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洲本市 鮎原薬局 洲本市五色町鮎原西13-3 育成・更生 中田　哲雄 平成30年9月1日

洲本市 あわじ薬局 洲本市塩屋1-1-146 育成・更生 浅井　史朗 令和1年6月1日

洲本市 イオン薬局洲本店 洲本市塩屋1-1-8 育成・更生 伊藤　純奈 令和1年8月1日

洲本市 ウエルシア薬局　洲本下加茂店 洲本市下加茂1-1-58 育成・更生 小林　学 令和3年5月1日

洲本市 うやま薬局 洲本市宇山3-95-1 育成・更生 藤岡　直子 令和1年8月1日

洲本市 クラウン薬局 洲本市栄町3-481-11　中野ビル東館101 育成・更生 乾　雅晴 平成30年9月1日

洲本市 サカエ薬局　東店 洲本市栄町1-3-27　１階 育成・更生 永岩　滝実 平成31年3月1日

洲本市 新世薬局　宇原店 洲本市宇原2251-2 育成・更生 堀内　千佳子 平成31年3月1日

洲本市 新世薬局　納店 洲本市納215 育成・更生 相田　晋輔 令和1年11月1日

洲本市 新世薬局　都志店 洲本市五色町都志大日68-3 育成・更生 曽根　雄太郎 令和2年6月1日

洲本市 新世薬局　洲本本町店 洲本市本町2丁目2-11 育成・更生 小井手　美登 令和5年5月1日

洲本市 洲本調剤薬局　塩屋店 洲本市塩屋1-1-146 育成・更生 渡辺　裕志 平成31年4月1日

洲本市 洲本調剤薬局西店 洲本市桑間435-1 育成・更生 岩田　和也 令和1年12月1日

洲本市 ティエス調剤薬局　物部店 洲本市物部495-7 育成・更生 稲岡　日出子 令和1年11月1日

洲本市 もりがき薬局 洲本市上物部1-2-13 育成・更生 増見　寛子 平成31年3月1日

洲本市 塩屋調剤薬局 洲本市塩屋1-2-15-3 育成・更生 山崎　明宏 令和3年8月1日

芦屋市 芦屋グラシア薬局 芦屋市前田町3-4-101 育成・更生 北田　三和子 令和2年3月1日

芦屋市 芦屋三条グローバル薬局 芦屋市三条南町13-16-101 育成・更生 奥中　尚美 令和3年12月1日

芦屋市 あしや浜薬局 芦屋市伊勢町7-26 育成・更生 舟木　敏 平成31年3月1日

芦屋市 有限会社アダチ薬局　本店 芦屋市浜町9-9 育成・更生 山崎　敏子 令和3年12月1日

芦屋市 ウエルシア薬局　芦屋春日店 芦屋市春日町22-5 育成・更生 浅地　宥太 平成30年10月1日

芦屋市 ウエルシア薬局　ライフガーデン潮芦屋店 芦屋市海洋町8-2 育成・更生 髙尾　佳弘 平成30年5月1日

芦屋市 打出グローバル薬局 芦屋市春日町2-16 育成・更生 鶴房　博美 令和4年8月1日

芦屋市 オレンジ薬局　芦屋大原店 芦屋市大原町20-19　オランジュール芦屋1-B 育成・更生 齋藤　理絵 平成29年7月1日

芦屋市 オレンジ薬局　芦屋店 芦屋市大原町2-6　ラ・モール芦屋102号 育成・更生 森﨑　久美子 令和2年10月1日

芦屋市 あおぞら薬局　芦屋店 芦屋市茶屋之町3-3　佳三マンション103 育成・更生 児玉　和樹 令和2年12月1日

芦屋市 かもめ薬局　芦屋店 芦屋市南宮町12-24-2 育成・更生 大地　淳子 平成30年11月1日

芦屋市 こづち薬局 芦屋市打出小槌町13-2 育成・更生 伊丹　千佐子 平成31年3月1日

芦屋市 サエラ薬局　芦屋店 芦屋市船戸町1-29　芦屋駅西ビル5F 育成・更生 鈴木　真紀 令和3年9月1日

芦屋市 翠ヶ丘グローバル薬局 芦屋市翠ヶ丘町2-8パールコート翠ヶ丘102号室 育成・更生 朴(澤田)　智子 令和2年4月1日

芦屋市 新世薬局　芦屋東山店 芦屋市東山町15-12 育成・更生 門坂　貴美子 令和4年7月1日

芦屋市 たいこう薬局 芦屋市船戸町2-1ラポルテ西館113 育成・更生 山田　惠美 令和2年9月1日

芦屋市 たいこう薬局西芦屋店 芦屋市西芦屋町8-20 育成・更生 田邉　喜美 令和5年1月1日

芦屋市 たけのこ薬局 芦屋市川西町15-18-101 育成・更生 三谷　智子 平成30年4月1日
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芦屋市 たけのこ薬局　芦屋川店 芦屋市月若町8-2　S.T芦屋川1F 育成・更生 林　秀美 令和3年9月1日

