
令和２年３月末現在

番号 氏名 勤務先名 勤務先住所

1 小城　順子 シルキー薬局 鹿児島市荒田2-43-8-100

2 秋吉　雅子 任天堂薬局 鹿児島市池之上町9-11

3 新澤　香穂里 任天堂薬局 鹿児島市池之上町9-11

4 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

5 藤本　誠 ㈲伊敷調剤薬局 鹿児島市伊敷2-1-12

6 宇都宮　和良 タバタ薬局　伊敷支所店 鹿児島市伊敷5-18-6

7 金澤　正智 (医)天陽会 中央病院 鹿児島市泉町6-7

8 岡村　史穂 天陽会　中央病院 鹿児島市泉町６－７

9 鹿島　舞 天陽会　中央病院 鹿児島市泉町６－７

10 西川　夕貴 天陽会　中央病院 鹿児島市泉町６－７

11 大山　彰子 天陽会　中央病院 鹿児島市泉町６－７

12 迫田　耕輔 天陽会　中央病院 鹿児島市泉町６－７

13 野田　麻未 天陽会　中央病院 鹿児島市泉町６－７

14 若松　優子 帝人ファーマ㈱　鹿児島営業所 鹿児島市上荒田町22-3-1F

15 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

16 福徳　美幸 とまと薬局　市立病院前店 鹿児島市上荒田町25-19

17 神谷　美貴子 花ことば薬局 鹿児島市上荒田町25-19-102

18 摺木　加奈美 花ことば薬局 鹿児島市上荒田町25-19-102

19 谷山　大 花ことば薬局 鹿児島市上荒田町25-19-102

20 東　正直 花ことば薬局 鹿児島市上荒田町25-19-102

21 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

22 瀬尾　朋子 鹿児島市立病院 鹿児島市上荒田町37-1

23 鎌田　真紀子 セイコー薬局　宇宿店 鹿児島市宇宿1-3-13

24 津村　知子 なかま薬局 鹿児島市宇宿7-15-15

25 白男川　眞理子 ㈲白男川薬局 鹿児島市上本町3-17

26 有馬　佳菜子 上荒田薬局 鹿児島市鴨池1-44-10

27 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

28 西　祐樹 かわかみ薬局 鹿児島市川上町2571-4

29 堀下　昂平 喜入薬局 鹿児島市喜入町6029-4

30 有馬　薫 わかば薬局　喜入店 鹿児島市喜入町6973-1

31 松元　徳二 わかば薬局　喜入店 鹿児島市喜入町6973-1

32 鐘ヶ江　淳 てらわき薬局 鹿児島市甲突町17-2

33 古川　実穂 南九州調剤薬局　郡元店 鹿児島市郡元1-13-3-101

34 田中　まゆみ 医療法人善浩会 田中大介歯科医院 鹿児島市郡元1丁目4-6

35 髙城　俊一 とまと薬局 鹿児島市小松原2-11-7

36 西田　弘子 スター調剤薬局　小松原店 鹿児島市小松原2-1-3

37 樫尾　珠美 谷山薬局  きよみ橋店 鹿児島市小松原2-35-8

38 上國料　淳 鶴丸調剤薬局　南鹿児島店 鹿児島市小松原2-36-5

39 金澤　直子 鹿児島大学病院 鹿児島市桜ケ丘8-35-1

40 束原　佳代 ㈲セオ薬局  荒田調剤 鹿児島市下荒田2-1-1-1F

41 中村　敏子 あおぞら薬局 鹿児島市下荒田3-40-18

42 吉永　和生 豊島病院 鹿児島市下荒田3丁目27-1

43 松田　崇浩 コスモス薬局 鹿児島市下伊敷1-1-11

44 武　恭昭 プラス薬局 鹿児島市下伊敷2-4-17
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45 豊島　修治 平和市民薬局 鹿児島市下竜尾町1-15

