
認知症研修を修了した薬剤師一覧　＜所在市町別事業所名５０音順、敬称略＞ （令和４年３月現在）

所在市町 氏名 所属事業所名 住所 電話番号

1 福井市 横田　賢 アイン薬局　四ツ居店 福井市北四ツ居2-18-33 0776-57-1720

2 江田　宗司 アイン薬局　四ツ居店 福井市北四ツ居2-18-33 0776-57-1720

3 村瀬　仁美 あそうづ薬局 福井市浅水町128-45 0776-38-3011

4 吉森　恵 あそうづ薬局 福井市浅水町128-45 0776-38-3011

5 内田　敦子 （有）安久薬局駅前店 福井市大手2-4-26シラサワビル1F 0776-25-0266

6 織田　ひとみ 羽水らいふ薬局 福井市木田3-2803 0776-35-3550

7 水上　弘樹 エンゼル調剤薬局 堀の宮店 福井市堀ノ宮1-119西川ビル1Ｆ 0776-29-0093

8 上原　敏 エンゼル調剤薬局 本店 福井市和田中3-111 0776-29-2005

9 梅木　誠一郎 エンゼル調剤薬局 本店 福井市和田中3-111 0776-22-0093

10 篠田　秀幸 エンゼル調剤薬局 本店 福井市和田中3-111 0776-29-2005

11 政田　裕未 エンゼル調剤薬局 本店 福井市和田中3-111 0776-22-0093

12 山下　友里 エンゼル調剤薬局 本店 福井市和田中3-111 0776-22-0093

13 山本　祐子 エンゼル調剤薬局 本店 福井市和田中3-111 0776-22-0093

14 渡邉　健郎 おおみや薬局 福井市大宮2-27-23 0776-43-0794

15 有田　諭 オレンジホームケアクリニック 福井市田原1-2-20 0776-21-3333

16 門前　利昭 かみもりた調剤薬局 福井市上森田1-403-2 0776-56-3700

17 米谷　恭子 かつき薬局 福井市浅水町103-36-1 0776-38-4220

18 白川　享子 木田らいふ薬局 福井市木田3-2402 0776-35-1489

19 京盛　節子 共創未来 下六条薬局 福井市下六条町214 0776-41-8581

20 古澤　淳子 共創未来 下六条薬局 福井市下六条町214 0776-41-8581

21 伊藤　愛 共創未来 新田塚薬局 福井市新田塚町721 0776-97-9081

22 野坂　恵子 共創未来 二の宮薬局 福井市二の宮4-8-24 0776-43-9401

23 田中　努 共創未来 二の宮薬局 福井市二の宮4-8-24 0776-43-9401

24 永松　千夏 協和調剤薬局 福井市板垣4-101 0776-63-6010

25 加藤　友里 光陽生協病院 福井市光陽3-9-23 0776-24-5009