芦屋市 楠公堂調剤薬局　芦屋浜店 芦屋市高浜町7-2-105　芦屋浜医療センター内 育成・更生 森岡　眞由美 平成31年3月1日

芦屋市 日本調剤　芦屋薬局 芦屋市朝日ヶ丘町39-11 育成・更生 森山　江美 平成31年3月1日

芦屋市 ひかり調剤薬局芦屋店 芦屋市公光町10－21 育成・更生 戸塚　志保 令和2年9月1日

芦屋市 フタツカ薬局　芦屋西 芦屋市大原町11-24-110-2 育成・更生 中西　枝里子 平成31年3月1日

芦屋市 フタツカ薬局　芦屋南店 芦屋市春日町7-3-102 育成・更生 久保　園佳 令和3年5月1日

芦屋市 フタツカ薬局　芦屋駅前店 芦屋市大原町11-24-107 育成・更生 子川　智子 平成30年8月1日

芦屋市 フロンティア薬局　南芦屋浜店 芦屋市陽光町4-61 育成・更生 澄川　慶佑 令和2年1月1日

芦屋市 ペガサス芦屋薬局 芦屋市精道町6-10-101 育成・更生 寺岡　泰子 平成31年3月1日

芦屋市 南宮薬局 芦屋市南宮町6丁目22番コミカ南宮ビル103号 育成・更生 小木曽　康弘 平成29年10月1日

芦屋市 吉田薬局　芦屋店 芦屋市船戸町3-24-1 育成・更生 南　裕惠 令和4年6月1日

芦屋市 ロシン調剤薬局 芦屋市船戸町2-1-115 育成・更生 仁科　吉廣 令和2年8月1日

芦屋市 芦神薬局 芦屋市船戸町4-1-404 育成・更生 宮本　和久 平成31年3月1日

芦屋市 ロゼ調剤薬局 芦屋市南宮町10-24　アシヤウイズ1-B 育成・更生 渡井　ます美 令和3年9月1日

芦屋市 和光調剤薬局 芦屋市竹園町6-17 育成・更生 桑名　譽子 令和3年3月1日

芦屋市 うたまる在宅支援薬局 芦屋市津知町1-22-1F 育成・更生 平賀　愛 令和4年4月1日

芦屋市 吉田薬局　芦屋店 芦屋市船戸町3-24-1 育成・更生 南　裕惠 令和4年6月1日

伊丹市 アイ薬局　荻野店 伊丹市荻野4-34-2 育成・更生 伊瀬　靖昭 令和4年3月1日

伊丹市 あんず薬局 伊丹市車塚2-26 育成・更生 鈴　美紀 令和3年7月1日

伊丹市 イオン薬局伊丹昆陽店 伊丹市池尻4-1-1　イオン伊丹昆陽店1F 育成・更生 上垣　雪絵 令和5年5月1日

伊丹市 イオン薬局伊丹店 伊丹市藤ノ木1丁目1-1 育成・更生 島内　希和 平成31年4月1日

伊丹市 いたみアリオ薬局 伊丹市伊丹2-5アリオ2　1階 育成・更生 長光　由紀 令和4年10月1日

伊丹市 ウイング調剤薬局 伊丹市伊丹1-10-1　 育成・更生 濱田　彩子 平成31年3月1日

伊丹市 ウエルシア薬局　伊丹昆陽店 伊丹市昆陽南1-2-7 育成・更生 岩井　由佳 令和4年3月1日

伊丹市 ウエルシア薬局　伊丹桜台店 伊丹市中野北3丁目6-6　シエモアⅡ 育成・更生 小椋　帆乃佳 令和4年3月1日

伊丹市 ウエルシア薬局伊丹野間店 伊丹市野間7-1-3 育成・更生 森　肇子 令和3年12月1日

伊丹市 エール調剤薬局　伊丹店 伊丹市西台4-1-1 育成・更生 佐川　邦明 平成31年3月1日

伊丹市 エヌズ薬局 伊丹市瑞穂町3-60 育成・更生 八幡　直巳 令和1年10月1日

伊丹市 エヌズ薬局伊丹野間店 伊丹市野間1-7-6-101 育成・更生 前田　恵子 令和1年10月1日

伊丹市 越智薬局 伊丹市池尻1-141 育成・更生 村岡　純子 平成31年4月1日

伊丹市 柏木つばさ薬局 伊丹市柏木町１－１１０ 育成・更生 上堀　一志 令和3年3月1日

伊丹市 株式会社スギ薬局　昆陽店 伊丹市山田5-3-3 育成・更生 勝又　慎治 平成31年3月1日

伊丹市 かるがも薬局　伊丹荒牧店 伊丹市荒牧6丁目7-21　ﾌﾛｰﾗﾙﾊｲﾂ大道 育成・更生 川畑　吉弘 令和1年11月1日
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伊丹市 かるがも薬局　伊丹山田店 伊丹市山田2丁目3-23 育成・更生 山本　みち子 令和4年8月1日

