薬剤師の認知症対応力向上研修修了者薬局リスト（名古屋市）
※受講時の自己申告情報です。現在の詳細等は薬局へ直接お問い合わせください。
地区

薬局名

所在地

464-0006 名古屋市千種区光が丘1-1612

ワコウ薬局

464-0008

電話番号

もうり調剤薬局
千種店

名古屋市千種区宮根台1-7-7
あんどうファミリークリニックビル1階

052-782-6211

三聖堂薬局

464-0031 名古屋市千種区徳川山町5-1-31

052-757-5593

464-0032 名古屋市千種区猫洞通3-7-4

052-757-2137

はすのは調剤薬局

464-0036 名古屋市千種区本山町2-38

052-757-3900

株式会社スギヤマ薬品
高見研修センター

464-0073 名古屋市千種区高見1-1-5

052-757-5411

たかみ調剤薬局

464-0073

名古屋市千種区高見1-1-11
山田アパート1階

052-752-8065

フラワー薬局
東部医療センター前店

464-0073 名古屋市千種区高見1-1-11

052-751-3137

あんず調剤薬局

464-0073

たまみず薬局

464-0075 名古屋市千種区内山2-8-6

本山店

名古屋市千種区高見1-18-14
グリーンハイツ高見1階

高橋

052-715-5992

464-0026 名古屋市千種区井上町27

自由ヶ丘店

薬剤師名（受講年度）

052-725-3030

星ヶ丘マタニティ病院

ケア調剤薬局

早川

寿弥（2020年度）

忠志（2021年度、2020年度）
武藤

秋山

朋恵（2020年度）

理恵（2021年度）、木村 比呂子（2021年度）、
藤掛 京子（2018年度）
大野

芽生（2020年度、2019年度）
奥村

法生（2017年度）

東方
門脇

真衣（2021年度）、岩元
山田

052-759-5333
052-734-8966

義人（2018年度）

佳代子（2016年度）

田中

直子（2016年度）

玉水

誠（2018年度）

052-732-8808

しょうなん調剤薬局

464-0077 名古屋市千種区神田町31-19

052-875-6781

うえの調剤薬局

464-0082 名古屋市千種区上野3-8-20

1階

052-725-5573

古田

由美子（2017年度）

かりん薬局
茶屋ヶ坂調剤センター

464-0092 名古屋市千種区茶屋が坂1-12-22

052-739-7116

櫻庭

実奈子（2016年度）

夏目薬局

464-0095 名古屋市千種区天満通2-9

052-711-7228

夏目

英子（2018年度）

岩下

紀子（2021年度）

ポトス薬局

いまいけ店

ほしがおか店

ちくさ調剤薬局
みゆきファーマシー

田代店

464-0075

464-0802

名古屋市千種区星ヶ丘元町14-4
星ヶ丘プラザビル4階

052-789-1070

464-0821

名古屋市千種区末盛通1-17
中久木ビル

052-763-1129

464-0833 名古屋市千種区大島町1-24

052-734-7719

名古屋市千種区覚王山通8-70-1
サンクレア池下4階

顕（2019年度）、長崎 純佳（2019年度）、伊藤 友紀（2018年度）、
佐々木 貴子（2018年度）、山中 亜美（2018年度）
篠崎

青山
花井

絹枝（2020年度）

幸子（2016年度）、池田

匡二（2016年度）

知加子（2021年度、2020年度、2019年度、2017年度、2016年度）

阪神調剤薬局

池下店

464-0841

ヤマモト薬局

春岡店

464-0847 名古屋市千種区春岡通5-5

052-732-1616

トーカイ薬局

池下店

464-0848 名古屋市千種区春岡1-4-19

052-764-0631

464-0850 名古屋市千種区今池4-11-5

052-757-5411

濱田

圭介（2016年度）

菊井の漢方薬局

464-0850 名古屋市千種区今池4-14-11

052-731-7119

稲生

裕人（2019年度）

有限会社

464-0850

スギヤマ調剤薬局

アサヒ薬局

バニラ薬局
日本調剤

今池店

名古屋市千種区今池5-17-2
スターブル517 1階

052-764-5686

板野

要（2017年度）

名古屋市千種区内山2-15-15
メゾン内山1階

くるみ調剤薬局

千種区

郵便番号

052-744-5115

照井

克枝（2017年度）、布野
山本
谷口

浩美（2017年度）

紀子（2016年度）

嘉奈（2018年度、2016年度）

高橋 典子（2021年度、2020年度、2016年度）、
沼田 理恵（2019年度）、安居 咲恵（2016年度）

今池店

464-0850 名古屋市千種区今池5-36-21

052-753-3457

大久手薬局

464-0854 名古屋市千種区大久手町5-16

052-744-3575

鬼頭

佳子（2016年度）

464-8650 名古屋市千種区楠元町1-100

052-757-6765

浦野

公彦（2020年度）

464-8681 名古屋市千種区鹿子殿1-1

052-762-6111

愛知学院大学

薬学部

がんセンター病院

川口

石川

はる美（2019年度）

梨耶（2020年度）、武馬 裕美子（2019年度）、
水野 靖也（2016年度）

地区

薬局名

キョーワ薬局

高岳店

よつば薬局
アイランド薬局
ナツメ薬局

泉店

代官町店

郵便番号

所在地

電話番号

461-0001 名古屋市東区泉2-26-2

052-508-4767

461-0001 名古屋市東区泉2-29-17

052-936-3939

461-0001 名古屋市東区泉3-26-7

山田ビル1階

薬剤師名（受講年度）

大木
磯村

052-935-8870

片岡

剛（2020年度）
昌彦（2018年度）

容子（2019年度）、水野

莉沙（2019年度）

461-0002 名古屋市東区代官町24-6

052-982-8888

石井

健来（2016年度）

（株）アマノ

461-0004 名古屋市東区葵1-3-15

052-253-6020

村上

雅之（2016年度）

合資会社

461-0004 名古屋市東区葵3-1-21

052-935-1479

榊原

智広（2016年度）

白壁調剤薬局

461-0011 名古屋市東区白壁3-1-28

052-933-1101

いいだまち調剤薬局

461-0013

名古屋市東区飯田町34
イイダマチハウス1階北側

052-938-8580

渡邊

友梨（2016年度）

このみ薬局

461-0022

名古屋市東区東大曽根町18-7
仲村ビル1階

052-917-0917

白井

直子（2021年度）

461-0022 名古屋市東区東大曽根町22-7

052-981-4148

繁益

凪紗（2018年度）

461-0022 名古屋市東区東大曽根町40-12

052-979-0561

井桁

舞子（2016年度）

すみれ処方せん調剤薬局

461-0024 名古屋市東区山口町12-15

052-979-3977

後藤

仁嗣（2017年度）

スカイ調剤薬局

461-0037 名古屋市東区百人町109-1

052-930-7777

川口

真奈（2016年度）

052-937-8518

曽田

和已（2016年度）

池尾

優也（2019年度）

葵ニコニコ薬局

髙田

理架（2018年度）、髙田

明夫（2016年度）

東区

マルミ薬局

大曽根店

