
令和４年３月末現在

番号 氏名 勤務先名 勤務先住所

1 秋田　真紀 千年薬局 鹿児島市千年2-11-13

2 林　純子 オレンジ玉里薬局 鹿児島市下伊敷1-24-13

3 四元　麻友美 クローバー薬局 鹿児島市下伊敷1-24-6

4 中拂　美千代 プラス薬局 鹿児島市下伊敷2-4-17

5 椿　なおみ オアシス薬局 鹿児島市伊敷台2-17-20

6 芝原　武志 伊敷調剤薬局 鹿児島市伊敷2-1-12

7 藤本　誠 伊敷調剤薬局 鹿児島市伊敷2-1-12

8 森　佑貴 もみじ薬局 鹿児島市草牟田2-13-19

9 永田　拓郎 もみじ薬局 鹿児島市草牟田2-13-19

10 米満　弘夫 米沢病院 鹿児島市新照院町19-8

11 中丸　徹一 西陵薬局 鹿児島市西陵2-1-20

12 満留　裕己 アトル 鹿児島市西別府町2941-17

13 鳥集　由里 木の葉薬局 鹿児島市田上3-12-8

14 堀ノ内　貴子 鶴丸薬品 鹿児島市田上台3-16-8

15 岩下　弘美 あすなろ薬局 鹿児島市薬師2-16-7

16 楠元　俊英 すずな調剤薬局 鹿児島市薬師2-27-8

17 上釜　唱子 白男川薬局 中央駅店 鹿児島市西田2-28-10-1F

18 白濵　百合 白浜病院 鹿児島市常盤1-17-1

19 才川　江美 白浜病院 鹿児島市常盤1-17-1

20 新名主　泰文 南国タケシタ薬局二中通り店 鹿児島市高麗町43-26

21 白澤　孝代 ナポリ通り薬局 鹿児島市上之園町10-3-101

22 高橋　海渡 若葉薬局 鹿児島市上之園町34-20-102

23 尾曲　佑太 三井調剤薬局 荒田店 鹿児島市荒田1-26-11

24 鬼塚　裕子 ライト薬局 鹿児島市上荒田町16-27-103

25 小笹　朝美 とまと薬局 市立病院前店 鹿児島市上荒田町25-19

26 乗越　悠 花ことば薬局 鹿児島市上荒田町25-19-102

27 清野　聡美 かねこクリニック 鹿児島市上荒田町8-6

28 恒吉　久美子 荒田八幡薬局 鹿児島市下荒田2-9-16

29 林　敦子 米盛病院 鹿児島市与次郎1-7-1

30 藤井　直子 米盛病院 鹿児島市与次郎1-7-1

31 横山　佐江子 イオン薬局 鹿児島市鴨池2-26-30

32 倉野　百合香 南日本薬剤センター薬局 鴨池新町店 鹿児島市鴨池新町5-8

33 宿里　美織 フラワー薬局 鹿児島市郡元2-12-10

34 平松　利佳 フラワー薬局 鹿児島市郡元2-12-10

35 平松　愛理 ローズ薬局 鹿児島市真砂町2-19

36 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

37 丸野　桂太郎 マルノ薬局 桜ヶ丘店 鹿児島市桜ヶ丘4-15-20

38 宮之原　麻里 鹿児島調剤薬局 鹿児島市桜ヶ丘8-26-7

39 高濱　和弘 鹿児島大学病院 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

40 藤田　和子 福元薬局 鹿児島市紫原4-33-1

41 福島　知美 福元薬局 鹿児島市紫原4-33-1

42 沼田　真由美 福元薬局 鹿児島市紫原4-33-1

43 崎元　諄子 スター調剤薬局 星ケ峯店 鹿児島市星ケ峯1-29-5
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44 吉川　好美 スター調剤薬局 星ケ峯店 鹿児島市星ケ峯1-29-5