伊丹市 かるがも薬局　新伊丹店 伊丹市梅ノ木2-1-15　新伊丹ビル1F 育成・更生 渡邉　裕子 平成30年2月1日

伊丹市 共進薬局　萩野店 伊丹市萩野6丁目7-1 育成・更生 廣部　将人 令和2年12月1日

伊丹市 キリン堂薬局　伊丹鴻池店 伊丹市鴻池5丁目9-30 育成・更生 豊川　正義 令和2年3月1日

伊丹市 キリン堂薬局　伊丹野間店 伊丹市野間8丁目5-26 育成・更生 佐野　真理 令和3年1月1日

伊丹市 近畿調剤　伊丹天神川薬局 伊丹市北野６－１１ 育成・更生 阿部　真希 令和2年9月1日

伊丹市 こや調剤薬局 伊丹市昆陽東４丁目６－４　Ｂ棟 育成・更生 中島　さおり 令和2年6月1日

伊丹市 ファーマライズ薬局　伊丹店 伊丹市西台1－1－1阪急リータ1階 育成・更生 飯田　麻衣 令和2年6月1日

伊丹市 サン薬局 伊丹市春日丘4-50-8 育成・更生 大森　学 平成31年3月1日

伊丹市 サン薬局伊丹店 伊丹市伊丹1丁目6-2　丹兵ビル1階 育成・更生 森　聡子 令和1年11月1日

伊丹市 サン薬局野間店 伊丹市野間8-1-1　ｻﾝﾛｲﾔﾙﾋﾞﾙ1F 育成・更生 里見　亜紀子 令和2年6月1日

伊丹市 サン薬局　桜ヶ丘店 伊丹市桜ヶ丘7丁目1-10 ハイツ桜ヶ丘Ⅱ１F103 育成・更生 榊原　泰代 令和3年4月1日

伊丹市 サン薬局西台店 伊丹市西台2丁目7-1　ITAMI5　１階 育成・更生 眞江田　直幸 平成31年3月1日

伊丹市 サン薬局昆陽里店 伊丹市池尻1-169-3 育成・更生 清水　美佐子 令和1年10月1日

伊丹市 スギ薬局　昆陽東店 伊丹市昆陽東一丁目2番7号阪急オアシス1階 育成・更生 石森　喬 平成29年6月1日

伊丹市 スギ薬局　伊丹店 伊丹市西台3-7-7阪急オアシス伊丹店2F 育成・更生 吉田　由貴子 令和3年6月1日

伊丹市 すずらん薬局 伊丹市野間1-8-12 育成・更生 奥小路　裕麻 令和1年7月1日

伊丹市 すみれ薬局　伊丹店 伊丹市池尻4-9-14-101 育成・更生 片岡　典子 令和5年1月1日

伊丹市 そうごう薬局　伊丹行基町店 伊丹市行基町1-107　伊丹行基町イオンモール1F 育成・更生 吉野　礼 平成30年11月1日

伊丹市 そうごう薬局　伊丹山田店 伊丹市山田2丁目2番25-5 育成・更生 岩崎　順也 令和2年9月1日

伊丹市 ダイヤモンド薬局　西台店 伊丹市西台3-1-4 育成・更生 河野　比呂美 平成30年3月1日

伊丹市 たけのこ調剤薬局伊丹店 伊丹市中野東3丁目82番地 育成・更生 赤倉　かおり 令和2年3月1日

伊丹市 調剤薬局ツルハドラッグ伊丹中央店 伊丹市中央4丁目5番15号 育成・更生 小林　宏子 平成30年5月1日

伊丹市 にこやか薬局 伊丹市鈴原町1丁目1-8 育成・更生 西田　篤司 令和1年7月1日

伊丹市 ハザマ薬局 伊丹市中央5丁目4-1 伊丹中央ビル1F 育成・更生 上野　隼平 平成30年4月1日

伊丹市 日本調剤 近畿中央病院前薬局 伊丹市車塚3丁目1番地 育成・更生 菅原　健太 令和1年9月1日

伊丹市 ばら公園薬局 伊丹市荒牧6丁目28-9 育成・更生 藤村　千晶 平成30年5月1日

伊丹市 阪神調剤薬局　伊丹店 伊丹市車塚2丁目25番 育成・更生 上松　瑞代 令和2年2月1日

伊丹市 阪神調剤薬局　昆陽店 伊丹市池尻1-27-1 育成・更生 宮本　侑奈 令和2年2月1日

伊丹市 エムハート薬局　伊丹店 伊丹市中央2丁目8番23号 育成・更生 松井　明子 令和4年4月1日

伊丹市 フタバ薬局　緑ヶ丘店 伊丹市緑が丘1-2157-1 育成・更生 津久浦　敬晃 平成29年9月1日

伊丹市 プラザ薬局　OASIS Town　伊丹鴻池店 伊丹市鴻池4-1-10 育成・更生 沼田　理子 平成29年11月1日

伊丹市 ホワイト薬局伊丹店 伊丹市中央1丁目4番2号 育成・更生 永山　敦子 令和3年1月1日

伊丹市 ホワイト薬局行基店 伊丹市行基町2-97-1 育成・更生 久保　恵美 平成30年9月1日
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伊丹市 ホワイト薬局西野店 伊丹市西野1丁目84番地 育成・更生 河合　真理子 令和1年9月1日