26 近藤　貴子 桜町アルプ薬局 福井市下森田桜町6-12 0776-89-1591

27 竹村　比呂 桜町アルプ薬局 福井市下森田桜町6-12 0776-89-1591

28 井上　直子 さくら薬局福井県立病院前店 福井市米松2-6-11 0776-52-6808

29 鈴木　啓志 さくら薬局福井米松店 福井市四ツ井2-11-16 0776-57-0505

30 仲野　弘江 三和薬品（株） 福井市開発4-208 0776-54-2400

31 野坂　友彦 医療法人 十全会 あすわクリニック 福井市下馬3丁目511番地 0776-34-3600

32 松﨑　仁美 新松崎薬局 福井市照手1-11-8 0776-21-1100

33 塗茂　佳世 新松崎薬局 福井市照手1-11-8 0776-21-1100

34 永松　修 すまいる調剤薬局 若杉店 福井市若杉4-610 0776-34-6350

35 増田　悠理 そうごう薬局江守中店 福井市江守中1-1714-1 0776-43-1201

36 増田　知晃 そうごう薬局福井渕店 福井市渕2-902 0776-43-9751

37 竹澤　礼子 竹沢歯科医院 福井市上中町7-33 0776-52-2611

38 村田　光夫 中部薬品 大島薬局 福井市大島町柳101-4 0776-34-1060

39 松井　知己 なゆた薬局大願寺店 福井市大願寺3-9-25 0776-21-8915

40 斎藤　奈美 南山堂薬局 福井本店 福井市和田中3-107 0776-30-1855

41 橋詰　晴美 南山堂薬局 福井本店 福井市和田中3-107 0776-30-1855

42 前田　英子 南山堂薬局 福井本店 福井市和田中3-107 0776-30-1855

43 鈴木　美和 南山堂薬局 米松店 福井市北四ツ居1-2-39 0776-60-0022

44 上田　泰之 ひまわり調剤薬局 福井市下六条町215 0776-41-8510

45 髙畠　栄一 ひまわり調剤薬局 福井市下六条町215 0776-41-8510

46 福岡　香織 ひまわり調剤薬局 福井市下六条町215 0776-41-8510

47 吉田　理絵 ひまわり調剤薬局 福井市下六条町215 0776-41-8510

48 五十嵐　ひとみ ひまわり調剤薬局 北四ツ居店 福井市北四ツ居2-18-21 0776-52-5289

49 高嶋　小由美 ひまわり調剤薬局 北四ツ居店 福井市北四ツ居2-18-21 0776-52-5289
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50 梶本　敦子 ひまわり調剤薬局 北四ツ居店 福井市北四ツ居2-18-21 0776-52-5289

