
平成30年9月1日現在

No. 地区名 氏名 勤務先 勤務先住所 勤務先電話番号 メールアドレス

1 川村 仁 青森大学 青森市幸畑２丁目３－１ 090-6680-3587 jin.kawamura@aomori-u.ac.jp

2 石川 智健 ハート薬局 青森市栄町１－３－５ 017-765-3181 ishikawa@heart-ph.co.jp

3 高坂 教治 青柳薬局 青森市青柳２丁目４－８ 017-774-0876 kururie88@yahoo.co.jp

4 佐々木 仁 花園薬局 青森市花園２丁目４３－２５ 017-741-7350 h-sasaki@hanazono-aomori.com

5 佐々木 洋平 さくら調剤薬局 青森市勝田１丁目１７－１９ 017-721-1561 lefpy17@galaxy.ocn.ne.jp

6 下山 詩織 会営青森第一調剤薬局 青森市浪打１丁目１６－１７ 017-742-8823 kaieiph@aoyaku.or.jp

7 高橋 学 安田調剤薬局 青森市安田近野１５３－１ 017-782-2000 gaku_t@basil.ocn.ne.jp

8 新山 智之 花園薬局 青森市花園二丁目43-25 017-741-7350 hanazono.nii@gmail.com

9 原 祥子 東邦薬品㈱青森営業所 青森市東大野2-11-5 017-762-2711 hara.yoshiko@so.tohoyk.co.jp

10 三橋 純也 テック調剤薬局泉川店 青森市大字浪館字泉川２２－１ 017-729-0555 mitsuhashi@tech-ph.co.jp

11 伊勢谷 高則 津軽保健生活協同組合　健生病院 弘前市扇町２－２－２ 0172-55-7717 iseya@kensei-hospital.jp

12 上田 寿夫 医療法人弘愛会　弘愛会病院 弘前市大字宮川３－１－４ 0172-33-2871 ueda@kouaikai.com

13 兼平 弘毅 津軽保健生活協同組合　健生病院 弘前市扇町２－２－２ 0172-55-7717 yakkyoku@kensei-hospital.jp

14 黒滝 千枝 サカエ薬局紺屋町 弘前市紺屋町２７－１ 0172-33-7777 kurotakichie@gmail.com

15 高阪 昌子 医療法人弘愛会　弘愛会病院 弘前市大字宮川３－１－４ 0172-35-7365 fushigihakken34@gmail.com

16 齋藤 武 さいとう調剤薬局本町店 弘前市本町５６－１０ 0172-36-1310 saitou-honchou@onyx.ocn.ne.jp

17 須郷 恵一 オーロラ薬局黒石店 黒石市野添町６４－４ 0172-59-0066 sugo4035@live.jp

18 米澤 秀幸 グリーン調剤薬局　川先店 弘前市川先２丁目３－３５ 0172-27-9620 rikuna1114@hotmail.com

19 伊藤 宏彰 八戸赤十字病院 八戸市田面木中明戸２ 0178-27-3111 ariga10hito@gmail.com

20 臼井 孝 フロンティア薬局　三戸店 三戸町大字川守田字沖中１６－５ 0179-20-1661 usui.takashi@frontier-web.jp

21 大柳 渉 いろは薬局　小中野店 八戸市小中野2丁目１７－４ 0178-20-7774 wa0715taru@yahoo.co.jp

22 小笠原 久美子 医療法人清照会　湊病院 八戸市新井田松山下野場7-15 0178-25-0011 ogachan-peekaboo@jf6.so-net.ne.jp

23 金澤 郁夫 国立病院機構八戸病院 八戸市吹上３－１３－１
0178-45-6111
（内線2001）

kanaiku@d2.dion.ne.jp

24 河原 史 いろは薬局 青森県八戸市新井田西２丁目７－１４ 0178-25-8477 iroha-pharmacy@s5.dion.ne.jp

25 川森 由貴 サカエ薬局　田面木 八戸市大字田面木字堤下１５－３ 0178-23-4840 yukichi12395o@yahoo.co.jp

26 桑野 真四郎 いちご薬局八戸日赤前店 八戸市田面木字堤下１２-３ 0178-80-7615 shin4ro@ichigo-ph.jp

27 小泉 拓也 湊高台薬局 八戸市湊高台5丁目２４－７ 0178-31-1860 takuya_k@apotec.co.jp

28 鈴木 史子 大学堂薬局　柏崎 八戸市柏崎４丁目１４－４７ 0178-43-5508 chikasuzu0327@gmail.com

29 立花 央士 ベル薬局 八戸市下長１－６－２９ 0178-29-2914 h14t1h1@hi-net.ne.jp

30 鶴岡 智希 にいだ調剤薬局 八戸市新井田舘下２３－１ 0178-30-1323 kyo_so_kaku69@ever.ocn.ne.jp

31 中嶋 圭子 いちい薬局 八戸市柏崎六丁目２９－４ 0178-45-2601 keke.nakashima@icloud.com

32 長谷 理一郎 サンケア薬局白銀店 八戸市白銀町南ヶ丘１１－７ 0178-32-1800 kgxcy544@yahoo.co.jp

33 中野 有瑛 青森労災病院 八戸市大字白銀町字南ヶ丘１番地 0178-33-1551 t-nakano@aomorih.johas.go.jp

34 中村 卓 柏崎調剤薬局 八戸市柏崎１丁目８－３２ 0178-43-8500 takudes19680605@ybb.ne.jp

35 橋本 よし子 八戸平和病院 八戸市湊高台２－４－６ 0178-31-2222 yosh-hash@heiwa-hp.or.jp

36 山口 しのぶ 大学堂薬局　柏崎 八戸市柏崎４丁目１４－４７ 0178-43-5508 sinobu_no@ybb.ne.jp

37 宇井 靖 ちびき薬剤センター 上北郡東北町板橋山１－３０ 0175-64-0876 yasushi12041204@yahoo.co.jp

38 富岡 恭子 三沢薬剤師薬局 三沢市三沢堀口１６４－２８３ 0176-50-0566 bubu@misawa-pha.co.jp

39 宮 昂平 ひがし調剤薬局 十和田市三本木里ノ沢１－６０４ 0176-25-1234 kohei38@aioros.ocn.ne.jp

40 久米田 一喜 ベイ薬局 中央店 五所川原市中央5丁目１１９－２ 0173-23-0036 bd73ib@bma.biglobe.ne.jp

41 福士 則明 ドレミ薬局 五所川原市柳町４−９ 0173-38-5771 doremi@diary.ocn.ne.jp

42 小笠原 暢明 むつ総合病院　薬剤科 むつ市小川町１－２－８ 0175-22-2111 drug2@hospital-mutsu.or.jp

43 佐々木 勝 よこはま薬局 上北郡横浜町寺下８１－２ 0175-78-6009 masarcy@sea.plala.or.jp

44 立石 由香 公済会薬局 むつ市小川町１－１－５ 0175-22-4721 bambooch@guitar.ocn.ne.jp

お願い：電話番号記載者は電話対応可能ですが、内容が確実に把握できるようメールでお願いします。
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