
平成31年３月末現在

番号 氏名 勤務先名 勤務先住所

1 赤塚　和子 （株）ＮＫＣ　ピュアタウン薬局 鹿児島市武岡1-121-15

2 赤塚　直也 （株）ＮＫＣ　ピュアタウン薬局 鹿児島市武岡1-121-15

3 東　博和 南日本薬剤センター薬局　慈眼寺店 鹿児島市谷山中央5-17-5

4 有馬　一範 上荒田薬局 鹿児島市鴨池1-44-10

5 有馬　貞子 上荒田薬局 鹿児島市鴨池1-44-10

6 有馬　武範 上荒田薬局 鹿児島市鴨池1-44-10

7 有村　昌恵 マロン薬局 鹿児島市西千石町16-16

8 安楽　芳久 鶴丸調剤薬局　玉竜店 鹿児島市上竜尾町5-18

9 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

10 伊瀬知　良 辻之堂薬局 鹿児島市谷山中央7-2-2

11 伊東　文子 麒麟調剤薬局 鹿児島市小松原2-36-1

12 井ノ上　由紀子 天保山調剤薬局 鹿児島市天保山町21-16

13 今門　咲子 松本調剤薬局 鹿児島市住吉町3-18床次ﾋﾞﾙ1F

14 岩元　良伸 よしの薬局 鹿児島市吉野町5374-5

15 内田　光祐 辻之堂薬局 鹿児島市谷山中央7-2-2

16 大原　洋一 ㈲伊敷調剤薬局 鹿児島市伊敷2-1-12

17 岡村　智美 たまざと調剤薬局 鹿児島市草牟田2-28-10

18 小倉　直樹 鶴丸調剤薬局　南林寺店 鹿児島市南林寺町1-12

19 小倉　義広 マリンバ調剤薬局　郡山店 鹿児島市郡山町508-1

20 鐘ヶ江　淳 西駅調剤薬局 鹿児島市西田1-4-7

21 樺山　資史 鶴丸調剤薬局　南林寺店 鹿児島市南林寺町1-12

22 川内　哲郎 れいめい薬局　中央店 鹿児島市中央町6-8-1F

23 川﨑　慶仁 マリンつばめ薬局 鹿児島市与次郎1-7-14

24 北原　啓子 第二平和調剤薬局 鹿児島市鴨池1-12-32

25 窪田　志保 坂之上調剤薬局 鹿児島市坂之上6-6-15

26 小橋　絹代 厚地脳神経外科病院 鹿児島市東千石町4-13

27 小橋　力郎 厚地脳神経外科病院 鹿児島市東千石町4-13

28 坂本　朋子 花水木薬局 鹿児島市上之園町6-9

29 迫　裕弥 にこにこ市民薬局 鹿児島市上荒田町29-25

30 迫田　喜久男 南九州調剤薬局 鹿児島市山下町16-1

31 鮫島　久美子 清心薬局 鹿児島市東谷山3-25-15

32 重久　和美 きずな薬局 鹿児島市中央町21-8

33 重久　宰 きずな薬局 鹿児島市中央町21-8

34 渋谷　幸太 南日本薬剤センター薬局 鹿児島市谷山中央5-15-1

35 庄島　智子 ねむの木薬局 鹿児島市山下町9-26

36 白濱　昌代 りぼん薬局 鹿児島市中央町11-2F

37 新川　麻奈 たまざと調剤薬局 鹿児島市草牟田2-28-10

38 新塘　里奈 たまざと調剤薬局 鹿児島市草牟田2-28-10

39 瀬尾　昭一郎 セオ薬局　いづろ店 鹿児島市金生町7-10-1Ｆ

40 平　順子 吉野中央薬局 鹿児島市吉野町2286-3

41 髙﨑　祐子 西田調剤薬局 鹿児島市西田1-17-2

42 髙城　俊一 とまと薬局 鹿児島市小松原2-11-7

43 髙橋　海渡 若葉薬局 鹿児島市上之園町34-20-102

44 髙橋　華代 スター調剤薬局 鹿児島市和田2-21-19

45 武　浩子 プラス薬局 鹿児島市下伊敷2-4-17

46 竹井　昌嗣 さかもと薬局　Ａコープ桜ケ丘店 鹿児島市桜ヶ丘4-1-13 Ａコープ桜ケ丘店内

47 竹平　尚子 ひかり薬局 鹿児島市谷山中央1-4107

48 田中　まゆみ 田中大介歯科医院 鹿児島市郡元1-4-6

49 田之上　弘一 ㈲セオ薬局　ハイム店 鹿児島市鴨池新町28-8-102

50 恒吉　久美子 荒田八幡薬局 鹿児島市下荒田2-9-16

51 鳥集　由里 木の葉薬局 鹿児島市田上3-12-8

52 中島　広智 たけまち薬局 鹿児島市武3-22-2
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53 中西　賢治 海星薬局  平川店 鹿児島市平川町1580-1