伊丹市 ミホ薬局 伊丹市中野西2丁目207号 育成・更生 宮武　由佳 平成29年9月1日

伊丹市 みらい薬局 伊丹市荒牧南2丁目8番19号1階 育成・更生 岡﨑　真由子 令和2年1月1日

伊丹市 やすらぎ薬局　伊丹店 伊丹市宮ノ前1-4-6 伊丹みやのまち3号館1Ｆ 育成・更生 片山　幸子 令和4年3月1日

伊丹市 薬局ジャパンファーマシー　伊丹西野店 伊丹市西野1-301-2 育成・更生 徳山　晋太 令和4年2月1日

伊丹市 山本光栄薬局 伊丹市大野2-9 育成・更生 山本　孝江 平成19年8月1日

伊丹市 吉岡薬局 伊丹市宮ノ前1-4-17 育成・更生 吉岡　利晃 平成30年9月1日

伊丹市 ローズ薬局 伊丹市荒牧6丁目6-14 育成・更生 佐々木　由紀子 令和1年11月1日

伊丹市 瀧川薬局　伊丹店 伊丹市瑞穂町6-44 育成・更生 山崎　明子 令和3年6月1日

伊丹市 フロンティア薬局　伊丹中央店 伊丹市中央4-1-6 育成・更生 鈴木　一生 令和3年6月1日

伊丹市 あおば薬局 伊丹市行基町1丁目108番地 育成・更生 岩重　賢太朗 令和3年7月1日

伊丹市 サン薬局　南本町店 伊丹市南本町7丁目1-15 育成・更生 相　恭子 令和3年10月1日

伊丹市 アイ薬局　鴻池店 伊丹市鴻池3-4-3グランヴェルデ鴻池1階D号室 育成・更生 石田　智恵子 令和4年4月1日

伊丹市 サン薬局　桜ヶ丘店 伊丹市桜ヶ丘8丁目1番8号ハウゼ桜ヶ丘102 育成・更生 榊原　泰代 令和4年6月1日

伊丹市 フロンティア薬局　昆陽池店 伊丹市昆陽池1-99-7 育成・更生 橋本　有加子 令和4年10月1日

伊丹市 北摂調剤伊丹駅前薬局 伊丹市西台1-8-17-1F 育成・更生 本岡　裕貴 令和4年11月1日

伊丹市 薬局日本メディカルシステム阪急伊丹店 伊丹市西台1-5-21 育成・更生 高嶋　紗希 令和5年1月1日

相生市 ハマナス調剤薬局 相生市旭3-3-20 育成・更生 矢長　伸介 平成30年11月1日

相生市 薬局相生ファーマシー 相生市向陽台2-24 育成・更生 乾　剛彰 令和1年6月1日

豊岡市 あいりす薬局　江原店 豊岡市日高町日置81-10 育成・更生 小林　聖司 令和4年10月1日

豊岡市 あいりす薬局　元町店 豊岡市元町1-11 育成・更生 小林　理絵 令和4年10月1日

豊岡市 出石センター薬局 豊岡市出石町福住1315 育成・更生 赤木　緯佐子 平成30年9月1日

豊岡市 ウィル薬局 豊岡市若松町7-4 育成・更生 高木　康充 令和2年3月1日

豊岡市 九日市センター薬局 豊岡市九日市下町119-4 育成・更生 岸本　恭一 平成30年9月1日

豊岡市 コスモス薬局　大開 豊岡市千代田町9-5 育成・更生 藤田　幸一 令和1年6月1日

豊岡市 コスモス薬局　城南 豊岡市城南町11-3 育成・更生 由良　嘉兵衛 平成31年3月1日

豊岡市 ゴダイ調剤薬局　豊岡千代田店 豊岡市千代田町1-17 育成・更生 西村　伸吾 令和1年5月1日

豊岡市 ゴダイ薬局　江本店 豊岡市江本496番地1 育成・更生 竹中　準二 令和4年8月1日

豊岡市 ゴダイ薬局　竹野店 豊岡市竹野町竹野2508-3 育成・更生 藤原　成一 令和1年9月1日

豊岡市 ゴダイ薬局　日高パーク店 豊岡市日高町祢布1010 育成・更生 大廣　健 平成31年3月1日

豊岡市 サンロードナカノ薬局 豊岡市日高町日置23-14 育成・更生 中野　道子 平成19年8月1日

豊岡市 すずらんもりもと薬局 豊岡市出石町八木33番地 育成・更生 守本　淳子 令和2年3月1日

豊岡市 すずらん薬局 豊岡市小田井町17-6 育成・更生 岩本　直子 令和2年3月1日

豊岡市 たいよう薬局 豊岡市高屋字八坂通９８７－４ 育成・更生 尾嶋　浩一 令和2年4月1日
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豊岡市 但馬調剤薬局 豊岡市戸牧944-6 育成・更生 舟木　佐世子 平成31年3月1日

