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氏名 所属先（薬局名） ＴＥＬ

浅野 貴子 ふたば薬局 藤田店 024-585-1113

阿部 悟 公立藤田総合病院　 024-585-1097

荒井 亮人 クオール薬局 野田町店 024-534-5130

荒井 桂子 ファーマライズ薬局 大町店 024-526-4555

安西 亮介 ことぶき調剤薬局 024-521-2781

石澤 洋史 しみず薬局 しのぶヶ丘店 024-531-1811

江川 伸一 にほんまつアイ薬局 0243-62-1561

大島 理英子 公立藤田総合病院 024-585-1097

太田 来希 大原綜合病院 024-526-0300

影山 緑子 ファーマライズ薬局 南福島店 024-539-8989

鍛治内 大輔 ふたば薬局 笹谷店 024-555-5535

加藤 淳子 クオール薬局 とやの店 024-544-1280

川村 早苗 福島赤十字病院 024-534-6101

菅野 千春 ぷらんたん薬局 024-521-1010

熊田 翔 クオール薬局 西若松店 0242-36-6589

黒澤 梢 公立藤田総合病院 024-585-2121

紺野 陽広 ふたば薬局 藤田店 024-585-1113

近野 志穂 クオール薬局 福島東店 024-573-9070

斎藤 雅子 あじさい薬局 024-534-2317

佐久間 利信 コスモ調剤薬局 大町店 024-573-6028

佐々木 孝志 大原医療センター 024-554-2001

佐藤 晋作 そよかぜ薬局 024-555-6481

佐藤 総子 司生堂薬局 024-521-2233

佐藤 友美

佐藤 南 福島赤十字病院 024-534-6101

島貫 英二 クオール薬局 野田町店 024-534-5130



霜山 愉香 ふたば薬局 北五老内店 024-536-3481

白石 丈也 けや木薬局 024-553-6505

直箟 晋一 あおぞら薬局 競馬場前店 024-536-1626

菅野 友美 クオール薬局 郡山２号店 024-927-6889

鈴木 紗希子 キュウキュウ堂薬局 二本松店  0243-22-8899

清野 陽子 ふたば薬局 藤田店 024-585-1113

髙橋 祐介 クオール薬局 笠間店 045-895-9533

直井 康悟 クオール薬局 南沢又店 024-555-2866

中澤 克次 アサヒ薬局 024-593-5178

長谷川 由佳 福島県立医科大学附属病院 024-547-1211

馬場 圭一郎 アジア堂薬局 024-546-7059

林田 恭一 クオール薬局 西那須野店 0287-39-3330

原垣内 大地 奥羽調剤薬局 ＪＲ福島駅店 024-535-0021

古川 恵利香 公立藤田総合病院 024-585-2121

堀切 茂正 ベース薬局 北町店 024-573-7112

本間 正幸 本間薬局 024-557-6880

松木 友治 コスモ調剤薬局 南沢又店 024-555-6385

松本 由利子 クラフト薬局 笹谷店 024-559-2200

峯田 真由子 福島第一病院 024-557-5111

武藤 健 武藤薬局 024-562-2635

持丸 淳 クオール薬局 郡山店 024-991-0789

森山 弘子 ほうらい薬局 024-549-2191

門間 なつ美 ぷらんたん薬局 024-521-1010

山口 由弥 クオール薬局 ささきの店 024-555-1189

山﨑 祐理子 クオール薬局 郡山３号店 024-927-6589

結城 康子 アップル薬局 保原店 024-575-3633

吉田 丘 大原綜合病院 024-526-0300

吉田 有里 大原綜合病院 024-526-0300

米田 真紀 きりん調剤薬局 024-534-3201



蓬田 隆治 公立藤田総合病院 024-585-2121

渡邊 苑子 大原医療センター 024-554-2001

渡邉 由起 ふたば薬局 笹谷店 024-555-5535

渡邉 祥人 クオール薬局 野田町店 024-534-5130

相澤 香日 福島県立医科大学附属病院 024-547-1111

猪股 遼磨 クオール薬局 福島東店    024-573-9070

岩渕 保彦 アイン薬局 福島店   024-573-5721 

大内 虹輝 福島県立医科大学附属病院 024-547-1111

大江 敬太郎 福島県立医科大学附属病院 024-547-1111

大野 誉司 クオール薬局 福島黒岩店    024-572-7838

大桃 徳之 クオール薬局 とやの店    024-544-1280

岡野 佑紀 大原綜合病院 024-526-0300

岡部 理紀 北福島医療センター 024-551-0551

小﨑 恵美 JA福島厚生連 白河厚生総合病院 0248-22-2211

金田 彩 スマイル薬局 船引店   0247-81-1522

金田 大輝 キュウキュウ堂薬局 二本松店    0243-22-8899

川又 光敏 保原薬局 松川店 024-567-6967

木田 奈緒也 大原総合病院 024-526-0300

久保 美保 ほうらい薬局   024-549-2191

桑田 織江 アイン薬局 開成店 024-927-1822

金藤 龍一 クオール薬局 福島黒岩店 024-572-7838

齊藤 直美 公立藤田総合病院 024-585-2121

坂口 祐太 クオール薬局 野田町店 024-534-5130

坂本 聖弥 クオール薬局 南沢又店 024-555-2866

佐藤 早 ファーマライズ薬局 北沢又店    024-555-2200

佐藤 大悟 ほうらい薬局   024-549-2191

佐藤 博美 ふたば薬局 保原店 024-575-0166

佐藤 裕理 アイランド薬局 山下店  024-535-1189

篠木 瞬 アイランド薬局 二本松店    0243-62-1089



高橋 郁江 アイン薬局 福島店 024-573-5721 

橘 美和 保原薬局 やぎた店 024-539-7558

丹治 なつ美 保原薬局 松川店 024-567-6967

津田 亜由美 公立藤田総合病院 024-585-2121

永島 久義 福島県立医科大学付属病院 024-547-1111

野地 拓哉 大原綜合病院 024-526-0314

峯 晴香 福島県立医科大学附属病院 024-547-1111

森 麻美 大原綜合病院 024-526-0300

矢吹 純 きりん調剤薬局 024-534-3201

山本 亜理沙 クオール薬局 郡山３号店 024-927-6589

山脇 出 あだち調剤薬局    0243-22-6680

吉田 尚弘 あおぞら薬局 舟場町店   024-572-7493

吉田 博樹 保原薬局 松川店 024-567-6967

渡辺 和子 遠藤薬局 0243-34-2061

渡邉 小百合 ふたば薬局 藤田店   024-585-1113

渡邊 隆央 アイランド薬局 山下店    024-535-1189

藁谷 美保 福島県立医科大学付属病院 024-547-1111

小関 祥子 こせき薬局 024-526-4777