おおぞね薬局

駅前店

東店

名古屋市東区新出来町2-6-15
コーポ都1階

太陽堂薬局

461-0038

合資会社

461-0040 名古屋市東区矢田2-11-36

052-711-3471
052-715-5330

マルヤス薬局

サエラ薬局

砂田橋店

461-0045 名古屋市東区砂田橋4-1-52

イオン薬局

ナゴヤドーム前店

461-0048

めいてつ調剤薬局

東大手店

名古屋市東区矢田南4-102-3
イオンナゴヤドーム前店 1階

461-0019 名古屋市東区三の丸4-3-14

井上

裕貴（2021年度）、小笠原 直美（2020年度、2019年度）、
日野 由樹（2017年度）

052-725-6450

加藤

裕子（2018年度）

052-957-7355

小島

一晃（2020年度）

地区

薬局名

所在地

電話番号

薬剤師名（受講年度）

ハロー薬局

如意店

462-0007 名古屋市北区如意2-96

052-909-2610

すばる薬局

如意店

462-0007 名古屋市北区如意2-112

052-902-7455

早川

洋平（2019年度）

すばる薬局

苗田店

462-0009 名古屋市北区苗田町61

052-902-5111

早川

綾野（2019年度）

462-0014 名古屋市北区楠味鋺1003

052-909-5153

濱

462-0016 名古屋市北区西味鋺3-333

052-506-7287

榛村

川中調剤薬局

462-0022 名古屋市北区川中町11-12

052-982-6760

はちみつ薬局

462-0032 名古屋市北区辻町3-60-1

052-508-8314

伊藤

陽子（2020年度）

スギ薬局

462-0033 名古屋市北区金田町3-22

052-981-7728

岩崎

泰子（2018年度）

志賀店

462-0056 名古屋市北区中丸町2-2

052-910-0089

佐久間

ココカラファイン薬局
志賀公園前店

462-0056 名古屋市北区中丸町2-5

052-910-3083

村田

スギヤマ調剤薬局

464-0057 名古屋市北区平手町1-10

052-919-0054

ビー・アンド・ディー調剤薬局
志賀公園店

462-0057 名古屋市北区平手町1-13

052-880-7267

さくら薬局

462-0058

アクア調剤薬局
コスモス調剤薬局

大野木店

城北店

クオール薬局

北区

郵便番号

平手店

名古屋西志賀店

名古屋市北区西志賀町3-42
フローラルゆたか1階

松木

文香（2018年度）、安藤

加藤

堀田

彩子（2019年度）
忠明（2020年度）

大貴（2020年度、2019年度、2016年度）

美咲（2016年度）
夕佳（2020年度）

恭生（2021年度、2016年度）、金子
服部

052-982-9013

伊藤

武史（2020年度、2019年度）

武生（2016年度）
千鶴子（2019年度）

アクア調剤薬局

上飯田店

462-0802 名古屋市北区上飯田北町1-18-3

052-919-7730

アイランド薬局

上飯田店

462-0804 名古屋市北区上飯田南町2-76

052-913-1189

アクア調剤薬局

462-0804 名古屋市北区上飯田南町2-80-2

052-919-7730

ハロー薬局

462-0809 名古屋市北区上飯田西町1-33-3

052-914-1806

今野

啓子（2019年度）

052-915-1701

古田

雄久（2016年度）

462-0825 名古屋市北区大曽根1-22-46

052-325-5831

木下

規子（2016年度）

462-0831 名古屋市北区城東町7-157-4

052-913-5458

長谷川

上飯田店

コスモス調剤薬局
スギ薬局

大曽根北店

大曽根店

城東薬局

462-0810

名古屋市北区山田4-1-52
レクイエやまだ102

中日調剤薬局

黒川店

462-0841

名古屋市北区黒川本通4-38
カーサビアンカ黒川2階

052-508-7158

あるぷす薬局

清水店

462-0844

名古屋市北区清水3-17-8
コーポオオサワⅡ1Ｆ-A

052-910-3312

こぐま調剤薬局
くるみ調剤薬局
さくら薬局

くろかわ店

名古屋金城店

462-0845 名古屋市北区柳原4-7-7

052-916-7088

名古屋市北区金城2-5-8
名城ビル1階

052-910-4800

462-0847

平阪

希（2016年度）

晃子（2017年度）、伊藤
安藤

貴志（2020年度）

深山

坂田

綾（2019年度）

守（2018年度）

真一（2016年度）、森田
尾崎
牧野

陽子（2016年度）

美穂（2016年度）

美紀（2016年度）

勲（2019年度、2018年度）

村松

由紀子（2019年度）

462-0847 名古屋市北区金城3-5-22

052-910-0311

服部

友香（2019年度）

ぺんぎん調剤薬局

462-0861 名古屋市北区辻本通3-24-2

052-915-2233

宮本

陽子（2016年度）

名古屋市立
薬剤科

462-8508 名古屋市北区平手町1-1-1

055-991-8121

中村

康夫（2018年度）

西部医療センター

地区

薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

薬剤師名（受講年度）

たんぽぽ薬局
西部医療センター前店

451-0015 名古屋市西区香呑町1-1-1

ユニファーマシー
こうのみ薬局

451-0015

名古屋市西区香呑町6-50
ノーステラス庄内通1階

052-325-3238

トーカイ薬局

451-0015

名古屋市西区香呑町6-68-5
シャンボール西村1階

052-523-6080

451-0016 名古屋市西区庄内通1-73-1

052-908-1717

松本

徳子（2020年度）

ドラッグ天塚

451-0021 名古屋市西区天塚町4-66

052-529-1170

丹羽

秀昭（2019年度）

上名古屋調剤薬局

451-0025 名古屋市西区上名古屋1-14-25

052-521-1667

（株）キキョウファーマシー
なのはな薬局

451-0031 名古屋市西区城西4-32-6

052-325-7779

あおぞら薬局

451-0035 名古屋市西区浅間2-7-18

052-523-8070

かりん薬局
那古野調剤センター

451-0042 名古屋市西区那古野2-23-15

052-485-9606

沖勘六薬局

451-0043 名古屋市西区新道1-19-2

052-569-5505

沖

自由堂薬局

451-0045 名古屋市西区名駅2-26-18

052-541-0995

長谷川

さこう薬局

451-0052 名古屋市西区栄生1-32-11

052-569-1626

浅野

庄内通店

コスモス調剤薬局

庄内通店

052-528-3881

玉置
伊藤

千雅（2018年度）

初穂（2016年度）、遠藤
澤田

北島

舞（2017年度）

恵美子（2019年度）

山口
浦

文人（2016年度）

陽子（2019年度）

晋一郎（2021年度、2020年度、2019年度、2018年度、2016年度）、
不破 史貴（2020年度、2019年度、2016年度）
丹下 由美（2019年度、2017年度、2016年度）、
竹内 尚子（2018年度）、竹内 雄一（2016年度）
活也（2019年度）
摂子（2016年度）