46 髙橋　真理 今給黎総合病院 鹿児島市下竜尾町4-16

47 満尾　夏絵 しんやしき薬局 鹿児島市新屋敷町2-5-1F

48 馬場　元博 もみじ薬局 鹿児島市草牟田2-13-19

49 安庭　義浩 （有）検見崎薬局 鹿児島市草牟田2-17-1

50 小島　美穂 たまざと調剤薬局 鹿児島市草牟田2丁目28-10

51 眞田　真由美 たまざと調剤薬局 鹿児島市草牟田2丁目28-10

52 松下　靖子 すばる薬局 鹿児島市大黒町1-15

53 濵田　大治 あさひ薬局　田上店 鹿児島市田上2-16-17

54 川元　由実 マリンバ調剤薬局　武店 鹿児島市武1-27-2-1F

55 新村　赴人 林内科胃腸科病院 鹿児島市武2-33-8

56 松永　拓子 オレンジ薬局 鹿児島市武2-34-2

57 西川　みつき れいめい薬局 慈眼寺店 鹿児島市谷山中央6-23-12

58 鮫島　綾子 りぼん薬局 鹿児島市中央町11-2F

59 宮川　千佳子 りぼん薬局 鹿児島市中央町11-2F

60 田邉　尚美 ライム調剤薬局 鹿児島市中山町1917-1

61 板坂　朋広 ㈲ケーアイ調剤薬局　中山店 鹿児島市中山町2284

62 才川　江美 (医)恵和会 白浜病院 鹿児島市常盤1-17-1

63 濵田　陽子 内科柴田病院 鹿児島市中町12-14

64 森岡　修一 べっぷ薬局アリーナ前 鹿児島市永吉1丁目11－10

65 安田　淑枝 マルノ薬局南林寺店 鹿児島市南林寺町2-1

66 嶋﨑　小矢加 タバタ薬局　高見馬場店 鹿児島市西千石町12-10

67 山口　めぐみ タバタ薬局　高見馬場店 鹿児島市西千石町12-10

68 有村　昌恵 マロン薬局 鹿児島市西千石町16-16

69 久木原　倫子 医療法人敬愛会　中江病院 鹿児島市西千石町4-13

70 工藤　笑未 敬愛会 中江病院 鹿児島市西千石町4-13

71 上釜　唱子 白男川薬局　中央駅店 鹿児島市西田2-28-10

72 内村　純子 ㈲天文館薬局 鹿児島市東千石町13-16

73 徳満　章子 医療法人慈風会　厚地脳神経外科病院 鹿児島市東千石町4-13

74 森　浩隆 医療法人慈風会　厚地脳神経外科病院 鹿児島市東千石町4-13

75 松田　泉 あかり薬局 東千石店 鹿児島市東千石町4-35スカイパーキングビル1階

76 鮫島　久美子 清心薬局 鹿児島市東谷山3-25-15

77 津田　かおり 清心薬局 鹿児島市東谷山3-25-15

78 白男川　静香 スター調剤薬局　坂之上店 鹿児島市光山2-10-25

79 白男川　慎也 スター調剤薬局　星ヶ峯店 鹿児島市星ヶ峯1-29-5

80 野元　優基 いづろ今村病院 鹿児島市堀江町17-1

81 百﨑　栄一 ミドリ薬局　堀江町店 鹿児島市堀江町7-11

82 濵平　英子 ㈱ｻﾝ・ﾀﾞｲｺｰ鹿児島支店 鹿児島市宮之浦町907-9

83 内山　裕一 にしぞの薬局 鹿児島市紫原7-14-1

84 上園　礼美 ㈱かみぞの薬局明和店 鹿児島市明和1-26-5

85 池田　菜美 白石病院 鹿児島市薬師1丁目12番22号

86 岩下　弘美 あすなろ薬局 鹿児島市薬師2-16-7

87 楠元　俊英 すずな調剤薬局 鹿児島市薬師2-27-8

88 迫田　喜久男 南九州調剤薬局 鹿児島市山下町16-1
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89 金井　洋子 アルモニー薬局 鹿児島市山下町8-1-1F

