
「薬剤師のための予防接種プログラム（講義編）」受講修了者⼀覧

12⽉20⽇現在
⼀般社団法⼈秋⽥県薬剤師会では、国で実施しているコロナウィルスワクチンに関する接種事業について、従事する薬剤師
の質の向上のために、⽇本薬剤師会が作成した本プログラムに基づき研修会を実施しました。
ワクチン等の予防接種に関する薬学的、解剖学的基本的知識、⼿技、緊急時対応等に関して習得を認めた者は下記の通りです。

秋⽥県薬剤師会     会⻑ ⼤越 英雄 会員 1625名（11⽉現在）

所属⽀部 勤務先区分 ⽒名(姓) ⽒名(名) 勤務先名

横⼿⽀部 ⽀部⻑ 下⽥ 航也
薬局 永⽥ 芳明 六郷さいた薬局
薬局 松野 匡博 あおば調剤薬局
薬局 渡邉 圭⼦ ほろは薬局

秋⽥中央⽀部 ⽀部⻑ ⽯場 加奈栄 会員 xxx名
薬局 瀬⽥川 ⼀則 ㈱ファーマックス 薬事部
薬局 ⻑岡 智⼦ 佐野薬局御野場店
薬局 登藤 祥⼦ ラベンダー薬局
薬局 吉⽥ 泰⼦ 佐野薬局桜三丁⽬店
薬局 ⽯原 英⼀ 有限会社メディアス



薬局 鈴⽊ ⾹也 秋⽥みなみ会営薬局
薬局 ⾼橋 真理 ⼭王佐野薬局
薬局 奈良 健⼀ 佐野薬局城東店
薬局 北林 朋⼦ かがや薬局
薬局 明⽯ ⿇⾐ 追分佐野薬局
薬局 笹⽊ 綾加 ⻄岡メディカル薬局 秋⽥河辺店
薬局 平井 邦雅 いちご調剤薬局
薬局 ⼤和⽥ 瑛介 いずみメイプル薬局
薬局 佐賀 志保⼦ アルヴェいわま薬局
薬局 鎌⽥ 弘 ⼭王佐野薬局
薬局 船⽊ 洋⼦ さかえ薬局病院前店
薬局 上遠野 剛司 ⼭王薬局
薬局 吉⽥ 尚史 佐野薬局下新城店
薬局 ⼩松 真紀⼦ 秋⽥みなみ会営薬局
薬局 池⽥ 真紀 いずみメイプル薬局
薬局 佐藤 駿⽂ いずみメイプル薬局
薬局 安⽥ 祐⼦ 雄和薬局
薬局 ⽶澤 美雪 ⽮野薬局
薬局 ⽩川 久志 河畔薬局秋⽥店
薬局 渡邉 歩美 佐野薬局将軍野の
薬局 阿部 良之助 南秋調剤薬局
薬局 平澤 恵⼀ 秋⽥みなみ会営薬局
薬局 伊藤 雅代 雄和薬局
薬局 近藤 結 佐野薬局将軍野店



薬局 野⼝ 礼⼦ ⼭⽥相談薬局
薬局 明⽯ 央 ⻄岡メディカル薬局秋⽥店
薬局 加賀⾕ 博雄 秋⽥県男⿅市北浦北浦字⼭王林4-29
薬局 伊藤 恵美 かがや薬局
薬局 加藤 甫 みゆき調剤薬局
薬局 藤井 綾⼦ 池⽥薬局⼭王中園店
薬局 藤原 裕美 かりほ橋薬局
薬局 秋元 瑛貴 さくら薬局 ⼿形住吉店
薬局 柳⽥ 有佳⾥ 佐野薬局将軍野店
薬局 ⼩林 美歩 アイランド薬局 広⾯店
薬局 ⽯原 慶⼀ なごみ調剤薬局
薬局 堀野 ⽞ 追分佐野薬局
薬局 ⽯場 加奈栄 みんなの薬局⼭王
薬局 柳原 弘⼦ かがや薬局
薬局 安⽥ 哲弘 雄和薬局
薬局 加藤 ⼤器 みどりさわやか薬局
医療施設 三浦 誠彦 外旭川サテライトクリニック
医療施設 藤原 洋之 地⽅独⽴⾏政法⼈ 市⽴秋⽥総合病院
医療施設 森⽥ 誠 ⼩⽟医院
医療施設 髙橋 満⾥ 医療法⼈正和会 五⼗嵐記念病院
医療施設 ⼩野 若⼦ 男⿅みなと市⺠病院
医療施設 ⽊村 たく⼦ ⽊村ナイカクリニック
４医薬品関連企業 猪俣 政武 アステラス製薬株式会社
５その他 嶋⽥ 逸⼤ ⼀般社団法⼈秋⽥県薬剤師会