西区

はるか薬局

栄生

451-0052

名古屋市西区栄生2-5-11
名鉄栄生駅1階

由香里（2018年度）

052-414-6536

中尾

理香（2016年度）

かりん薬局

451-0053 名古屋市西区枇杷島1-18-5

052-528-5225

加藤

博之（2016年度）

（有）サカイ調剤薬局
わかば店

451-0071 名古屋市西区鳥見町2-146

052-531-6563

彦坂

広美（2016年度）

げんき堂薬局

451-0072

名古屋市西区笠取町4-108
シャトーレ笠取 1階

052-528-1700

赤堀

一仁（2018年度）

名鉄病院

451-8511 名古屋市西区栄生2-26-11

052-551-6121

青木

洋平（2019年度）

清里アイリス薬局

452-0802 名古屋市西区比良3-63

052-509-1975

野々垣

452-0803 名古屋市西区大野木5-62

052-506-7287

榛村

サクライ薬局

452-0805 名古屋市西区市場木町134

052-503-2678

愛知県青い鳥医療療育センター

452-0822 名古屋市西区中小田井5-89

052-501-4079

うきの調剤薬局

452-0846 名古屋市西区浮野町21-2

052-504-7101

庄内店

コスモス調剤薬局

大野木店

櫻井

忠明（2017年度）

達也（2017年度）、櫻井
鈴木

俵

静恵（2018年度）

智惠子（2017年度）

昌代（2021年度）

康博（2020年度）、守田

桂子（2020年度）

地区

薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

薬剤師名（受講年度）

グラクソ・スミスクライン株式会
社

450-0001

名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル18階

くるみ調剤薬局
名古屋駅クリスタル店

450-0002

名古屋市中村区名駅4-1-3
クリスタルMAビル6階

052-618-9715

鈴木

智子（2017年度）

新生ファーマシー

450-0002

名古屋市中村区名駅4-4-10
名古屋クロスコートタワー2階

052-586-2828

高木

夏江（2021年度）

クオール株式会社

450-6034

名古屋市中村区名駅1-1-4
JRセントラルタワーズ オフィス棟34階

052-589-1389

佐野

友麻（2019年度）

エムハート薬局
大名古屋ビルヂング店

450-6409

名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング9階

052-551-0235

井上

貴夫（2018年度）

調剤薬局amano
JRゲートタワー店

450-6615

名古屋市中村区名駅1-1-3
JRゲートタワー 15階

052-756-2081

北

恒川薬局

453-0016 名古屋市中村区竹橋町35-25

052-459-1847

内野

由紀子（2017年度）

ビタミン薬局

453-0024 名古屋市中村区名楽町5-39

052-461-4175

長尾

真里子（2016年度）

453-0041 名古屋市中村区本陣通5-117

052-756-3953

ヤナセ薬局

453-0041 名古屋市中村区本陣通5-134

052-471-7272

柳瀬

里絵（2019年度）

豊臣調剤薬局

453-0046 名古屋市中村区道下町2-57

052-483-3138

中村

壽子（2019年度）

かりん薬局
中村日赤前調剤センター

453-0047 名古屋市中村区元中村町3-8

052-414-7230

スギヤマ調剤薬局
中村日赤前店

453-0047 名古屋市中村区元中村町3-3

052-486-2251

香取調剤薬局

453-0055 名古屋市中村区香取町1-26-2

052-411-0568

マツダ薬局

453-0065 名古屋市中村区靖国町1-100

オオシマ薬局

453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-77

052-413-2655

453-0801 名古屋市中村区太閤4-7-22

052-485-9800

453-0804 名古屋市中村区黄金通1-8

052-452-0251

453-0812 名古屋市中村区西米野町1-94-2

052-462-9851

オレンジ調剤薬局

453-0828 名古屋市中村区中村本町1-28

052-483-1989

坪井

義之（2019年度）

オレンジ調剤薬局

453-0834 名古屋市中村区豊国通2-20-1

052-412-4193

嶋出

朋子（2019年度）

あたご調剤薬局

453-0841 名古屋市中村区稲葉地町3-12-2

052-462-9341

玉置

清二（2020年度）

たんぽぽ薬局

453-0853

052-486-2181

西川

賢司（2019年度）

みんなの薬局

中村

原

荒井

義博（2021年度）

晋次（2017年度）

朋子（2021年度、2020年度、2019年度）

福江
吉田

美智子（2020年度）

尚史（2021年度、2020年度）、山本

東（2017年度）

中村区

スマイル薬局

たいこう店

黄金調剤薬局
キョーワ薬局

中村店

くるみ調剤薬局

城西病院前店

スマイル薬局

かすもり店

調剤薬局アマノ
名鉄メンズ館店

いわつか店

名古屋市中村区牛田通1-17
ライオン牛田ビル1階

1階

052-485-4566

453-0861 名古屋市中村区岩塚本通4-50

052-485-7381

名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄百貨店メンズ館2階

典子（2019年度、2017年度）、寺西

052-412-5835

453-0855 名古屋市中村区烏森町8-1207

465-8505

柴田

052-446-8035

松田
大島

美貴子（2017年度）

キヨミ（2021年度、2017年度）

礼子（2020年度、2019年度）、大島

平井

広行（2020年度）、成瀬
小林

樋田

庄司
山田

靖（2019年度）

博之（2019年度）

和世（2018年度）

恵梨香（2018年度）、宮田

雅仁（2016年度）

正志（2017年度）、水野 由紀（2017年度）、
亜由美（2017年度）、庄司 正志（2016年度）
平井

広行（2018年度、2016年度）
林

真佐子（2018年度）

地区

薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

薬剤師名（受講年度）

調剤薬局amano
名古屋医療センター前2号店

460-0001

名古屋市中区三の丸3-1-1先
地下鉄市役所駅 地下1階

052-957-3940

調剤薬局amano
名古屋医療センター前店

460-0001

名古屋市中区三の丸3-1-1先
地下鉄市役所駅 地下1階

052-955-5401

国立病院機構
名古屋医療センター

460-0001 名古屋市中区三の丸4-1-1

052-951-1111

丸の内大島薬局

460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-38

052-231-1898

大島

秀康（2016年度）

丸の内薬局

460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-6

052-951-3414

松浦

太一（2021年度）

中日新聞社健康保険組合
中日病院

460-0002 名古屋市中区丸の内3-12-3

052-961-2491
（代）

荒川

敏洋（2019年度）

東邦薬品株式会社

460-0003

名古屋市中区錦1-3-7
SK名古屋ビル3階

052-205-6164

玉置

清二（2017年度）

愛知県薬剤師会
サカエ調剤薬局

460-0004

名古屋市中区新栄町1-3
日丸名古屋ビル2階

052-951-9238

ピーエム調剤薬局

460-0004

名古屋市中区新栄町1-3
日丸名古屋ビル2階

052-951-1201

株式会社中日エムエス

460-0004

名古屋市中区新栄町1-3
日丸名古屋ビル9階

052-961-6601

たんぽぽ薬局千早店

460-0007 名古屋市中区新栄1-37-9

新栄ホーム薬局

460-0007 名古屋市中区新栄3-7-12

コスモス調剤薬局

伏見店

カメイ株式会社

1階

石原

千春（2020年度、2019年度、2018年度）、澤村 陽子（2020年度）、
酒井 未和（2019年度）、鈴木 俊輔（2019年度）

堀田

大輔（2018年度）、松谷
勝

鈴木
久米

涼子（2018年度）、古田

弘毅（2021年度）、佐藤

恵子(2018年度)

