
勤務先 勤務先 勤務先

1 4月7日 日 深谷　佳予子 大垣北調剤薬局 稲谷　淳治 割田薬局 41 10月20日 日 小見山　依子 こころ調剤薬局大垣店 秋山　寛 アイセイ薬局大垣赤坂新田店

2 4月14日 日 石原　陽介 綾里薬局 澤　久美 ﾗﾌﾞﾀﾞｲｲﾁ大垣薬局 42 10月22日 火 西脇　了 ケンコー薬局 寺倉　真弓 ライン調剤薬局大井店

3 4月21日 日 髙橋　寛典 中日調剤薬局大垣店 鵜飼　弘之 ホップきどまち店 43 10月27日 日 中山　清吾 ユタカ調剤薬局新田 濱口　尚久 いちご薬局

4 4月28日 日 林　典子 ﾊｰﾓﾆｰ調剤薬局桐ヶ崎店 川口　秀敏 アピア薬局 44 11月3日 日 髙橋　雅代 おおい調剤薬局 辻　弘子 ひるい調剤薬局

5 4月29日 月 川出　雅章 ピノキオ薬局大垣店 馬渕　哲 駅前薬局 45 11月4日 月 鈴木　学 すずの木薬局 岩田　圭司 バイパス調剤薬局

6 4月30日 火 松本　正平 ﾗﾌﾞﾀﾞｲｲﾁ東薬局 虫鹿　智行 くれよん薬局 46 11月10日 日 西脇　千枝子 ケンコー薬局はやし町店 村瀬　健司 しろくま薬局

7 5月1日 水 豊田　修 豊田薬局 村瀬　健司 しろくま薬局 47 11月17日 日 柴田　和明 金の鈴」薬局長松店 荒川　良子 アイン薬局大垣南店

8 5月2日 木 杉﨑　泰子 杉﨑薬局 中山　清吾 ユタカ調剤薬局新田 48 11月23日 土 林　まり子 中日調剤薬局寺内店 古井　佳代 アイセイ薬局大垣南店

9 5月3日 金 西脇　了 ケンコー薬局 髙橋　雅代 おおい調剤薬局 49 11月24日 日 樋口　賢治 しまざと調剤薬局 澤　久美 ﾗﾌﾞﾀﾞｲｲﾁ大垣薬局

10 5月4日 土 北村　和久 三笠堂薬局 辻　弘子 ひるい調剤薬局 50 12月1日 日 富田　都子 シノダ薬局大垣店 稲谷　淳治 割田薬局

11 5月5日 日 西脇　千枝子 ケンコー薬局はやし町店 川治　智子 ﾊｰﾓﾆｰ調剤薬局 51 12月8日 日 西脇　了 ケンコー薬局 小島　昇 ユタカ調剤薬局禾森

12 5月6日 月 柴田　和明 金の鈴」薬局長松店 岩田　圭司 バイパス調剤薬局 52 12月15日 日 濱口　尚久 いちご薬局 臼井　恭子 さつき薬局

13 5月19日 日 大橋　則雄　 おおはし薬局旭町店 野上　孝一 アイセイ薬局大垣清水店 53 12月22日 日 川治　智子 ﾊｰﾓﾆｰ調剤薬局 村井　剛 ハロー薬局大垣駅前店