豊岡市 ハロー神谷薬局 豊岡市日高町岩中200 育成・更生 神谷　秀和 令和4年3月1日

豊岡市 めぐみ調剤薬局 豊岡市京町4-16 育成・更生 鳥尾　壮志 平成29年11月1日

豊岡市 阪神調剤薬局　国府店 豊岡市日高町上石230-6 育成・更生 安福　武大 令和2年2月1日

豊岡市 城崎かがやき薬局 豊岡市瀬戸77-6 育成・更生 城下　健太郎 令和3年8月1日

豊岡市 日本調剤　日高薬局 豊岡市日高町岩中208 育成・更生 大家　真 平成31年3月1日

豊岡市 宮本薬局 豊岡市寿町７－４ 育成・更生 宮本　康志 令和3年5月1日

豊岡市 阪神調剤薬局　豊岡店 豊岡市戸牧1094 育成・更生 片山　大輔 令和4年5月1日

豊岡市 コスモス薬局豊岡 豊岡市城南町9－19 育成・更生 田村　真美恵 令和5年1月1日

豊岡市 薬局クレアさくら町店 豊岡市桜町11-7 育成・更生 家現　佳奈子 令和5年1月1日

豊岡市 コスモス薬局　中筋 豊岡市土渕133-5 育成・更生 秋山　崇 令和5年3月1日

豊岡市 但馬調剤薬局　戸牧店 豊岡市戸牧534番地4 育成・更生 舟木　佐世子 令和5年5月1日

加古川市 アイリス薬局 加古川市平岡町二俣762-2 育成・更生 松岡　修子 令和2年11月1日

加古川市 アイリス薬局　別府店 加古川市別府町中島町52番地 育成・更生 橫田　輝彦 令和2年11月1日

加古川市 あい調剤薬局　宝殿店 加古川市米田町平津446-26 育成・更生 田中　未紗 令和3年6月1日

加古川市 あおぞら薬局 加古川市加古川町本町字唐崎128-1 育成・更生 蓬莱　茂希 平成31年3月1日

加古川市 あおば薬局 加古川市加古川町備後67-1 育成・更生 佐藤　茂昭 平成30年1月1日

加古川市 あけぼの薬局　加古川駅前店 加古川市加古川町篠原町300番地　ﾘﾄﾊ加古川B棟1階 育成・更生 鷲尾　紘平 令和4年9月1日

加古川市 あけぼの薬局　加古川店 加古川市尾上町旭3-55 育成・更生 平田　智子 平成30年5月1日

加古川市 イオン薬局加古川店 加古川市平岡町新在家615-1　イオン加古川店1階 育成・更生 渚　峻大 平成30年6月1日

加古川市 イダ調剤薬局 加古川市尾上町旭3-54 育成・更生 位田　美代子 平成31年3月1日

加古川市 イトウ薬局　石守 加古川市神野町石守433-2 育成・更生 伊藤　孝司 平成31年3月1日