菜月（2019年度）

雄大（2020年度）、児島

右子（2019年度）

ちか子（2019年度）、守田 桂子（2019年度）、
野村 幸子（2016年度）
庄司

渚（2017年度）

052-269-1730

鈴木

佳代（2017年度）

052-253-6211

安藤

京子（2019年度）

460-0008

名古屋市中区栄2-1-1
日土地名古屋ビル2階

052-204-3331

吉田

佳代（2017年度）

460-0008

名古屋市中区栄2-3-16
アーク栄広小路ビル2階

052-684-4712

佐藤

英昭（2018年度）

調剤薬局amano

サカエ中店

460-0008

名古屋市中区栄3-5-12先
栄地下街

052-684-8056

藤原

林子（2019年度）

調剤薬局amano

コスモ栄ビル店

460-0008

名古屋市中区栄3-7-13
コスモ栄ビル4階

052-249-3755

伊藤

公一（2016年度）

460-0008 名古屋市中区栄3-27-1

052-251-1160

460-0008 名古屋市中区栄3-21-29

052-684-5222

中区

カメイ調剤薬局
調剤薬局amano

栄店
栄本町通店

田中
伊藤

佳子（2018年度）、松川

千秋（2018年度）

加奈子（2021年度）、岩佐

治典（2017年度）

フォレスト調剤薬局 栄

460-0008

名古屋市中区栄4-2-29
名古屋広小路プレイス2階

052-269-6230

中日処方せん調剤薬局

460-0008

名古屋市中区栄4-10-36
久屋中日ビル1階

052-263-7506

ファミリア調剤薬局

460-0011 名古屋市中区大須2-27-25

平和堂薬局

460-0011 名古屋市中区大須3-27-22

大須スマイル薬局

460-0011 名古屋市中区大須4-14-61

上前津薬局

460-0012

なごや調剤薬局

460-0012 名古屋市中区千代田5-13-18

052-265-2025

有限会社

昭和調剤薬局

460-0012 名古屋市中区千代田5-23-6

052-243-2731

矢野

薫平（2019年度）

日本調剤

名大前薬局

460-0012 名古屋市中区千代田5-1301

052-241-0114

藤井

敦子（2019年度）

460-0012 名古屋市中区千代田5-2031

052-243-3066

鶴舞薬局
ませ調剤薬局
調剤薬局アモス

金山店
金山店

460-0022

名古屋市中区千代田3-33-24
マイティコミュニティ千代田1階

名古屋市中区金山1-14-9
長谷川ビル４階

460-0022 名古屋市中区金山5-9-1

吉村
鄭

彩織（2017年度）

塁（2018年度）、坂元

里枝（2016年度）

海沼

知子（2018年度）

052-241-1733

名倉

恒則（2019年度）

052-238-2828

宮崎

敦子（2021年度）

052-324-5005

杉原

真理（2021年度）

052-332-0300
052-881-2280

伊藤

近藤
岩田
岡田

良根（2016年度）、草原

ゆり（2016年度）

麻千子（2019年度）、永縄
珠美（2021年度）、間瀬

尚志（2017年度）
定政（2016年度）

祐美子（2016年度）、久留宮

久絵（2016年度）

地区

薬局名

小林薬局

郵便番号

鶴羽町支店

466-0011 名古屋市昭和区鶴羽町3-20-2

山川調剤薬局
みゆきファーマシー
ナツメ薬局

所在地

御器所店

陶生店

電話番号

薬剤師名（受講年度）

052-364-9061

466-0014

名古屋市昭和区東畑町2-35
エスペランサ1階

052-753-5538

466-0015

名古屋市昭和区御器所通1-24
岩田ビル1階

052-745-0046

池田
山川

眞喜子（2021年度、2016年度）、伊藤

安井

052-842-8193

名古屋市薬剤師会会営薬局
市薬調剤センター

466-0026 名古屋市昭和区陶生町1-8

052-851-3611

岡松薬局

466-0027 名古屋市昭和区阿由知通2-20

052-733-1052

466-0027 名古屋市昭和区阿由知通4-7

052-842-2112

藤堂

466-0037 名古屋市昭和区恵方町1-31

052-858-3166

岡

昭和薬局

466-0047 名古屋市昭和区永金町1-17

052-881-9451

矢野

野村薬局

466-0051 名古屋市昭和区御器所2-3-1

052-881-9077

天池ホーム薬局

466-0051

スギヤマ調剤薬局
スギ薬局

御器所店

御器所西店

医療法人生寿会

かわな病院

名古屋市昭和区御器所2-6-22
天池ビル1A

052-871-2349

植松

優（2019年度）、村田
喜多

加藤

野村
鈴木

直子（2017年度）

久勝（2021年度、2019年度、2018年度、2016年度）

466-0026 名古屋市昭和区陶生町1-7-6

御器所店

千恵（2016年度）

禎治（2017年度）

真理（2017年度）

貴樹（2018年度）、藤田

伸枝（2017年度）

恭正（2020年度）
妙子（2019年度）
裕美（2019年度）

浩夫（2018年度）、野村

真理（2018年度）

弘子（2020年度、2019年度、2016年度）、山本

466-0807 名古屋市昭和区山花町50

052-761-3225

内藤

敦子（2017年度）

052-832-5751

小島

晴義（2019年度）

グリーン薬局

八事日赤前店

466-0814 名古屋市昭和区妙見町46-3

中日調剤薬局

八事日赤前店

466-0815

名古屋市昭和区山手通3-9-2
エイジトピア山手ビル1階

052-861-1561

466-0815

名古屋市昭和区山手通3-10
グランウエスト山手1階

052-848-9251

三谷

浩一（2016年度）

466-0824

名古屋市昭和区山里町66-2
ヒルズヤマザト1階

052-839-1226

鍋谷

伸子（2016年度）

466-0826

名古屋市昭和区滝川町32
ナビオ杁中1階

052-861-0202

八事調剤センター薬局

466-0826

名古屋市昭和区滝川町47-1
ウッディプラザ八事1階

052-861-0083

みずの調剤薬局

466-0826 名古屋市昭和区滝川町47-129

052-836-5520

いりなか調剤薬局

466-0833 名古屋市昭和区隼人町12-15

052-835-1205

イオン薬局

466-0834 名古屋市昭和区広路町字石坂2-1

052-836-7088

堀

スズキ調剤薬局

466-0851 名古屋市昭和区元宮町5-7-7

052-759-0252

宮部

服部薬局

466-0854

智子（2016年度）

昭和区

ゴールデン薬局

山手通店

はるか薬局
あんず薬局

昭和

八事店

塩付店

名古屋市昭和区広路通1-17-2
ライオンズマンション広路通1階

鈴木

鈴木

ひろみ（2016年度）、名和

秀明（2016年度）、渡邊
小林
鈴木
船橋

雅子（2016年度）

一世（2016年度）

俊雄（2018年度）
まゆみ（2019年度）
正彦（2018年度）

真美（2020年度）、相宮
眞士（2018年度）、安井

周子（2018年度）
一正（2018年度）

052-759-3603

大畑

淳子（2019年度）

薬局サングリーン

466-0856 名古屋市昭和区川名町4-11

052-759-1711

佐藤

亜弓（2018年度）

しょうなんＮＥＷＳ調剤薬局
安田通店

466-0858 名古屋市昭和区折戸町5-53-7

052-753-3444

川浪

伸子（2016年度）

日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第二病院

466-8650 名古屋市昭和区妙見町2-9

052-832-1121

今髙

多佳子（2021年度、2020年度）

地区

薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

キョーワ薬局 桜山店

467-0002

名古屋市瑞穂区川澄町1-2
サンステイツ2 1階

052-841-8916

陽明調剤薬局

467-0025

名古屋市瑞穂区松栄町2-99
梅雲マンション店舗102

052-833-6200

薬剤師名（受講年度）

坂井
田中

雅弘（2017年度）

久恵（2021年度、2019年度、2017年度）

アイランド薬局

みかん山店

467-0041 名古屋市瑞穂区密柑山町2-48-1

052-839-3656

サンハート薬局

八勝店

467-0042 名古屋市瑞穂区八勝通2-27

052-838-7105

株式会社ひまわり薬局

467-0056 名古屋市瑞穂区白砂町1-38

052-861-1311

あお調剤薬局

467-0064

スギ薬局

弥富通店

467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通3-29

052-861-5325

石谷

治男（2018年度）

株式会社

弥富薬局

467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通5-53

052-831-2529

柳澤

佑児（2018年度）

サクラ井薬局

467-0805 名古屋市瑞穂区桜見町2-11

052-841-0398

宇佐美

みずほ調剤センター薬局

467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-5

