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地域
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所在市町村

氏　　名 医療機関の名称
医療機関
郵便番号

医療機関所在地
医療機関
電話番号

山形市 伊藤　洋美 樫の木薬局　あかねヶ丘店 990-2481 山形市あかねヶ丘2-10-45 023-645-2222

山形市 丘　龍祥 山形大学医学部附属病院　薬剤部 990-2331 山形市飯田西2-2-2 023-635-5121

山形市 緒方　國顕 さくら調剤薬局　鈴川店 990-0061 山形市五十鈴1-1-27 023-687-0622

山形市 後藤　実 樫の木薬局　桧店 990-0813 山形市桧町2-6-22 023-681-2521

山形市 小山　洋和 なりさわ西調剤薬局 990-2339 山形市成沢西4-11-31 023-687-0250

山形市 櫻井　可奈子 ラッキーバッグ（株）霞城薬局 990-0828 山形市双葉町2丁目4-19 023-665-0525

山形市 笹原　朋子 ファーコス薬局うわまち 990-2483 山形市上町3-11-6 023-646-2293

山形市 佐藤　剛実 さくら調剤薬局　長谷堂店 990-2363 山形市長谷堂113-2 023-674-0215

山形市 品川　八重 どうまち薬局 990-0051 山形市銅町2-6-33 023-687-0266

山形市 菅原　拓也 山形市立病院済生館 990-0042 山形市七日町1-3-26 023-625-5555

山形市 鈴木　康久 ブナの森調剤薬局　山形駅前店 990-0039 山形市香澄町1-18-7 023-674-9250

山形市 大丸　節 大丸薬局 990-0861 山形市江俣5丁目4-12 023-684-4916

山形市 髙橋　優太 ざおう薬局 990-2316 山形市大字片谷地315-6 023-665-5755

山形市 布宮　俊之 ヤマザワ調剤薬局　城西店 990-0832 山形市城西町4-19-3 023-685-7071

山形市 服部　昌子 調剤薬局ツルハドラッグ吉原店 990-2451 山形市吉原3丁目9-14 023-644-2706

山形市 山口　貴史 さくら調剤薬局　十日町店 990-0031 山形市十日町1-2-30-102 023-666-6822

山形市 渡邉　尚子 源泉堂薬局　駅前店 990-0038 山形市幸町16-8 023-626-4561

山形市 笹原　大司 篠田好生会　篠田総合病院 990-0045 山形市桜町2-68 023-623-1711

河北町 大場　久和 おおば調剤薬局 999-3512 西村山郡河北町谷地中央4-5-2 0237-71-0380

河北町 鈴木　涼平 コスモス薬局　河北病院前店 999-3511 西村山郡河北町谷地字月山堂375 0237-71-0577

河北町 大塚　恵子 コスモ調剤薬局　谷地店 999-3511 西村山郡河北町谷地月山堂371 0237-77-0075

山辺町 川島　敦 やまのべ駅前調剤薬局 990-0301 東村山郡山辺町大字山辺1258-12 023-674-0570

山辺町 黒田　真哉 ヤマザワ調剤薬局　山辺店 990-0301 東村山郡山辺町山辺6139-8 023-666-8605

寒河江市 岸野　哲浩 陵南調剤薬局 991-0057 寒河江市内ノ袋1-9-6 0237-85-0405

寒河江市 松塚　智子 陵南調剤薬局 991-0057 寒河江市内ノ袋1-9-6 0237-85-0405

寒河江市 大久保　和子 大久保薬局　落衣店 991-0056 寒河江市落衣前2-3 0237-86-8762

寒河江市 大久保　典子 大久保薬局　落衣店 991-0056 寒河江市落衣前2-3 0237-86-8762

東根市 佐藤　匠 フレンド薬局　東根中央 999-3711 東根市中央3-2-14 0237-43-6600

東根市 中西　章文 ブナの森調剤薬局　東根店 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2丁目17-7 0237-43-7474

大石田町 庄司　佳都子 庄司薬局 999-4100 北村山郡大石田町丙159 0237-35-2062

大石田町 赤津　義明 尾花沢調剤薬局 999-4113 北村山郡大石田町大字今宿字板橋890-5 0237-22-3525

村山市 松本　有夏 村山駅西調剤薬局 995-0038 村山市駅西23-7 0237-52-0388

村山市 海藤　郁代 エール薬局　たておか店 995-0025 村山市楯岡新町4-10-21 0237-52-3340

村山市 笠原　靖幸 コスモス薬局　湯野沢店 995-0112 村山市湯野沢字郷1897-12 0237-54-2181

上山市 緑川　和希 かえで薬局　上山店 999-3158 上山市新町2-1-36 023-664-3657
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金山町 安食　俊輔 金山調剤薬局 999-5402 金山町大字金山509-2 0233-52-9886

新庄市 中村　由利子 ナカムラ薬局 996-0076 新庄市城西町3-26 0233-23-3255

新庄市 山下　修 さくら調剤薬局 996-0053 新庄市大字福田字福田山774-35 0233-28-0056

米沢市 石川　梨沙 ハート調剤薬局　米沢駅前店 992-0026 米沢市東3丁目4-48 0238-40-1252

米沢市 遠藤　彰則 はなざわ薬局 992-0022 米沢市花沢町2686-5 0238-49-7747

米沢市 志賀　玲子 下島薬局 992-0025 米沢市通町4-7-30 0238-40-8531

米沢市 富塚　紀夫 コスモ調剤薬局　御廟店 992-0055 米沢市御廟3丁目2-5 0238-26-8060

米沢市 星　雅信 ＡＢＣ薬局　成島店 992-0057 米沢市成島町1-5-8 0238-21-1400

長井市 伊藤　雄介 あやめ薬局　駅前店 993-0084 長井市栄町4-20-1 0238-83-3166

長井市 保坂　俊輔 アップル薬局　長井店 993-0083 長井市大町9-26 0238-83-1280

高畠町 島崎　尚弧 ＳＳ調剤薬局 992-0351 高畠町大字高畠393-7 0238-52-5010

高畠町 高橋　郁子 ＳＳ調剤薬局 992-0351 高畠町大字高畠393-7 0238-52-5010

小国町 髙橋　美和子 おぐに調剤薬局 999-1352 西置賜郡小国町大字岩井沢425-11 0238-61-1061

鶴岡市 柳沢　隆太 ハート調剤薬局　七日町店 997-0034 鶴岡市本町2丁目11-22 0235-33-8266

鶴岡市 工藤　裕美 日本調剤　鶴岡南薬局 997-0816 鶴岡市文園町1-11 0235-29-7600

鶴岡市 長坂　宗也 みどり町薬局 997-0046 鶴岡市みどり町32-55 0235-28-3413

鶴岡市 本間　義人 ゆのはま薬局 997-1117 鶴岡市下川字七窪2-1202 0235-68-5818

遊佐町 荒井　裕平 日本調剤　遊佐町薬局 999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字前田83-1 0234-71-1081

酒田市 來生　淳 （株）あいファーマシー・ニーズ薬局　あきほ店 998-0828 酒田市あきほ町658-13 0234-21-4614

酒田市 畠山　俊夫 新井田薬局 998-0041 酒田市新井田町1-34 0234-23-5577

酒田市 堀　緑 あい薬局　松原南店 998-0841 酒田市松原南11-27 0234-26-8482

酒田市 本間　孝子 アイン薬局　ハート泉店 998-0018 酒田市泉町1-16 0234-28-9888

※　全修了者中、公表への同意者のみ掲載しています
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