　敦子 ㈲愛生堂薬局 鹿屋市横山町1959-2

383 森薗　敏博 森園薬局 鹿屋市向江町25-4

384 矢野　宏一郎 寿調剤薬局 鹿屋市寿2-1-17

385 山本　悌子 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町1043-1

386 吉冨　久徳 国立療養所　星塚敬愛園 鹿屋市星塚町4204

387 吉留　亙 三井調剤薬局　バイパス店 鹿屋市旭原町3644-7

388 加治木　智 ミネサキ串良調剤薬局 鹿屋市串良町上小原4655-4

389 田中　明正 あいの調剤薬局 鹿屋市串良町岡崎舟迫2560-4

390 井上　公宏 あさみ調剤薬局小みかん薬局店 垂水市南松原町10

391 谷口　道子 ライフ薬局 垂水市中央町29

392 中園　立彦 フタヤ薬局　垂水店 垂水市旭町23

393 中村　聡志 垂水中央病院 垂水市錦江町1-140

394 川越　俊太郎 ㈲かわごえ薬局支店 肝属郡錦江町城元734



395 藤山　雷太 ＮＰＯ法人 肝属調剤薬局 肝属郡錦江町神川175-1

396 吉永　香織 ライフ薬局　田代店 肝属郡錦江町田代川原433-3

397 森　証治 オレンジ薬局 肝属郡南大隅町根占川南3769

398 川添　大 ゆう調剤薬局 肝属郡肝付町前田4816-8

399 鈴木　俊祐 春陽会　中央病院 肝属郡肝付町新富485

400 深江　公美子 高山薬局 肝属郡肝付町新富521-10

401 福田　真純 春陽会　中央病院 肝属郡肝付町新富485

402 山下　弘志 ㈲愛調剤薬局 肝属郡肝付町前田928-7

403 伊集院　書子 和光薬局 奄美市名瀬和光町18-1

404 稲元　千代子 すえひろ薬局　朝日店 奄美市名瀬朝日町11-4

405 岡村　芳和 ㈲ひまわり薬局 奄美市名瀬金久町4-11

406 沖島　敏隆 オキシマ薬局 奄美市名瀬伊津部町32-31

407 押川　斌徳 ㈲押川薬局 奄美市名瀬入舟町17-10

408 久保　孝 久保薬局 奄美市名瀬港町4-21

409 久保　美香 久保薬局 奄美市名瀬港町4-21

410 黒瀨 立稔 奄美和光園 奄美市名瀬和光町1700 19棟

411 師玉　信一郎 シダマ調剤薬局 奄美市名瀬幸町20-17

412 師玉　龍一 シダマ調剤薬局 奄美市名瀬幸町20-17

413 島袋　貴子 ㈲伊津部薬局　小浜店 奄美市名瀬小浜町24-13

414 唯吉　敏子 中江薬局 奄美市名瀬長浜町21-11

415 中江　真由美 奄美中央病院 奄美市名瀬長浜町16-5

416 中川　沙織 ㈲伊津部薬局　小浜店 奄美市名瀬小浜町24-13

417 中本　浩次 名瀬徳洲会病院 奄美市名瀬朝日町28-1

418 西　貴美子 チューリップ調剤薬局 奄美市名瀬長浜町4-3

419 東　ちえ子 ひろ薬局 奄美市名瀬末広町18-25-3F

420 東　裕人 ひろ薬局 奄美市名瀬末広町18-25-3F

421 東　幹人 三洋薬局 奄美市名瀬末広町8-17

422 樋口　眞美 ながはま調剤薬局 奄美市名瀬長浜町18-19

423 樋口　実 スマイル薬局 奄美市名瀬伊津部町16-13

424 向井　克之 ながはま調剤薬局 奄美市名瀬長浜町18-19

425 向井　勇人 ㈲伊津部薬局　小浜店 奄美市名瀬小浜町24-13

426 村田　佳志子 ムラタ薬局　大高前店 奄美市名瀬石橋町9-3

427 村田　久忠 ㈲ムラタ薬局　久里店 奄美市名瀬久里町16-40

428 村田　久典 ㈲ムラタ薬局 奄美市名瀬石橋町17-1

429 山田　香織 ㈲城薬局 あまみ店 奄美市名瀬久里町2-19

430 嘉川　広美 ㈱アステム　奄美支店 奄美市名瀬長浜町27-9

431 義永　文一 鹿児島県立大島病院 奄美市名瀬真名津町18-1

432 渡邉　洋一 ㈱大島調剤薬局 奄美市名瀬真名津町6-3

433 重野　裕香 まほろば薬局 大島郡大和村大棚字大町415

434 碇元　佐智廣 ㈲薬心　宇検薬局 大島郡宇検村湯湾37-27

435 鵜飼　憲二郎 マリン薬局 大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西17-7

436 勝間田　和重 南部調剤薬局 大島郡瀬戸内町古仁屋松江15

437 川田　博久 (医)碵済会 大島保養院 大島郡瀬戸内町阿木名65

438 笹澤　賢一 古仁屋調剤薬局 大島郡瀬戸内町古仁屋大湊6 登山ビル1階

439 重野　寛輝 ㈲ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ重野薬局 大島郡龍郷町浦451-4