052-859-0700

藤掛薬局

467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-16-1

052-841-8852

467-0815 名古屋市瑞穂区前田町1-55-1

052-858-3810

今枝

052-881-3355

林

名古屋市瑞穂区弥富通2-14-1
瑞穂公園アイリス1階

052-861-1003

久保田
松澤

のりこ（2016年度）

知恵子（2017年度）、松澤
佐々木

長瀬

知恵子（2016年度）

知子（2018年度）

雅司（2021年度）、青木 いくみ（2019年度、2016年度）、
長瀬 みゆき（2016年度）

由美（2017年度）

瑞穂区

サンハート薬局

大喜店

ゆず薬局
名北調剤
コスモス調剤薬局

467-0825 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町1-23-1

1階

上田

さゆり（2019年度）、松崎 暁子（2019年度）、
長崎 彩子（2018年度）
元山

真理子（2018年度）

和子（2018年度）、福山
佳奈子（2016年度）、林

貴仁（2018年度）
玲子（2016年度）

467-0827 名古屋市瑞穂区下坂町1-23-10

052-889-7101

行田

峰久（2017年度）

467-0831 名古屋瑞穂区惣作町1-17

052-881-4475

奥田

恭正（2021年度）

467-0842 名古屋市瑞穂区妙音通4-36-1

052-859-1001

藤井

敦子（2016年度）

至誠堂薬局

467-0879 名古屋市瑞穂区平郷町2-7

052-881-3841

若山

悦子（2017年度）

名古屋市立大学病院（薬剤部）

467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

052-851-5511

堀田店

東海薬局
コスモス調剤薬局

新瑞橋店

大橋

一輝（2017年度）、榊原

諒子（2017年度）

地区

薬局名

郵便番号

所在地

医療法人杏園会

老健かなやま

456-0004 名古屋市熱田区桜田町9-3

サンハート薬局

金山店

456-0011

医療法人

三恵会服部病院

名古屋市熱田区花町2-5
SOLAO金山1階

電話番号

薬剤師名（受講年度）

052-883-0080

小林

052-683-6117

濱島

功武（2019年度）

永梨奈（2020年度）、堀之内

456-0012 名古屋市熱田区沢上1-3-20

052-681-6561

456-0016 名古屋市熱田区五本松町13-19

052-678-7701

456-0033 名古屋市熱田区花表町21-10

052-693-6961

456-0035 名古屋市熱田区白鳥2-11-5

052-611-6919

熱田店

456-0035 名古屋市熱田区白鳥3-5-7

052-679-6034

一番町店

456-0053 名古屋市熱田区一番3-9-8

050-3671-5088

456-0057 名古屋市熱田区五番町3-10

052-665-3350

医療法人杏園会
熱田リハビリテーション病院

456-0058 名古屋市熱田区六番1-1-19

052-682-3077

有）エンゼル薬局

456-0058 名古屋市熱田区六番2-1-8 フィオラ86

052-652-3305

下山薬局

456-0058 名古屋市熱田区六番2-7-22

052-661-3930

たいほう薬局

456-0062 名古屋市熱田区大宝1-1-1

052-671-0710

澤井

恒伸（2018年度）

白鳥調剤薬局

456-0062

名古屋市熱田区大宝1-2-3
ヴェルクレート日比野B201

052-678-3025

根岸

利次（2019年度）

456-0068 名古屋市熱田区神野町1-97

052-679-6566

青木 麻希（2017年度）、伊藤 智子（2017年度）、
宇野 直子（2017年度）、服部 香折（2017年度）

オハナ薬局

456-0074 名古屋市熱田区比々野町70-6

052-680-1022

河津

日比野調剤薬局

456-0078

名古屋市熱田区比々野町72
コーポ魚半1階

052-212-5400

イオン薬局

456-8763 名古屋市熱田区六野1-2-11

052-687-5142

あおば薬局

西高蔵店

マイタウン薬局

熱田店

コスモス調剤薬局
ませ調剤薬局
あおば薬局

レインボー薬局

しろとり店

東海通店

坂井

かおり（2017年度）

社本
小田

永子（2017年度）

幸子（2016年度）

聡（2020年度、2017年度）、本多
井上

吉田

由貴（2019年度）

真澄（2018年度）、打矢
鏡味

馬場

満（2017年度）

祥子（2016年度）

理代（2018年度）

薫（2021年度、2020年度）、落合 政期（2019年度、2018年度）、
加藤 伸康（2017年度）、窪田 亜紀（2017年度）

熱田区

サンハート薬局

日比野店

熱田店

足立
榎本
横井

美千子（2019年度）

均（2018年度、2017年度）

ひろみ（2018年度、2016年度）

みどり（2019年度）、佐藤
久納

孔治（2017年度）

秀俊（2020年度）

北川 文子（2021年度、2020年度、2019年度、2017年度）、
宮下 淳子（2020年度、2019年度、2018年度、2016年度）

地区

薬局名

コスモス調剤薬局

山王店

所在地

電話番号

薬剤師名（受講年度）

454-0011 名古屋市中川区山王1-8-6

052-321-2010

大野

調剤薬局ツルハドラッグ
尾頭橋店

454-0012 名古屋市中川区尾頭橋3-4-19

052-324-8268

谷

阪神調剤薬局

454-0012 名古屋市中川区尾頭橋3-5-23

052-324-7355

大橋

美月（2019年度）

Zipファーマシー白沢薬局
尾頭橋店

454-0012 名古屋市中川区尾頭橋3-5-24

052-323-8036

中村

彩音（2016年度）

日本調剤

尾頭橋薬局

454-0012 名古屋市中川区尾頭橋3-6-14

052-321-7848

榎木

好美（2018年度）

株式会社

岡平薬局

454-0013 名古屋市中川区八熊2-1-1

052-331-3021

岡平

鎮江（2017年度）

サトウ薬局

454-0034 名古屋市中川区五女子町1-17

052-361-0015

佐藤

峰子（2016年度）

大島薬局

454-0048 名古屋市中川区元中野町2-62

052-352-8538

大橋

弘治（2019年度）

454-0053 名古屋市中川区外新町2-46-2

052-354-2510

454-0804 名古屋市中川区月島町9-4

052-363-5777

454-0818 名古屋市中川区松葉町4-56

052-363-3955

454-0831 名古屋市中川区三ツ屋町1-12

052-354-2488

なぎさ薬局

454-0842 名古屋市中川区宮脇町1-142-2

052-363-2003

ほそごめ薬局

454-0847 名古屋市中川区細米町2-3

052-365-2033

454-0862 名古屋市中川区的場町1-49

052-351-1205

尾頭橋店

あおば薬局

外新町店

たつみ薬局
アイランド薬局

名西店

トーカイ薬局

中川区

郵便番号

中川店

てるてる薬局

荒子観音店

名古屋市中川区柳森町403
Pennビル1階

服部

未来（2019年度）、前野 真由香（2019年度）、
宮城 雪菜（2019年度）

牛田
鈴木
石田

454-0871

フェイス調剤薬局

名古屋市中川区八田町2007
454-0877
コンフォールアビテ1階

052-363-8981

ふたば薬局

454-0902 名古屋市中川区花池町1-4

052-355-2288

浅井薬局

454-0902 名古屋市中川区花池町2-6

052-361-2525

ウッディ調剤薬局

454-0902 名古屋市中川区花池町2-18-1

052-363-1235

野田薬局

454-0912 名古屋市中川区野田433

052-352-8158

高橋

ありさ薬局

454-0926 名古屋市中川区打出2-201

052-369-3040

辻

立枩薬局

454-0947 名古屋市中川区助光2-307

052-303-2525

キヨ調剤報酬

454-0962 名古屋市中川区戸田5-402

052-301-7035

エム・エヌ調剤薬局

454-0972 名古屋市中川区新家1-1610

052-439-2177

いぶき調剤薬局

454-0985 名古屋市中川区春田5-102

052-309-7338

454-0994 名古屋市中川区長須賀3-704

052-439-2289

なの花薬局

春田店

名古屋長須賀店

一輝（2017年度）
有紀子（2020年度）
智之（2016年度）

直也（2021年度）、近藤

サチのくすり箱

八田店

幸彦（2019年度）

雅之（2020年度、2019年度、2017年度）

堀場

052-355-9341

播磨
梅村
鬼頭

咲奈（2017年度）

清孝（2019年度）、前野

平川
黒川

悦子（2016年度）

未希（2017年度）

佐知子（2016年度）

恵美（2020年度、2016年度）、新谷 多美（2020年度）、
里奈（2019年度）、平松 知樹（2019年度、2016年度）、
魚住 三奈（2016年度）、加藤 美紀（2016年度）、
稲垣 玲子（2016年度）、田中 佳子（2016年度）
秋山
相澤
林