14 5月26日 日 日比野　靖 サニー調剤薬局 樋口　賢治 しまざと調剤薬局 54 12月29日 日 馬渕　哲 駅前薬局 深谷　佳予子 大垣北調剤薬局

15 6月2日 日 馬渕　哲 駅前薬局 村井　剛 ハロー薬局大垣駅前店 55 12月30日 月 日比野　靖 サニー調剤薬局 川口　秀敏 アピア薬局

16 6月9日 日 鈴木　学 すずの木薬局 小倉　麻沙美 なぎさ薬局大垣市民病院前店 56 鈴木　学 すずの木薬局 髙橋　寛典 中日調剤薬局大垣店

17 6月16日 日 虫鹿　智行 くれよん薬局 秋山　寛 アイセイ薬局大垣赤坂新田店 鵜飼　弘之 ホップきどまち店

18 6月23日 日 柴田　和明 金の鈴」薬局長松店 古井　佳代 アイセイ薬局大垣南店 57 岩田　圭司 バイパス調剤薬局 大橋　則雄　 おおはし薬局旭町店

19 6月30日 日 川出　雅章 ピノキオ薬局大垣店 林　まり子 中日調剤薬局寺内店 石原　陽介 綾里薬局

20 7月7日 日 西脇　了 ケンコー薬局 中山　清吾 ユタカ調剤薬局新田 58 林　典子 ﾊｰﾓﾆｰ調剤薬局桐ヶ崎店 樋口　賢治 しまざと調剤薬局

21 7月14日 日 小見山　依子 こころ調剤薬局大垣店 村瀬　健司 しろくま薬局 小倉　麻沙美 なぎさ薬局大垣市民病院前店

22 7月15日 月 川治　智子 ﾊｰﾓﾆｰ調剤薬局 辻　弘子 ひるい調剤薬局 59 澤　久美 ﾗﾌﾞﾀﾞｲｲﾁ大垣薬局 北村　和久 三笠堂薬局

23 7月21日 日 豊田　修 豊田薬局 臼井　恭子 さつき薬局 稲谷　淳治 割田薬局

24 7月28日 日 松本　正平 ﾗﾌﾞﾀﾞｲｲﾁ東薬局 小島　昇 ユタカ調剤薬局禾森 60 1月5日 日 虫鹿　智行 くれよん薬局 豊田　修 豊田薬局

25 8月4日 日 西脇　千枝子 ケンコー薬局はやし町店 富田　都子 シノダ薬局大垣店 61 1月12日 日 松本　正平 ﾗﾌﾞﾀﾞｲｲﾁ東薬局 杉﨑　泰子 杉﨑薬局

26 8月11日 日 濱口　尚久 いちご薬局 寺倉　真弓 ライン調剤薬局大井店 62 1月13日 月 林　まり子 中日調剤薬局寺内店 中山　清吾 ユタカ調剤薬局新田

27 8月12日 月 髙橋　雅代 おおい調剤薬局 荒川　良子 アイン薬局大垣南店 63 1月19日 日 寺倉　真弓 ライン調剤薬局大井店 秋山　寛 アイセイ薬局大垣赤坂新田店

28 8月15日 木 北村　和久 三笠堂薬局 杉﨑　泰子 杉﨑薬局 64 1月26日 日 川出　雅章 ピノキオ薬局大垣店 辻　弘子 ひるい調剤薬局

29 8月18日 日 林　典子 ﾊｰﾓﾆｰ調剤薬局桐ヶ崎店 野上　孝一 アイセイ薬局大垣清水店 65 2月2日 日 川口　秀敏 アピア薬局 髙橋　雅代 おおい調剤薬局

30 8月25日 日 川口　秀敏 アピア薬局 石原　陽介 綾里薬局 66 2月9日 日 髙橋　寛典 中日調剤薬局大垣店 荒川　良子 アイン薬局大垣南店

31 9月1日 日 樋口　賢治 しまざと調剤薬局 髙橋　寛典 中日調剤薬局大垣店 67 2月11日 火 北村　和久 三笠堂薬局 村瀬　健司 しろくま薬局

32 9月8日 日 澤　久美 ﾗﾌﾞﾀﾞｲｲﾁ大垣薬局 川治　智子 ﾊｰﾓﾆｰ調剤薬局 68 2月16日 日 鈴木　学 すずの木薬局 小見山　依子 こころ調剤薬局大垣店

33 9月15日 日 馬渕　哲 駅前薬局 鵜飼　弘之 ホップきどまち店 69 2月23日 日 石原　陽介 綾里薬局 林　典子 ﾊｰﾓﾆｰ調剤薬局桐ヶ崎店

34 9月16日 月 虫鹿　智行 くれよん薬局 稲谷　淳治 割田薬局 70 2月24日 月 日比野　靖 サニー調剤薬局 岩田　圭司 バイパス調剤薬局

35 9月22日 日 松本　正平 ﾗﾌﾞﾀﾞｲｲﾁ東薬局 小島　昇 ユタカ調剤薬局禾森 71 3月1日 日 大橋　則雄　 おおはし薬局旭町店 鵜飼　弘之 ホップきどまち店

36 9月23日 月 豊田　修 豊田薬局 富田　都子 シノダ薬局大垣店 72 3月8日 日 小倉　麻沙美 なぎさ薬局大垣市民病院前店 古井　佳代 アイセイ薬局大垣南店

37 9月29日 日 日比野　靖 サニー調剤薬局 村井　剛 ハロー薬局大垣駅前店 73 3月15日 日 西脇　千枝子 ケンコー薬局はやし町店 野上　孝一 アイセイ薬局大垣清水店

38 10月6日 日 大橋　則雄　 おおはし薬局旭町店 深谷　佳予子 大垣北調剤薬局 74 3月20日 金 柴田　和明 金の鈴」薬局長松店 臼井　恭子 さつき薬局

39 10月13日 日 川出　雅章 ピノキオ薬局大垣店 小倉　麻沙美 なぎさ薬局大垣市民病院前店 75 3月22日 日 富田　都子 シノダ薬局大垣店 濱口　尚久 いちご薬局

40 10月14日 月 杉﨑　泰子 杉﨑薬局 臼井　恭子 さつき薬局 76 3月29日 日 小島　昇 ユタカ調剤薬局禾森 寺倉　真弓 ライン調剤薬局大井店
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1月3日 金
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