54 中村　迪彦 石井薬局㈱ 鹿児島市田上2-15-10

55 中目　多紀子 下荒田調剤薬局 鹿児島市下荒田1-20-26

56 永山　かおり 木の葉薬局 鹿児島市田上3-12-8

57 中山　ひづる ㈲福元薬局 鹿児島市紫原4-33-1

58 成山　保 西駅調剤薬局 鹿児島市西田1-4-7

59 新留　将吾 喜入ニコニコ薬局 鹿児島市喜入町6077-11

60 沼田　真由美 ㈲福元薬局 鹿児島市紫原4-33-1

61 梅落　良江 薬局ジャックのおくすりやさん 鹿児島市中山町2176-2

62 畠中　かやの メンタルホスピタル鹿児島 鹿児島市永吉1-11-1

63 東屋敷　史織 いづろ今村病院 鹿児島市堀江町17-1

64 肥後　桂子 玉里つばめ薬局 鹿児島市下伊敷1-11-10

65 久永　奈穂子 千年薬局 鹿児島市千年2-11-13

66 日髙　雄太 ゾウさんのはな通り薬局 鹿児島市西田2-9-6

67 平瀬　葉子 マリンバ調剤薬局　郡元店 鹿児島市郡元3-3-14-1F

68 平林　恵子 ㈱かみぞの薬局明和店 鹿児島市明和1-26-5

69 福田　朋美 桜島病院 鹿児島市野尻町59

70 古川　龍一郎 南日本薬剤センター薬局　坂之上店 鹿児島市坂之上2-14-12

71 堀切　亮 かごしま高岡病院 鹿児島市西千石町14-12

72 前村　克彦 坂之上調剤薬局 鹿児島市坂之上6-6-15

73 牧　和彦 奥公園前薬局 鹿児島市東谷山6-43-22

74 牧　三枝子 きんせい薬局 鹿児島市東千石町3-10

75 町田　佳代子 まちだ調剤薬局 鹿児島市下荒田3-17-22

76 松井　久美子 鹿児島調剤薬局 鹿児島市桜ヶ丘8-26-7

77 松﨑　裕充 しんやしき薬局 鹿児島市新屋敷町2-5-1F

78 松田　美咲 マリンバ調剤薬局 鹿児島市東千石町2-14-101

79 松村　明里 わかば薬局　中央町店 鹿児島市吉野町3355-277

80 松本 聡子 あかり薬局 東千石店 鹿児島市東千石町4-35-1F

81 松元　節子 ㈱鹿児島有恒社 鹿児島市紫原4-6-14

82 丸野　千穂 まりも薬局 鹿児島市加治屋町16-19

83 溝口　昭一 ㈲錦江薬局　瀬戸堀店 鹿児島市坂之上7-3-41

84 宮内　昭衣 ケンコー堂薬局 鹿児島市宇宿4-39-1

85 宮下　美奈子 メンタルホスピタル鹿児島 鹿児島市永吉1-11-1

86 宮下　美和 下荒田調剤薬局 鹿児島市下荒田1-20-26

87 百崎　栄一 ミドリ薬局　堀江町店 鹿児島市堀江町7-11

88 百﨑　秀典 市立病院前　ミドリ薬局 鹿児島市上荒田町29-32

89 森田　麗日 コスモス薬局 鹿児島市下伊敷1-1-11