立枩

喜美子（2019年度、2017年度）

一直（2021年度、2019年度、2018年度）
久仁子（2018年度）
久直（2016年度）

廷族（2018年度）、立枩
横地

林

あつ子（2016年度）

礼子（2019年度、2018年度）
大橋

水谷

貴子（2019年度）

章雄（2017年度）

哲夫（2019年度、2018年度）

浩貴（2020年度）、奥村

淑恵（2016年度）

地区

薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

ココカラファイン薬局
港東海通店

455-0001 名古屋市港区七番町2-4-2

052-665-2801

中日調剤薬局

455-0001 名古屋市港区七番町3-1-3

052-659-2266

455-0014 名古屋市港区港楽3-7-20

052-655-9033

熱田店

レインボー薬局

みなと店

名古屋市港区港明1-10-28
MEGAドン・キホーテUNY東海通店1階

ユニー東海通薬局

455-0018

Ｚｉｐファーマシー
白沢調剤薬局 名港店

455-0037 名古屋市港区名港2-918-2

052-665-2570

サノー薬局

455-0042 名古屋市港区佐野町3-48

052-653-6822

ひいらぎ薬局

455-0801 名古屋市港区小碓2-103

052-389-6650

455-0801 名古屋市港区小碓2-179

052-389-5881

レインボー薬局

当知店

薬剤師名（受講年度）

村瀬

市岡 みづき（2020年度）、宮島 永（2020年度、2019年度）、
偲（2017年度）、廣瀬 夏子（2016年度）、中村 亨（2016年度）、
山田 輝（2016年度）
林
賀川