45 中山　ひづる たいよう薬局 中山 鹿児島市山田町226-1

46 小川　貴純 さくらホスメディカル 鹿児島市山田町3323-11

47 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

48 有村　武志 すこやか調剤薬局 中山店 鹿児島市中山町5236-1

49 塩滿　佐和子 たいよう薬局 上塩屋 鹿児島市東谷山1-58-11

50 紙屋　円 南日本薬剤センター薬局 やくし店 鹿児島市東谷山4-33-6

51 片桐　晋平 パンジー薬局 鹿児島市東谷山6-37-25

52 松元　千恵 南日本薬剤センター薬局 鹿児島市谷山中央5-15-1

53 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

54 丸山　翔子 南日本薬剤センター薬局 鹿児島市谷山中央5-15-1

55 原　浩一 錦江薬局 鹿児島市光山1-1-33

56 堀下　昂平 喜入薬局 鹿児島市喜入町6029-4

57 阪元　孝志
独立行政法人国立病院機構指宿医療セン
ター

指宿市十二町4145

58 萩原　爾美子 大誠堂薬局 指宿市山川入船町55

59 網屋　美保 そよかぜ薬局 南九州市頴娃町別府65

60 今吉　昌乃 グリーンティ調剤まさの薬局 南九州市頴娃町別府331

61 摺木　加奈美 はるかぜ薬局 鹿児島市本名町1071-6

62 竹下　洋平 垂水調剤薬局 垂水市上町96

63 小池田　美和 垂水調剤薬局 垂水市上町96

64 小池田　誠 垂水調剤薬局 垂水市上町96

65 中島　隆司 垂水中央病院 垂水市錦江町1-140

66 東　勇希 垂水中央病院 垂水市錦江町1-140

67 愛甲　隼人 垂水中央病院 垂水市錦江町1-140

68 笹田　昌利 白百合調剤薬局 大島郡和泊町和泊531

69 迫田　喜久男 南九州調剤薬局 鹿児島市山下町16-1

70 池畑　恭子 マゼンタ薬局 鹿児島市山下町9-1-4F

71 御牧　夕紀子 いづろ今村病院 鹿児島市堀江町17-1

72 大小田　晃 いづろ今村病院 鹿児島市堀江町17-1

73 武　柳子 漢方のオリーブ堂薬局 鹿児島市金生町1-9

74 鐘ヶ江　淳 てらわき薬局 鹿児島市甲突町17-2

75 川名　ゆかり 厚地リハビリテーション病院 鹿児島市照国町13-37

76 山下　祐樹 高見馬場薬局 鹿児島市山之口町1-15-1

77 山下　奈緒美 かじや町さくら薬局 鹿児島市加治屋町13-3-1

78 佐々木　めぐみ タバタ薬局 高見馬場店 鹿児島市西千石町12-10

79 中野　聡洋 とまと薬局 西千石店 鹿児島市西千石町14-12

80 有村　昌恵 マロン薬局 鹿児島市西千石町16-16

81 髙木　誠史 日高病院 鹿児島市西千石町8-13

82 盛岡　晶子 平和市民薬局 鹿児島市下竜尾町1-15

83 紙屋　周一郎 南日本薬剤センター薬局 吉野店 鹿児島市吉野町2381-4

84 山口　恵 南日本薬剤センター薬局 吉野店 鹿児島市吉野町2381-4

85 錨　ゆかり はやま薬局 鹿児島市吉野町9071-1

86 竹ノ下　美智子 森口病院 鹿児島市下田町1763

87 加治木　智 ミネサキ串良調剤薬局 鹿屋市上小原4655-4

88 阿多　直美 さくら調剤薬局 鹿屋市札元1-6-43

89 荒武　彩香 寿調剤薬局 鹿屋市寿2-1-17
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90 東　康子 すずらん薬局 鹿屋市寿4-2-29