51 廣部　美佐子 広部薬局 福井市松本3-5-7 0776-22-4607

52 廣部　満 広部薬局 福井市松本3-5-7 0776-22-4607

53 上藤　慎也 福井県庁 福井市大手3-17-1 0776-20-0351

54 藤原　洋介 福井厚生病院 福井市下六条町201番地 0776-41-3867

55 永松　優花 福井市役所 福井市大手3丁目10-1 0776-20-5111

56 齋藤　あゆみ 福井調剤薬局 福井市米松2-6-1 0776-53-9666

57 杉本　訓子 福井調剤薬局 福井市米松2-6-1 0776-53-9666

58 常廣　玲央 福井調剤薬局 福井市米松2-6-1 0776-53-9666

59 浅島　麻衣子 福井調剤薬局 福井市米松2-6-1 0776-53-9666

60 山本　由嘉里 福井調剤薬局 福井市米松2-6-1 0776-53-9666

61 遠藤　千紘 福仁会病院 福井市文京5-10-1 0776-22-7133

62 小嶋　直美 ポプラ調剤薬局 福井市松本4-3-7 0776-89-1762

63 飯田　雅子 まりん調剤薬局 福井市四ツ井1丁目17-12 0776-57-1213

64 細川　美鈴 まりん調剤薬局　花堂店 福井市花堂中2-27-25 0776-33-3266

65 青山　睦美 みどり薬局 福井市光陽3-4-12 0776-25-7732

66 堀　和子 みどり薬局 福井市光陽3-4-12 0776-25-7732

67 猪俣　哲行 山の前薬局 福井市四ツ井2-11-11 0776-52-1114

68 西端　義広 山の前薬局 福井市四ツ井2-11-11 0776-52-1114

69 備後　友恵 ヨシエ調剤薬局 福井市四ツ井2-11-5 0776-53-3560

70 敦賀市 落合　豊 あわの薬局 敦賀市和久野14-13-5 0770-25-2082

71 南　雅継 泉ヶ丘薬局駅前店 敦賀市鉄輪町1-3-21 0770-47-5517

72 西本　章 泉ヶ丘薬局駅前店 敦賀市鉄輪町1-3-21 0770-47-5517

73 佐藤　友美 市立敦賀病院 敦賀市三島町1-6-60 0770-22-3611

74 角野　雅之 カドノ薬局 市立病院前店 敦賀市結城町17-7 0770-22-0880

75 角野　紀美恵 カドノ薬局 中央店 敦賀市中央町1-9-4 0770-22-5799

76 中川　昌尚 （株）クララ調剤薬局野神店 敦賀市野神40-258-4 0770-21-6801

77 佐飛　友稀美 げんき堂薬局 敦賀市新和町1-14-1 0770-22-8585

78 伊豆内　孝則 南山堂薬局 吉河店 敦賀市吉河41-1-22 0770-22-7715

79 南　惠 みなみ調剤薬局 敦賀市金山58-15-1 0770-25-8910

80 弟子丸　雅子 みなみ薬局 金山店 敦賀市金山76-1-1 0770-47-5102

81 小浜市 田中　敬二 おおて薬局 小浜市大手町2-17 0770-53-0711

82 西脇　亜紀 たんぽぽ薬局 小浜店 小浜市駅前町8-7 0770-52-8381

83 松川　ルミ たんぽぽ薬局 小浜店 小浜市駅前町8-7 0770-52-8381

84 花立　俊亮 日本調剤小浜薬局 小浜市大手町2-11 0770-52-8351

85 菅原　康 （有）山下薬局 小浜市小浜竜田24 0770-52-0048

86 大野市 宇野　美津江 奥越健康福祉センター 大野市天神町1-1 0779-66-2076

87 齋藤　隆英 サイト薬局 大野市春日1-3-6 0779-66-2992

88 酒井　和子 酒井漢方薬局 大野市元町6-16 0779-66-2817

89 酒井　雅広 酒井漢方薬局 大野市元町6-16 0779-66-2817

90 山川　智也 さくら薬局越前大野店 大野市春日1-11-13 0779-64-5161

91 山田　克春 山田薬局 大野市春日2-2-7 0779-65-3500

92 勝山市 坪内　晶子 おくえつ調剤薬局 勝山市長山町2-7-25 0779-87-7700

93 山内　圭子 タカダ薬局 勝山市郡町1-2-24 0779-88-3860

94 山内　辰朗 谷屋山内薬行薬局 勝山市沢町2-5-20 0779-88-0221

95 鯖江市 林　博子 共創未来 丹南薬局 鯖江市三六町1-1-27 0778-51-9525

96 𠮷田　美和 共創未来 丹南薬局 鯖江市三六町1-1-27 0778-51-9525

97 坂木　真木子 セムイ調剤薬局 神明店 鯖江市三六町2-443 0778-43-5820

98 水戸守 　淳也 セムイ調剤薬局 神明店 鯖江市三六町2-443 0778-43-5820
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99 野邊　幸介 チューリップ神明薬局 鯖江市糺町30-2-3 0778-42-7663