紋加（2016年度）、錦見

章宏（2016年度）

博行（2018年度、2017年度）、石川

052-653-6601

田島
久野

吉栄（2018年度）

晶子（2017年度）、早川 正彦（2017年度）、
宮﨑 美穂（2017年度）
長田
鬼頭

星野

恵美子（2016年度）

喜久雄（2016年度）
雅美（2019年度）

歩美（2017年度）、山下

麻衣子（2016年度）

港区

B&D調剤薬局

みなと店

エム・エヌ調剤薬局

港店

岡村薬局
くるみ調剤薬局

みなと店

455-0803

名古屋市港区入場1-502
みなとメディカルステーションビル1階

052-398-8693

山守

455-0822 名古屋市港区甚兵衛通1-26-2

052-381-1103

455-0822 名古屋市港区甚兵衛通5-12

052-381-2751

455-0857 名古屋市港区秋葉2-7-1

052-355-7556

谷川

翔太（2019年度）

052-309-6976

松口

佳菜（2018年度）

052-303-8202

野口

彩香（2018年度）

牧野

朝美（2016年度）

イオン薬局

名古屋茶屋店

455-0858 名古屋市港区西茶屋2-11

イオン薬局

南陽店

455-0873

名古屋市港区春田野1-330
イオン南陽店1階

たんぽぽ薬局

南陽店

455-0882 名古屋市港区小賀須3-1203

052-309-7601

キョーワ薬局

港店

455-0883 名古屋市港区知多3-108

052-309-7888

岩田

由美子（2016年度）

正徳（2018年度）、山崎
岡村

佐野

健二（2017年度）

多加子（2018年度）

はるか（2019年度）、西川

志津（2016年度）

地区

薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

薬剤師名（受講年度）

ほんかく薬局

457-0008 名古屋市南区外山1-6-15

052-821-3567

イオン薬局新瑞橋店

457-0012 名古屋市南区菊住1-7-10

052-857-1919

相宮

悦子（2017年度）

サンシバタ薬局

457-0013 名古屋市南区寺崎町13-12

052-824-7531

葛島

幸雄（2020年度）

井上医院

457-0039 名古屋市南区西桜町77

052-811-3550

井上

千枝子（2020年度）

名古屋市南区曽池町4-32
ACHビル1階

052-883-8173

岩内

志津子（2016年度）

どうとく調剤薬局

457-0044 名古屋市南区柵下町1-60

052-819-1787

スギ薬局

笠寺店

457-0044 名古屋市南区柵下町3-3-2

052-829-2061

川畑

結衣（2018年度）

竹内薬局

笠寺店

457-0045 名古屋市南区松城町3-37

052-821-2551

村松

愛子（2019年度）

合資会社

モリ薬局

457-0047 名古屋市南区城下町2-12

052-811-1478

457-0048 名古屋市南区大磯通4-15

052-811-2273

457-0058 名古屋市南区前浜通6-49

052-819-3317

ハーブ調剤薬局

笠寺店

オリーブ薬局
クオール薬局

笠寺店

457-0042

高村

美恵子（2016年度）

伊藤

森

清人（2019年度、2016年度）
柴田

砥上

智（2016年度）

操（2019年度）

麻衣（2016年度）、舞中

誠（2016年度）

入倉 美幸（2019年度）、杉村 真希（2019年度）、
理恵（2017年度）、川邉 祐子（2016年度）、中村 園子（2016年度）

いとう薬局

南店

457-0076 名古屋市南区道全町2-3-8

052-822-1280

わかば薬局

かなめ店

457-0803 名古屋市南区天白町1-12-2

052-619-6063

本樫

寿裕（2016年度）

457-0814 名古屋市南区柴田本通4-12-3

052-611-0421

伊藤

崇志（2019年度）

457-0818 名古屋市南区白水町8-4

052-618-3711

西口

久史（2019年度）

457-0822 名古屋市南区浜田町2-12

052-611-6760

さくら薬局

457-0826 名古屋市南区中割町1-30-2

052-825-4321

相談薬局の大津

457-0827 名古屋市南区北頭町4-50

052-619-7811

キョーワ薬局

457-0836 名古屋市南区加福本通3-37

チドリ薬局

飯田

南区

たんぽぽ薬局
有限会社

大同店

桐山薬局

大江店

1階

457-0841 名古屋市南区豊田1-14-5

052-694-2432

道徳薬局

457-0841 名古屋市南区豊田1-27-20

052-691-6177

457-0841 名古屋市南区豊田1-36-6

052-698-7377

株式会社 あいち調剤
あいち調剤薬局

457-0846 名古屋市南区道徳通3-43

052-698-3052

なの花薬局

名古屋明治店

457-0862 名古屋市南区内田橋1-30-12

052-698-2111

わかば薬局

内田橋店

457-0862 名古屋市南区内田橋2-5-23

052-825-3067

豊店

457-0863 名古屋市南区豊4-18-48

052-819-5131

三条薬局

457-0866 名古屋市南区三条1-4-1

052-698-1501

457-0866 名古屋市南区三条1-4-30

052-693-1137

スギヤマ薬局

名古屋南店

日本調剤
ライフ薬局

喜久子（2021年度、2019年度）
中村
大津

松岡

052-614-1291

第２どうとく薬局

エンゼル薬局

桐山

佐藤山

みゆき（2016年度）、日比野

横山
田邊

正範（2016年度）

博（2016年度）
大輔（2016年度）

勉（2017年度、2016年度）

井原

祥子（2019年度）

恒久（2020年度）、八木
鈴木

岡本

稔彦（2016年度）

良典（2019年度、2017年度、2016年度）、
清水 一希（2017年度、2016年度）

河邊

村上

悠（2019年度）

伸彦（2016年度）

晃（2019年度）

淳志（2016年度）、新海 博（2016年度）、鈴木
山本 雅洋（2016年度）
藤井

健（2016年度）

一志（2016年度）、

地区

薬局名

光調剤薬局

郵便番号

463-0003

所在地

名古屋市守山区大字下志段味字作り道
1604-1

電話番号

薬剤師名（受講年度）

052-739-2347

池松

英範（2018年度）

ケミスト薬局

小幡店

463-0011 名古屋市守山区小幡5-2-3

052-758-4350

南部

信子（2016年度）

キョーワ薬局

守山店

463-0013 名古屋市守山区小幡中2-10-15

052-796-7555

高野

洋子（2019年度）

名古屋市守山区小幡南1-24-10
アクロス小幡2階

052-758-3727

久保

ゆき（2018年度）

052-791-5386

成瀬

春美（2018年度）

エムハート薬局
アクロス小幡店

463-0048

（有）ミドリ薬局
守山中央調剤センター

463-0067 名古屋市守山区守山2-24-1

ケア調剤薬局

463-0074

名古屋市守山区町北11-59
日吉ビルディング1階

052-758-3232

中部薬品
V・drug 守山大永寺薬局

463-0083 名古屋市守山区村合町222

052-795-3667

ひまわり薬局

大永寺店

463-0086 名古屋市守山区永森町341

052-725-8108

トーカイ薬局

守山店

463-0090 名古屋市守山区瀬古東2-338

052-792-8666

ケア調剤薬局

白沢店

463-0092 名古屋市守山区白沢町127

052-758-5065

もちの木薬局

ひのご店

463-0803 名古屋市守山区日の後1106-3

052-739-0083

もちの木薬局

守山店

463-0804 名古屋市守山区泉が丘1701

052-739-3506

柴田

美江（2019年度）

463-0812 名古屋市守山区笹ヶ根1-1510

052-739-2701

髙木

雄平（2016年度）

463-0812 名古屋市守山区笹ヶ根3-1228

052-739-1981

吉根堂長谷川薬局

463-0814 名古屋市守山区桔梗平1-2306

052-736-9155

金城学院大学

463-8521 名古屋市守山区大森2-1723

052-798-0180

町北店

鈴木
野村

晴美（2021年度、2017年度、2016年度）

由貴（2017年度）、横地
村瀬

浩次（2016年度）

さやか（2016年度）

守山区

中部薬品

守山吉根薬局

イオン薬局

守山店

薬学部

下坂
上田
伊藤

理帆（2016年度）
美奈子（2017年度）

さやか（2021年度、2020年度、2019年度、2017年度、2016年度）

高月 裕美子（2020年度、2019年度、2018年度）、
小弁野 剣太（2019年度）、尾上 加奈（2017年度）
野々垣

洋子（2019年度、2017年度）、長谷川
安東

嗣修（2020年度）

おわ子（2019年度）

地区

薬局名

郵便番号

電話番号

薬剤師名（受講年度）

ももやま薬局

458-0002 名古屋市緑区桃山1-31

052-878-1829

あかつき調剤薬局

458-0006 名古屋市緑区細口1-204

052-879-5255

あいかわ薬局

458-0011 名古屋市緑区相川2-121

052-896-1893

458-0014 名古屋市緑区神沢3-22-20-1

052-879-3211

樋口薬局

458-0021 名古屋市緑区滝ノ水4-2405

052-895-6471

滝の水調剤薬局

458-0021 名古屋市緑区滝ノ水5-315-3

052-899-5757

ぽぽ調剤薬局

458-0036 名古屋市緑区六田1-192

052-629-0563

三溝

美恵子（2018年度）

中部薬品

458-0037 名古屋市緑区潮見が丘1-71-1

052-896-8631

田中

祐理子（2016年度）

458-0041 名古屋市緑区鳴子町4-40

052-896-3631

げんき堂薬局

神沢店

潮見が丘薬局

けんこう薬局

名古屋市緑区池上台2-268
アクタス池上台1階

正子（2021年度、2017年度）、余語
小澤

日比

靖乃（2017年度）、船橋
岡本

長根尾

恵美子（2016年度）

裕子（2018年度）

理恵（2020年度、2019年度、2018年度）、平岩
一木

日比

清文（2018年度）

きのはな調剤薬局

緑店

458-0045 名古屋市緑区鹿山2-43-1

052-899-3851

458-0801 名古屋市緑区鳴海町字三皿29-4

052-621-0172

458-0801 名古屋市緑区鳴海町字山ノ神62-3

052-892-1193

佐々木

みどり薬局

458-0801 名古屋市緑区鳴海町字矢切33

052-896-1286

栗本

グリーン薬局

458-0813 名古屋市緑区藤塚3-1618-1

052-878-8900

ウエルシア薬局
名古屋横吹町店

458-0816 名古屋市緑区横吹町1907-17