90 山門　慎一郎 南日本薬剤センター薬局 鹿児島市谷山中央5-15-1

91 山下　りえ ローズ薬局 鹿児島市真砂町2-19

92 山本　祐司 サフラン薬局 鹿児島市永吉2-11-2

93 湯川　久信 いるか薬局 鹿児島市吉野町5134-1

94 荒田　つゆ子 まどか薬局 指宿市山川入船町7

95 畠中　ゆかり 西田病院 指宿市十二町2105-1

96 政　英男 南九州薬局　指宿店 指宿市十町2483-3

97 久富　祐人 みさき薬局 枕崎市住吉町45-1

98 仲　悠 みさき薬局 枕崎市住吉町45-1

99 長野　佑基 みさき薬局 枕崎市住吉町45-1

100 今給黎　正純 海浜薬局 南さつま市加世田高橋1952-2

101 六田　修一 （医）尚人会 阿多病院 南さつま市金峰町花瀬1929

102 有間　秀範 知覧平和薬局 南九州市知覧町郡17810-3

103 上村　秀昌 しんまち薬局 南九州市川辺町田部田3968-1

104 土師　正稔 しんまち薬局 南九州市川辺町田部田3968-1

105 松岡　進太郎 ㈲ケーアイ調剤薬局　川辺店 南九州市川辺町今田字南田285-1

106 山下　恭徳 ㈲ケーアイ調剤薬局　川辺店 南九州市川辺町今田字南田285-1

107 下田　健一 ㈲保険調剤　つばさ薬局串木野 いちき串木野市春日町5-2

108 下田　しおり ㈲保険調剤　つばさ薬局串木野 いちき串木野市春日町5-2

109 川畑　信浩 とも調剤薬局 日置市吹上町湯之浦2351



110 馬場　伸幸 ゆのもと記念病院 日置市東市来町湯田3614

111 久永　悦子 きりん薬局 日置市伊集院町下谷口2032-1

112 松井　祐充 とも調剤薬局 日置市吹上町湯之浦2351

113 松島　宏和 きりん薬局 日置市伊集院町下谷口2032-1

114 宮下　正日出 ゆのもと記念病院 日置市東市来町湯田3614

115 森山　佳子 れいめい調剤薬局 日置市伊集院町徳重1-14-3

116 横峯　壽一 ひおき薬局 日置市伊集院町徳重3-7-3

117 前田　恵美 （有）まこと薬局 日置市伊集院町郡2-74

118 芝原　一憲 ビオラ調剤薬局 薩摩川内市大王町4-8-2

119 城ヶ原　博文 すず調剤薬局 薩摩川内市東開聞町13-4

120 永濱　良章 川内市医師会立市民病院 薩摩川内市永利町4107-7

121 廣瀨　由貴子 なごみ薬局 薩摩川内市平佐町4234-2

122 山口　敏子 しらゆり調剤薬局 薩摩川内市大小路町19-9

123 吉村　真弓 しらゆり調剤薬局 薩摩川内市大小路町19-9

124 永田　秀伸 ｸｵﾗﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 薩摩郡さつま町船木2311-6