90 鎌田　貴志 アルモニー薬局 鹿児島市山下町8-1-1F

91 服部　美紀 タバタ薬局　吉野店 鹿児島市吉野1丁目44番17号

92 濵田　知津子 けだなの薬局 鹿児島市吉野2-30-12

93 井上　鶴美 こうえん薬局 鹿児島市吉野町1丁目9-21

94 工藤　和大 吉野中央薬局 鹿児島市吉野町2286-3

95 椎名　由帆 吉野中央薬局 鹿児島市吉野町2286-3

96 白坂　有沙 吉野中央薬局 鹿児島市吉野町2286-3

97 篠原　大志 サニー薬局 鹿児島市吉野町3073-146

98 志賀　さつき かきぞの薬局  吉野店 鹿児島市吉野町719-14

99 宮田　幸男 整形外科はやしだ病院 日置市伊集院町下谷口2423

100 山口　多喜子 たまる薬店 日置市東市来町長里34

101 下拂　知江 花田薬局 日置市吹上町小野1198-1

102 上園　斉昭 ㈱かみぞの薬局 日置市吹上町中原2929

103 岩城　真子 グリーン薬局 枕崎市折口町119

104 大迫　行恵 グリーン薬局 枕崎市折口町119

105 原　眞里子 ㈲錦江薬局　枕崎店 枕崎市松之尾町6

106 鏑流馬　大己 イブスキ薬局 指宿市大牟礼1-1-16

107 野口　貴生 イブスキ薬局 指宿市大牟礼1-1-16

108 山崎　昇平 ハート薬局 指宿市大牟礼3-7-1

109 青木　傳 そうごう薬局  開聞店 指宿市開聞十町1298-1

110 冨田　隆志 かいもん・トミタ薬局 指宿市開聞十町2858-1

111 岩本　祐子 指宿浩然会病院 指宿市十町1130

112 松原　佳代子 指宿浩然会病院 指宿市十町1130

113 清　邦明 アイリス薬局 指宿市十町1144

114 梅本　啓史 指宿医療センター 指宿市十二町4145

115 篠原　有祐美 指宿薬剤師会薬局 指宿市十二町4224

116 村場　洸太 指宿薬剤師会薬局 指宿市十二町4224

117 中川路　耕 指宿薬剤師会薬局 指宿市十二町4224

118 山本　洋子 山本薬局 指宿市西方4772

119 宇都　健二 ケーアイ調剤薬局　指宿店 指宿市東方8320-1

120 古賀　敏哉 なのはな薬局 指宿市東方8714-22

121 坂梨　彰彦 ひかり調剤薬局 指宿市湊2-12-8

122 堀部　拓人 ㈲チェリー調剤薬局 指宿市湊2-24-10

123 萩原　爾美子 ㈲大誠堂薬局 指宿市山川入船町55

124 泊　恵子 ほんまち薬局 南さつま市加世田東本町14-19

125 坂元　成行 加世田中央薬局 南さつま市加世田東本町28-1

126 今村　智志 加世田しんあい薬局 南さつま市加世田東本町9-1

127 大薗　知子 なぎさ薬局 南さつま市金峰町池辺2831

128 網屋　美保 そよかぜ薬局 南九州市頴娃町別府65

129 上野　泰弘 しんまち薬局 南九州市川辺町田部田3968-1

130 上野　直美 しんまち薬局 南九州市川辺町田部田3968-1

131 赤池　剛 川辺調剤薬局 南九州市川辺町両添大正田1209-1

132 津田　康彦 知覧平和薬局 南九州市知覧町郡17810-3
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133 丸田　兼志 くじゃく薬局 薩摩川内市御陵下町20-20