052-879-5591

ウエルシア薬局
イオンタウン有松店

458-0824 名古屋市緑区鳴海町有松裏200

052-626-1021

はまべ調剤薬局

458-0830 名古屋市緑区姥子山1-609

052-629-3315

あおき薬局

458-0830 名古屋市緑区姥子山4-103

052-622-8833

うばこやま調剤薬局

458-0830 名古屋市緑区姥子山5-710

052-629-2724

すこやか調剤薬局

458-0841

ケア調剤薬局

458-0852 名古屋市緑区元徳重1-205

052-875-3857

徳重ひかり薬局

458-0852 名古屋市緑区元徳重1-1612

052-838-7725

池田

理円（2018年度）

オリーブ薬局 おけはざま店

458-0919

052-629-6300

田近

恵一（2018年度）

052-629-5655

大本

千年（2016年度）

石川

直美（2017年度）

徳重店

株式会社ユタカファーマシー
タカ薬局 桶狭間
チューリップ薬局
たんぽぽ薬局

大高店

大高店

ユ

名古屋市緑区鳴海町小森8-6
サンハウス野並2-7

名古屋市緑区桶狭間神明1728
パレ・ソレイユ1階

458-0925 名古屋市緑区桶狭間3708

052-846-2063

459-8016

名古屋市緑区南大高1-2118
大高ＹＳビル1階

052-693-5301

459-8016

名古屋市緑区南大高2-205
コープ健診フィットネスセンター1階

052-629-2055

木村

容子（2016年度）、鈴木
河村
木股

菜菜子（2016年度）

広美（2019年度、2016年度）

貴光（2018年度）、加藤

古谷

みづほ（2016年度）

明奈（2018年度）

瑞希（2018年度）、森本
西尾

靖（2016年度）

亜季（2019年度）、長田

加藤

育代（2019年度）、永
横山

明美（2018年度）

香織（2018年度）

青木
芦田

千代（2018年度）

尚子（2020年度、2018年度）
福永

小島

あつみ（2016年度）

美希代（2018年度）、柴田

三島

智瑞（2019年度）

祐志（2016年度）

458-0044

鳴海店

信江（2021年度）

由美子（2018年度）

池上台店

カメイ調剤薬局

052-846-2207

家氏

キョーワ調剤薬局

きまた薬局

緑区

所在地

光代（2019年度）
典子（2016年度）

倫太郎（2019年度）

奈美子（2019年度）、馬越

昌代（2018年度）

地区

薬局名

郵便番号

寺尾調剤薬局

電話番号

薬剤師名（受講年度）

465-0002 名古屋市名東区引山4-423

052-760-6377

465-0004 名古屋市名東区香南1-501-1

052-725-8675

村瀬

卓也（2016年度）

いのこしはら調剤薬局

465-0008 名古屋市名東区猪子石原1-2003

052-760-5822

増田

綾子（2016年度）

こはく調剤薬局

465-0015 名古屋市名東区若葉台707

052-726-8088

あすか薬局

465-0024

スカイ調剤薬局

香南店

ふうせん薬局

上社店

名古屋市名東区本郷2-63
ザ・ウイングス10階

465-0025 名古屋市名東区上社4-160-1
名古屋市名東区明が丘48
Mstage藤が丘 1C号

寺尾

後藤

052-769-1171
052-703-1230

伸一（2019年度）、古野

鴫原
北村

博（2019年度）

友紀（2019年度）、楠

麻由美（2019年度）
清美（2016年度）

広巳（2021年度）、野崎 香（2021年度）、千原
大谷 有子（2017年度）

ふじがおか調剤薬局

465-0033

豊が丘薬局

465-0035 名古屋市名東区豊が丘204

052-769-5185

465-0041 名古屋市名東区朝日が丘98

052-776-5371

長江

弘子（2019年度）

照が丘クリニック

465-0042 名古屋市名東区照が丘61

052-772-5131

舩橋

実美（2019年度）

ビー・アンド・ディー調剤薬局
藤ヶ丘店

465-0048

エール薬局

465-0048 名古屋市名東区藤見が丘58

052-773-9978

465-0051 名古屋市名東区社が丘1-603

052-704-1171

キョーワ薬局

名東区

所在地

朝日が丘店

株式会社スズケン

名東支店

名古屋市名東区藤見が丘25-2
藤ヶ丘メディカルステーションビル1階

052-769-1101

香久山店

465-0065 名古屋市名東区梅森坂3-2180

052-705-8521

キョーワ薬局

梅森店

465-0065 名古屋市名東区梅森坂5-1-3

052-709-2070

465-0066 名古屋市名東区梅森坂西2-615

052-806-6181

465-0069 名古屋市名東区高針荒田1216

052-781-7112

桂名会
木村病院・名東老人保健施設

465-0087 名古屋市名東区名東本通2-22-1

052-781-1119

松本内科

465-0092 名古屋市名東区社台1-6

052-773-4117

465-0092 名古屋市名東区社台3-9

052-779-0510

名古屋市名東区一社2-5
THE QOLビル1階

052-709-7510

リリーフ薬局

高針店

トーカイ薬局
有限会社

名東店

ミドリ薬局

カメイ調剤薬局
ありす薬局

一社店

一社店

一社店

465-0093

465-0093 名古屋市名東区一社4-207

052-705-1193

465-0093 名古屋市名東区一社4-207

052-265-8275

朋彦（2016年度）

土田

052-737-2300

スギヤマ薬局

弘法薬局

倉田

尾藤

陽子（2019年度）、

礼（2019年度）

由布子（2018年度）

廣根 里奈（2019年度）、江田 絵美子（2017年度）、
高橋 恵里（2017年度）、田中 めぐみ（2017年度）、
首藤 由賀里（2016年度）、砂田 信輔（2016年度）
奥村
小西
坂井
山崎

小金井

木村
加藤

雅弘（2018年度）
優介（2016年度）

英敏（2019年度）

さやか（2016年度）、服部
松本

土屋

彩代子（2017年度）

美和（2019年度）、水谷
内山

和泉

紗世（2017年度）

夕子（2016年度）

昌代（2019年度）

康予（2017年度）、佐藤 知佐子（2017年度）、
菊田 多江子（2016年度）
未来（2018年度）、高橋

京子（2016年度）

幸子（2020年度）、尾関 彩乃（2018年度）、
寿弥代（2018年度）、戸並 和美（2018年度）
伊藤

香代（2016年度）

地区

薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

焼山調剤薬局

468-0002 名古屋市天白区焼山1-502-2

052-809-5530

つぐみ薬局

468-0009 名古屋市天白区元植田1-3003

052-800-0333

いろは調剤薬局

468-0009 名古屋市天白区元植田2-1601-1

052-800-7010

なの花薬局

名古屋植田店

468-0009 名古屋市天白区元植田2-2314-2

052-846-0355

ハロー薬局

うえだ店

468-0009 名古屋市天白区元植田2-2408-2

052-800-4800

468-0011 名古屋市天白区平針2-1960

052-802-9545

むらせ薬局
薬局はーばす

平針店

468-0011

名古屋市天白区平針4-404
第一豊郷ビル103号

薬剤師名（受講年度）

蟹江
秋吉

稲垣
植松
間瀬

052-808-8055

平針店

468-0012 名古屋市天白区向ヶ丘3-810

允也（2016年度）

秀信（2021年度）

優子（2021年度、2017年度）

功（2019年度）、水谷

友香（2019年度）

華代（2018年度）、平井
柴田

052-848-6735

雅彦（2019年度）

舞衣（2017年度）、小野
村崎

水野
チューリップ薬局

章人（2019年度）、久保田

敦子（2017年度）

佐知子（2017年度）

紀子（2020年度、2019年度）、大石 由香里（2019年度）、
藤 康子（2019年度）、杉藤 美和子（2019年度）、
渡辺 優美（2016年度）、水野 正子（2016年度）

468-0015

名古屋市天白区原1-1905
星和原コーポラスS-6

052-746-0666

伊藤

乃里（2019年度）

468-0015

名古屋市天白区原1-1905
星和原コーポラス1階

052-808-5503

古田

雄大（2017年度）

ハヤミ薬局

468-0015 名古屋市天白区原5-2307

052-803-3294

速水

節子（2019年度）

フォレスト調剤薬局

468-0020 名古屋市天白区平針南4-1202

052-808-0055

そよかぜ薬局

468-0022 名古屋市天白区高島2-1808

052-800-3308

大根店

468-0024 名古屋市天白区大根町370-2

052-800-0901

天白高坂店

468-0025 名古屋市天白区高坂町88-2

052-800-2591

468-0025 名古屋市天白区高坂町288

052-853-9702

だいだい薬局
キョーワ薬局

原店

神原

由起子（2021年度）

天白区

天白店

コスモス調剤薬局
ウエルシア薬局
キョーワ薬局

天白店

このみ薬局

468-0045

名古屋市天白区野並2-243
真栄マンションロイヤル野並1-C

052-680-9240

うえだ調剤薬局

468-0051

名古屋市天白区植田3-1303
サンピア植田1階

052-800-1880

みか調剤薬局

468-0055 名古屋市天白区池場3-502

052-807-7700

468-0066 名古屋市天白区元八事1-58

052-836-0093

ジェーシーエス調剤薬局
元八事店

468-0066 名古屋市天白区元八事1-134

052-861-3161

フレンド調剤薬局

468-0072 名古屋市天白区大坪2-107

052-835-1900

医療法人資生会

468-0073 名古屋市天白区塩釜口1-403

052-832-2111

カメイ調剤薬局

あじさい薬局

元八事店

八事病院

468-0074

名古屋市天白区八幡山1553
メゾン・ブランシェ1階

052-861-1323

山本

利惠（2021年度、2020年度、2019年度、2018年度）、
小林 貴彦（2020年度）

椙
太田

智花子（2017年度）、村瀬

健太郎（2016年度）

景子（2019年度、2017年度）、松永
宮崎

和也（2018年度）

基子（2017年度）

古屋敷 圭子（2018年度）、岩城 由美子（2017年度）、
鵜飼 純子（2017年度）、大見川 香代（2017年度）
長岡

貴子（2016年度）、稲熊
藤井

天野
太田
竹田

美佳（2019年度）

健一郎（2018年度）、丹羽
多佳子（2018年度）、渡邉

令子（2017年度）、秋山
中川
望月

晴美（2016年度）

博信（2018年度）
多衣子（2018年度）

学（2016年度）、竹田
千玲（2018年度）
圭（2016年度）

圭司（2016年度）