91 原田　学 あさひ薬局 鹿屋市寿5-2-39-1

92 池上　芳彦 三井調剤薬局 田崎店 鹿屋市田崎町2184-1

93 森　証治 愛生堂薬局 鹿屋市横山町1959-2

94 高津　和太 ゆう調剤薬局 肝属郡肝付町前田4816ｰ8

95 深江　公美子 高山薬局 肝属郡肝付町新富521-10

96 平井　馨 平井薬局 奄美市名瀬鳩浜町322

97 橋本　学 伊津部薬局 小浜店 奄美市名瀬小浜町24-13

98 伊集院　書子 和光薬局 奄美市名瀬和光町18-1

99 作山　順 大島調剤薬局 奄美市名瀬真名津町6-3

100 岡村　芳和 ひまわり薬局 奄美市名瀬金久町4-11

101 森　紘代 中江薬局 奄美市名瀬長浜町21-11

102 遊畑　沙織 奄美病院 奄美市名瀬浜里町170

103 中間　雅美 大島郡医師会病院 奄美市名瀬小宿3411

104 高嶋　房子 くれよん調剤薬局 薩摩川内市勝目町4110-21

105 永野　彩 こころ調剤薬局 薩摩川内市東開聞町6-20

106 吉村　正久 こころ調剤薬局 薩摩川内市東開聞町6-20

107 佐々木　良太 そうごう薬局 御陵下店 薩摩川内市御陵下町14-10

108 山口　敏子 大信薬局 上川内店 薩摩川内市御陵下町30-3144

109 宮之原　隆二郎 ひかり調剤薬局 薩摩川内市中郷1-11-2

110 下園　雄治 ひかり調剤薬局 薩摩川内市中郷1-11-2

111 大曲　久史 ひかり調剤薬局 薩摩川内市中郷1-11-2

112 德田　憲治 済生会川内病院 薩摩川内市原田町2-46

113 森谷　久美子 森園病院 薩摩川内市大小路町19-38

114 山口　裕次 森園病院 薩摩川内市大小路町19-38

115 川内　敦子 永井病院 薩摩川内市大小路町21-5

116 川内　友紀 アジア薬局 薩摩川内市大小路町22-10

117 岩田　武俊 ケーアイ調剤薬局 川内店 薩摩川内市高城町1945-3

118 松元　尚浩 市比野調剤薬局 薩摩川内市樋脇町市比野3087

119 元島　愛一郎 元島薬局 薩摩川内市入来町浦之名7464

120 寺地　拓哉 青空薬局 薩摩郡さつま町柏原2820

121 岡田　敏 おかだ薬局 伊佐市大口上町2-10

122 山口　雅巳 やまぐち薬局 伊佐市大口上町25ｰ6

123 吉留　亙 ひろ調剤薬局 いちき串木野市曙町116

124 中村　明美 ニューことぶき調剤薬局 いちき串木野市京町58-5

125 園田　克也 とまと薬局 串木野店 いちき串木野市元町155

126 北村　亮太 とまと薬局 串木野店 いちき串木野市元町155

127 山中　明子 緑調剤薬局 串木野店 いちき串木野市昭和通276

128 上野　生久子 村原薬局 南さつま市加世田村原1-7-8

129 田中　郁子 村原薬局 南さつま市加世田村原1-7-8

130 外西　和彦 タック調剤薬局 南さつま市加世田村原2-3-1

131 井上　聖奈 けんびどう薬局 南さつま市加世田武田18277-6

132 原田　町子 ハラダ薬局 南さつま市加世田本町17-1

133 木佐貫　公子 さつき薬局 南さつま市加世田地頭所568

134 小田原　一弘 さつき薬局 南さつま市加世田地頭所568

135 向江　文也 加世田しんあい薬局 南さつま市加世田東本町9-1
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136 井上　正英 いろは薬局 南さつま市加世田東本町9-地3

137 宇都　宗長 宇都薬局 南九州市知覧町郡86

138 市坪　麻紀 加世田病院 南さつま市加世田唐仁原1181

139 金田　佐知子 海浜薬局 南さつま市加世田高橋1952-2

140 東中川　雅史 海浜薬局 南さつま市加世田高橋1952-2

141 岩城　真子 グリーン薬局 枕崎市折口町117

142 深田　章 アステム 出水支店 出水市六月田町412

143 奥田　律子 奥田薬局 出水市六月田町935

144 宮﨑　千夏 そうごう薬局 出水店 出水市明神町482

145 福山　千聖 みやび薬局 市来店 いちき串木野市大里3910-6

146 川原　元治 みやび薬局 市来店 いちき串木野市大里3910-6

147 花木　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

148 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

149 徳留　麻美 前原総合医療病院 日置市伊集院町妙円寺1-1-6

150 佐久間　珠季 ドラッグイレブン薬局 伊集院店 日置市伊集院町猪鹿倉98

151 谷口　洋子 ケーアイ調剤薬局 清藤店 日置市伊集院町清藤2006-3

152 下出　綾子 クオール薬局 霧島店 霧島市霧島田口2115-16

153 前田　竜太郎 霧島市民薬局 霧島市国分中央3-38-16

154 松尾　誠也 エナジー薬局 霧島市国分府中町33-18

155 大田　瑞穂 イルカ調剤薬局 国分店 霧島市国分向花112-1

156 黒田　孝 ハート薬局 霧島市国分向花166-2

157 馬渡　麻衣 福山病院 霧島市福山町福山771

158 原田　浩輝 けやき薬局 霧島市隼人町松永1-37-2

159 大保　幸 あもりがわ薬局 霧島市隼人町松永3307-1

160 田原　洋 あもりがわ薬局 霧島市隼人町松永3307-1

161 濱尾　和洋 あもりがわ薬局 霧島市隼人町松永3307-1

162 屋敷　大輔 霧島市立医師会医療センター 霧島市隼人町松永3320

163 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

164 淵脇　ゆかり 霧島市立医師会医療センター 霧島市隼人町松永3320

165 森永　崇史 霧島市立医師会医療センター 霧島市隼人町松永3320

166 北園　幸大 霧島市立医師会医療センター 霧島市隼人町松永3320

167 佐藤　康行 ふらっと薬局 霧島市隼人町内933-3

168 飯山　浩志 ふれんど薬局 姶良市加治木町新生町130-3

169 田中　健聖 蒲生薬局 まちかみ支店 姶良市蒲生町上久徳2538

170 鎌田　隆司 かれん薬局 姶良市西餅田1348-4

171 湯川　久信 クオラリハビリテーション病院あいら 姶良市西餅田2300-1

172 中村　宏洋 中ノ丸薬局 姶良市東餅田433-17

173 田中　友美 my薬局あいら 姶良市西餠田940-5

174 神橋　裕太 たいよう薬局 西姶良 姶良市西姶良4-9-1

175 田﨑　恵 フタヤ薬局志布志店 志布志市志布志町安楽6179-3