134 吉元　広美 さつま薬局 薩摩川内市御陵下町2650-3

135 小川　由貴 大王マリンバ薬局 薩摩川内市大王町1-6

136 賀川　寛人 大王マリンバ薬局 薩摩川内市大王町1-6

137 芝原　一憲 ビオラ調剤薬局 薩摩川内市大王町4-8-2

138 吉村　珠江 ㈱アトル　川内支店 薩摩川内市中郷町京田2387

139 赤座　光則 宮崎町薬局 薩摩川内市宮崎町3000

140 羽賀　真一 ひぐらし薬局 薩摩川内市向田町1016

141 岩元　暢秀 青空薬局 薩摩郡さつま町柏原2820

142 猪野　三和 青空薬局 薩摩郡さつま町柏原2820

143 内ノ倉　久美子 青空薬局 薩摩郡さつま町柏原2820

144 山元　光平 クオラリハビリテーション病院 薩摩郡さつま町船木2311-6

145 長谷川　裕子 クオラリハビリテーション病院 薩摩郡さつま町船木2311-6

146 藤田　佳奈 クオラリハビリテーション病院 薩摩郡さつま町船木2311-6

147 鬼塚　晋一郎 やまだ薬局 薩摩郡さつま町宮之城屋地1378-1

148 金山　俊夫 ひまわり薬局 出水市上知識町854

149 宮﨑　千夏 そうごう薬局  出水店 出水市明神町482

150 御手洗　芙美 そうごう薬局  出水店 出水市明神町482

151 池ノ上　直子 ㈱アトル 南九州ALC 霧島市国分敷根300番地

152 坂口　真紀子 みほし薬局 霧島市国分中央4-2634-1

153 南宅　恵美子 霧島マリンバ薬局 霧島市国分野口東9-37

154 元吉　孝子 おおぞら薬局 霧島市国分松木東7-15

155 山口　雅巳 やまぐち薬局 伊佐市大口上町25-6

156 松尾　俊治 （医）栄和会 寺田病院 伊佐市大口上町31-4

157 永友　絵美 城田薬局 伊佐市大口大田1254-6

158 杉山　温子 城田薬局 伊佐市大口大田1254-6

159 荒木　あゆみ マリンバ調剤薬局　加治木店 姶良市加治木町新富町106

160 有村　みさき 大井病院 姶良市加治木町本町141

161 大久保　あゆみ ぶどうの木調剤薬局 姶良市加治木町木田1957-2

162 佐藤　直人 とまと薬局　蒲生店 姶良市蒲生町上久徳2560

163 中拂　美千代 うらら薬局 姶良市西餅田97-2

164 大橋　とも子 ゆうき薬局 姶良市平松2878-23

165 石崎　省子 大進会　希望ヶ丘病院 姶良市平松5069番地

166 徳重　晴香 スマイル薬局　姶良店 姶良市松原町2-20-5

167 吉永　里香子 ひだまり薬局 姶良市宮島町56-29

168 植木　香子 ひだまり薬局 姶良市宮島町56-29

169 山之内　利三郎 やまのうち薬局 曽於市大隅町下窪町101

170 松下　広美 曽於薬剤師会薬局 曽於市大隅町月野893-1

171 濵田　貴代 テルセラあおい薬局 曽於市末吉町新町1-9-1

172 原口　直也 ㈲ヒロ調剤薬局 曽於市末吉町本町2-11-6

173 中島　啓 ㈲ヒロ調剤薬局 曽於市末吉町本町2-11-6

174 川野　一夫 財部記念病院 曽於市財部町南俣3619

175 請　博志 有明薬局 志布志市有明町野井倉8035-1

176 石塚　あゆみ セイシェル薬局 志布志市志布志町安楽2192-6



令和２年３月末現在

番号 氏名 勤務先名 勤務先住所

令和元年度薬剤師認知症対応力向上研修修了者名簿

177 飯野　房子 安楽薬局 志布志市志布志町安楽52-5

178 津曲　康輔 フタヤ薬局　志布志店 志布志市志布志町安楽6179-3

179 田﨑　恵 フタヤ薬局　志布志店 志布志市志布志町安楽6179-3

180 東山　智栄 （医）左右会　介護老人保健施設　つわぶき 志布志市志布志町志布志1-13-3

181 富永　博之 グリーン薬局 志布志市志布志町志布志286-9

182 淵合　貴志 ㈲本町調剤薬局 志布志市松山町泰野470-2

183 坂本　伸二 寿八丁目薬局 鹿屋市笠之原町29-5

184 前野　真貴子 寿八丁目薬局 鹿屋市笠之原町29-5

185 野々村　勉 寿八丁目薬局 鹿屋市笠之原町29-5

186 徳留　靖代 吾平中央薬局 鹿屋市吾平町上名7682-4

187 加治木　佳裕 ふだもと薬局 鹿屋市札元2-3808-10

188 加治木　加奈子 あさひ薬局 鹿屋市寿5-2-39-1

189 倉内　清史 あさひ薬局 鹿屋市寿5-2-39-1

190 山下　智博 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川135-3

191 髙木　智子 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川135-3

192 宮元　秀樹 川口薬局　錦江店 肝属郡錦江町馬場423-3

193 森　証治 オレンジ薬局 肝属郡南大隅町根占川南3769

194 向井　裕 ㈲愛調剤薬局 肝属郡肝付町前田928-7

195 内村　陽子 せいざん病院 西之表市住吉3363-2

196 平井　馨 平井薬局 奄美市名瀬鳩浜町322

197 田原　直行 国立療養所奄美和光園 奄美市名瀬和光町1700