125 岩元　稲子 ㈱ｻﾝ･ﾀﾞｲｺｰ出水営業所 出水市米ノ津町749

126 奥田　律子 奥田薬局 出水市六月田町935

127 梶尾　貴美恵 宮前調剤薬局 出水市上知識町803

128 瀨野浦　央 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

129 徳本　由道 トクモト薬局 出水市本町4-45 ﾌﾟﾗｯｾだいわ出水店内1F

130 冨山　成章 出水総合医療センター薬剤科 出水市明神町520

131 簗瀬　淳一 かりん薬局 出水市向江町12-38

132 岩下　佳敬 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513

133 児島　弘文 （医）互舎会　脇本病院 阿久根市脇本9093-2

134 児玉　麻代 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513

135 薗田　晃弘 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513

136 高田　侑那 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513

137 中尾　承司 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513

138 中嶋　敏子 市民調剤薬局 阿久根市塩鶴町2-124-2

139 浜園　龍 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513

140 原田　理美子 三文字薬局 阿久根市脇本7995-1

141 森永　知沙 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513

142 藺牟田　可奈 （医）栄和会 寺田病院 伊佐市大口上町31-4

143 鈴木　貴雄 さと薬局 伊佐市大口里358-１

144 戸田　成子 みどりの里薬局 伊佐市大口上町34-11

145 藤田　育代 ふれあいの里薬局 伊佐市大口里3040-1

146 藤田　尚志 みどりの里薬局 伊佐市大口上町34-11

147 森　久珠 (医)慈和会 大口病院 伊佐市大口大田68

148 松　理香 隼人薬局 霧島市隼人町松永3306-15

149 家村　俊子 サン調剤薬局 霧島市横川町中ノ244-3

150 泉　真一朗 あおぞら薬局 霧島市溝辺町麓1503-5

151 今出　唯史 みなと調剤薬局 霧島市国分山下町1654-6

152 江川　由貴 霧島市民薬局 霧島市国分中央3-38-16

153 大窪　紀江 ハッピー薬局　国分広瀬店 霧島市国分広瀬2-28-39

154 奥野　文彩 霧島桜ケ丘病院 霧島市牧園町高千穂3617-98

155 菊野　真由美 とまと薬局　国分店 霧島市国分中央3-19-15

156 黒田　孝 ハート薬局 霧島市国分向花166-2

157 髙山　隆文 ケーアイ調剤薬局　溝辺店 霧島市溝辺町有川327-4

158 齊藤　誠 ハッピー薬局　国分広瀬店 霧島市国分広瀬2-28-39

159 島本　恵一 みらい薬局本店 霧島市国分中央1-25-17

160 白石　智子 漢方薬局どんぐりとネコ 霧島市国分中央4-17-24

161 多賀　裕次郎 まいづる薬局 霧島市国分福島3-51-5

162 高島　新一 みつば薬局 霧島市隼人町姫城3-174-1

163 竹山　志織 フロム薬局 霧島市隼人町真孝1013-6

164 兜坂　智浩 とざか薬局　隼人店 霧島市隼人町真孝845-5

165 泊口　豊 霧島市民薬局 霧島市国分中央3-38-16

166 永松　浩太郎 すみれ薬局 霧島市国分新町1-6-52-7



167 中村　道代 霧島市民薬局 霧島市国分中央3-38-16

168 野元　好惠 ハッピー薬局　国分広瀬店 霧島市国分広瀬2-28-39

169 濵田　芳菜 そうごう薬局　隼人店 霧島市隼人町住吉1353-7