１薬局 石井 綾希子 出戸調剤薬局

２医療施設 泉谷 紘平 秋田赤十字病院

１薬局 越前谷 仁美 やばせ薬局

１薬局 岡 絵利子 みどりさわやか薬局

１薬局 小谷 拓也 たんぽぽ薬局

１薬局 金森 久美 なごみ調剤薬局

１薬局 鎌田 沙也佳 中通調剤薬局

２医療施設 鎌田 翔子 秋田赤十字病院

２医療施設 木津 昭彦 中通総合病院

１薬局 京野 誠 さくらいわま薬局

２医療施設 黒澤 美喜 秋田赤十字病院

２医療施設 小池 善和 中通総合病院

１薬局 小林 喬哉 アルヴェいわま薬局

１薬局 金 貴彦 さくら薬局御野場店

１薬局 齋藤 淳郎 ファーマックスくぼた薬局

１薬局 斎藤 未央 かりほ橋薬局

２医療施設 嵯峨 千穂 秋田赤十字病院

２医療施設 佐々木 修 中通総合病院

１薬局 佐藤 一実 金星堂薬局

１薬局 佐藤 英 いずみメイプル薬局

２医療施設 佐藤 遥 秋田赤十字病院

２医療施設 佐藤 優弥 秋田赤十字病院

５その他 庄司 学 秋田市保健所

１薬局 須藤 千春 さくら薬局手形住吉店



１薬局 高橋 一行 たんぽぽ薬局

２医療施設 館岡 麻那 秋田赤十字病院

１薬局 田丸 有羽 南秋調剤薬局

１薬局 戸田 真紀子 城東薬局

１薬局 鳥海 良寛 みゆき調剤薬局

１薬局 中村 美都子 南秋調剤薬局

１薬局 成田 静佳 加賀千代薬局

１薬局 藤井 良子 藤井薬局東通店

１薬局 藤井 衛 藤井薬局

１薬局 藤原 清岩 佐野薬局

２医療施設 保坂 瑛子 中通総合病院

１薬局 保坂 秀幸 秋田みなみ会営薬局

１薬局 松本 由美子 わかみハート薬局

１薬局 本橋 和代 元町薬局

１薬局 吉岡 明子 秋田みなみ会営薬局

２医療施設 吉田 裕一 社会医療法人明和会中通総合病院

１薬局 渡邉 由佳 南秋調剤薬局

１薬局 渡部 晃平 たんぽぽ薬局

２医療施設 渡邊 智穂 秋田赤十字病院

２医療施設 和地 徹 秋田赤十字病院

１薬局 大友 健 (株)ピー・アンド・エス

薬局 佐藤 友紀 えきまえ佐藤薬局



⼤館北秋⽥⽀部 ⽀部⻑ ⾼橋 敦⼦
薬局 半⽥ 貴祥 さくら調剤薬局
薬局 佐藤 せい⼦ ホテヤ調剤薬局
薬局 ⼤澤 圭佑 さくら調剤薬局
薬局 ⽚岡 孝彦 ホテヤ調剤薬局
薬局 ⽊村 佐代⼦ もなみ薬局
薬局 佐藤 ⾹ 森吉薬局
薬局 野崎 真美 さくら調剤薬局
医療施設 藤島 哲⼤ 北秋⽥市⺠病院
薬局 新山 智之 さくら調剤薬局

薬局 山方 俊介 さくら調剤薬局

⼤曲仙北⽀部 ⽀部⻑ ⾼橋 正
薬局 安保 和彦 ⼤曲調剤薬局
薬局 下⼭ 洋 有限会社 ⽇の出調剤薬局
薬局 ⼩松⽥ 靖⼈ 浜町調剤薬局
薬局 篠原 和宏 横⼿調剤薬局
薬局 太田 寿孝 日の出調剤薬局

薬局 畠 玲子 西木調剤薬局



能代⼭本⽀部 ⽀部⻑ ⽥⼝ 和義
薬局 ⽥中 ⼤夢 ぽてと薬局
薬局 ⽊⼾ 春⼦ 安濃⼤年堂薬局
薬局 ⽊⼾ 英樹 会営薬局のしろ
薬局 菊池 篤 有限会社 菊池 きく薬局
薬局 安濃 恒明 安濃⼤年堂薬局
医療施設 佐藤 悠太 能代⼭本医師会病院
医療施設 佐藤 真由美 秋⽥県⽴リハビリテーション・精神医療センター
医療施設 ⽊村 正⾏ 能代厚⽣医療センター
薬局 秋元 和子 赤玉薬局駅前店

薬局 大原 純子 会営薬局のしろ

薬局 見瀬 祐太 イオン薬局能代東店

薬局 袴田 淳子 会営薬局のしろ

本荘由利⽀部 ⽀部⻑ 菅井 勝也
薬局 ⼩嶋 裕紀 象潟調剤薬局
薬局 阿部 真太郎 オレンジ薬局
薬局 ⼤越 雄⼀郎 有限会社⼤越調剤薬局オレンジ薬局
薬局 岡本 理恵⼦ オレンジ薬局
薬局 ⼭品 泰 池⽥薬局 岩城店
薬局 堀⽥ 裕真 ⽇本調剤本荘薬局
薬局 岡本 寛⺒ 池⽥薬局中央店
薬局 須⽥ 泰彰 ⻄⽬調剤薬局
薬局 須⽥ 朋⼦ ⻄⽬調剤薬局



医療施設 ⼩林 裕幸 医療法⼈圭尚会 きさかたクリニック
医療施設 柴⽥ 和良 由利本荘医師会病院
薬局 阿部 光彦 にかほ調剤薬局

薬局 嵯峨 盛二 松ヶ崎調剤薬局

薬局 増村 里香 大越調剤薬局あかぬま店

森川 和夫

湯沢雄勝⽀部 ⽀部⻑ 佐藤 浩保
薬局 木村 堅吾 きむら薬局

薬局 中嶋 晶子 雄勝調剤薬局