100 橋本　由香 つつじ調剤薬局 鯖江市三六町1-1-26 0778-54-0013

101 藤井　博子 つつじ調剤薬局 鯖江市三六町1-1-26 0778-54-0013

102 東田　陽 西鯖江ファーマライズ薬局 鯖江市本町2-3-10 0778-53-2523

103 五十嵐　龍治 ハート調剤薬局平井店 鯖江市平井町31-6-1 0778-62-7355

104 秋田　美樹 服部薬局 鯖江市河和田町19-5-1 0778-65-0280

105 服部　裕子 服部薬局 鯖江市河和田町19-5-1 0778-65-0280

106 廣野　栄美 服部薬局 鯖江市河和田町19-5-1 0778-65-0280

107 あわら市 板倉　美江子 エンゼル調剤薬局 北潟店 あわら市北潟59-18-5 0776-79-7130

108 小林　めぐみ エンゼル調剤薬局 北潟店 あわら市北潟59-18-5 0776-79-7130

109 波部　敢 エンゼル調剤薬局 北潟店 あわら市北潟59-18-5 0776-79-7130

110 西野　宏隆 医療法人　至捷会　木村病院 あわら市北金津57-25 0776-73-3323

111 越前市 藏元　智生 アイン薬局 越前高瀬店 越前市高瀬1-31-15 0778-23-2003

112 大久保　小百里 今立らいふ薬局 越前市粟田部町29-32-1 0778-42-3301 

113 窪田　博 エンゼル調剤薬局 武生西店 越前市上太田町49-5-8 0778-22-0093

114 金子　承平 クスリのアオキ平出薬局 越前市平出1-9-25 0778-21-2531

115 山田　健一郎 ココロ薬局 越前市高瀬1-20-21 0778-21-3147

116 蔵前　弥生 さくら薬局越前平出店 越前市平出1-12-28 0778-22-3260

117 正通　寛治 正通薬局 府中店 越前市府中2-3-23武生ハイツビル1F 0778-24-1670

118 田中　仁和 正通薬局 府中店 越前市府中2-3-23 0778-24-1670

119 正通　実穂 正通瑞香堂薬局 越前市南3-5-4 0778-24-0826

120 森中　裕信 セムイ調剤薬局 越前市横市町16-1-1 0778-22-1517

121 菅谷　久美子 （有）武生薬局 越前市天王町3-25 0778-22-0662

122 加藤　守男 丹南センター薬局 越前市横市町7-1-2 0778-21-3377

123 森下　要 (有)ツルカメ調剤薬局 越前市府中1-7-13 0778-22-4820

124 坂井市 若園　才子 かもめ薬局 坂井市三国町錦4-3-61 0776-81-3780

125 坂井　美樹 さくら薬局坂井丸岡店 坂井市丸岡町羽崎32-7-4 0776-67-6366

126 髙橋　裕美 さくら薬局坂井丸岡店 坂井市丸岡町羽崎32-7-4 0776-67-6366

127 斎藤　惠子 なゆた薬局かすみ店 坂井市丸岡町霞町1-48 0776-66-8915

128 松浦　美帆 にしき調剤薬局 坂井市三国町錦4-1-10 0776-81-4650

129 武曽　和明 春江病院 坂井市春江町針原65-7 0776-51-0029

130 佐野　公恵 フラワー薬局三国店 坂井市三国町中央1-1-20 0776-82-8193

131 中村　さゆり フラワー薬局三国店 坂井市三国町中央1-1-20 0776-82-8193

132 山村　貴広 丸岡調剤センター 薬局 坂井市丸岡町一本田25-23-3 0776-67-7560

133 出村　俊幸 リフレ調剤薬局 栄店 坂井市丸岡町栄1-201 0776-67-7670

134 永平寺町 木村　久美子 木村薬局 吉田郡永平寺町東古市16-56 0776-63-2132

135 坂口　裕子 木村薬局 吉田郡永平寺町東古市16-56 0776-63-2132

136 木村　嘉明 木村薬局 吉田郡永平寺町東古市16-56 0776-63-2132

137 成田　研 さくら薬局福井大学前店 吉田郡永平寺町松岡下合月24-9 0776-61-3611

138 根來　潤子 根來薬局 吉田郡永平寺町松岡葵2-106 0776-61-0006

139 有田　奈美 （一社）福井県薬剤師会水仙薬局 吉田郡永平寺町松岡御公領906 0776-61-4433

140 坂谷　英亨 （一社）福井県薬剤師会水仙薬局 吉田郡永平寺町松岡御公領906 0776-61-4433

141 嶋田　千穂 （一社）福井県薬剤師会水仙薬局 吉田郡永平寺町松岡御公領906 0776-61-4433

142 平賀　貴志 （一社）福井県薬剤師会水仙薬局 吉田郡永平寺町松岡御公領906 0776-61-4433

143 山口　洋枝 （一社）福井県薬剤師会水仙薬局 吉田郡永平寺町松岡御公領906 0776-61-4433

144 矢野　七恵 （一社）福井県薬剤師会薬事情報センター 吉田郡永平寺町松岡御公領906 0776-61-6566

145 藤井　豊 福井大学医学部 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-8286

146 越前町 市橋　富士夫 共創未来 織田薬局 丹生郡越前町織田102-48 0778-36-2300

147 高浜町 須田　晃弘 高浜調剤薬局 大飯郡高浜町宮崎87-15-20 0770-72-9383