170 原田　浩輝 けやき薬局 霧島市隼人町松永1-37-2

171 平原　一樹 おおぞら薬局 霧島市国分松木東7-15

172 福森　明美 寺脇薬局 霧島市牧園町宿窪田927-4

173 福森　淳 寺脇薬局 霧島市牧園町宿窪田927-4

174 二渡　和枝 ケーアイ調剤薬局　溝辺店 霧島市溝辺町有川327-4

175 前田　浩子 ニック調剤薬局 国分西店 霧島市国分野口西19-32-1

176 百原　美佐緒 霧島市民薬局中央 霧島市国分中央1-7-60

177 梁井　憲蔵 ㈱アステム 霧島LISセンター(隼人支店） 霧島市隼人町真孝1710-39

178 山形　正道 山形薬用植物園 霧島市福山町福山4681-4

179 山口　直子 霧島市民薬局 霧島市国分中央3-38-16

180 山﨑　貴 国分中央病院 霧島市国分中央1-25-70

181 井上　彰夫 ㈲ケーアイ調剤薬局　西餅田店 姶良市西餅田106-6

182 岩下　泰久 (医)大進会  希望ヶ丘病院 姶良市平松5069

183 久保田　一成 たいよう薬局　西姶良 姶良市西姶良4-9-1

184 猿渡　豪 港町薬局 姶良市加治木町港町146-3

185 髙城　慎一郎 たき調剤薬局 姶良市西餅田572

186 新山　尚子 ひだまり薬局 姶良市宮島町56-29

187 濱畑　悠 ピッコロ調剤薬局 姶良市平松4745-3

188 松田　惠子 クローバー薬局 姶良市加治木町反土2628-8

189 三浦　正樹 ぶどうの木調剤薬局 姶良市加治木町木田1957-2

190 向江　八千代 マリンバ調剤薬局　加治木店 姶良市加治木町新富町106

191 安田　綾乃 ケーアイ調剤薬局　姶良店 姶良市西餅田118-3

192 柳瀬　京子 ひだまり薬局 姶良市宮島町56-29

193 桑田　賢輔 コトブキ薬局　鹿児島店 曽於市大隅町下窪町2-2

194 坂下　陽子 財部調剤薬局 曽於市財部町南俣11272-5

195 德持　史紀 曽於薬剤師会薬局 曽於市大隅町月野893-1

196 厚地　尚子 ひまわり薬局 志布志市志布志町安楽前田622-1

197 荒武　彩香 寿調剤薬局 鹿屋市寿2-1-17

198 川添　直也 さくら調剤薬局 鹿屋市札元1-6-43

199 河野　公 三井調剤薬局  寿店 鹿屋市寿3-11-29

200 小柳　摩利子 平和台病院 鹿屋市寿4-1-43

201 山本　悌子 (公社)いちょうの樹　メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町1043-1

202 松下　仁志 すみれ調剤薬局 肝属郡東串良町池之原974

203 厚地　弘幸 くすの木薬局 肝属郡肝付町北方字吹廻583-1

204 柿元　裕晃 高山薬局 肝属郡肝付町新富521-10

205 城元　千夏 ゆう調剤薬局 肝属郡肝付町前田4816-8

206 阿世知　学 （名）新星薬局　松畠店 西之表市西之表7465-5

207 阿世知　佳子 （名）新星薬局　松畠店 西之表市西之表7465-5

208 石崎　勝彦 種子島医療センター 西之表市西之表7463

209 谷　純一 種子島医療センター 西之表市西之表7463

210 名越　哲朗 かもめ薬局 西之表市鴨女町95

211 名越　富士子 わかば薬局 西之表市西之表7186-1

212 馬場　裕子 ギンザ薬局 西之表市西町7087－2

213 濱口　匠 種子島医療センター 西之表市西之表7463

214 山﨑　香織 ㈲のぞみ薬局 西之表市西之表7465-10

215 鎌田　政秀 元気薬局 熊毛郡南種子町中之上1700-157

216 四ヶ所　大輔 元気薬局 熊毛郡南種子町中之上1700-157

217 田中　孝明 のぞみ薬局　公立病院前店 熊毛郡南種子町中之上1700-156

218 峠　美由紀 元気薬局 熊毛郡南種子町中之上1700-157

219 岩垂　安彦 調剤薬局  風林堂 熊毛郡屋久島町栗生1751-5

220 勇　径明 なごみ薬局 奄美市名瀬和光町31-15