加古川市 ウエルシア薬局　加古川粟津店 加古川市加古川町粟津100-1 育成・更生 山迫　香帆 平成30年7月1日

加古川市 おおぐに調剤薬局 加古川市西神吉町大国６７０－２１ 育成・更生 北住　従之 令和2年4月1日

加古川市 かつはら薬局　土山店 加古川市平岡町土山字東山1-21 育成・更生 河﨑　友彦 平成31年3月1日

加古川市 かもめドライブスルー薬局 加古川市神野町神野183-4 育成・更生 藤原　涼 令和4年3月1日

加古川市 あおば調剤薬局 加古川市加古川町粟津581－2 育成・更生 岡本　邦子 令和2年7月1日

加古川市 かもめ薬局　加古川健康館 加古川市山手2-1ｰ20 育成・更生 小紫　正人 平成31年3月1日

加古川市 かもめ薬局　友沢店 加古川市加古川町友沢464 育成・更生 松原　宏彰 平成31年3月1日

加古川市 かもめ薬局　中津店 加古川市加古川町中津547-2 育成・更生 松本　由加里 平成31年3月1日

加古川市 キリン堂薬局　加古川平岡店 加古川市平岡町二俣643-1 育成・更生 岩﨑　慶子 令和1年8月1日

加古川市 くすのき薬局 加古川市東神吉町砂部字外田445-9 育成・更生 松本　祐紀 平成31年3月1日

加古川市 げんき薬局　東加古川店 加古川市平岡町新在家2-268-1　ハートビル1Ｆ 育成・更生 黒坂　崇人 令和1年8月1日

加古川市 こすもす薬局 加古川市別府町別府843-1 育成・更生 西川　恭代 令和4年5月1日
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加古川市 じけまち調剤薬局 加古川市加古川町寺家町字小門口397-1 育成・更生 福田　由美子 令和4年10月1日

加古川市 新世薬局　平津店 加古川市米田町平津413-1 育成・更生 前田　雄大 平成31年3月1日

加古川市 スギ薬局　加古川店 加古川市東神吉町出河原862番地 育成・更生 大槻　丈士 令和3年3月1日

加古川市 スギ薬局　加古川平野店 加古川市加古川町平野250番地 育成・更生 嶋田　伸雄 令和2年12月1日

加古川市 スギ薬局　東加古川店 加古川市平岡町一色344-1 育成・更生 大槻　丈士 令和4年2月1日

加古川市 スギ薬局　宝殿店 加古川市米田町平津477番地7 育成・更生 石田　良清 平成30年7月1日

加古川市 スギ薬局　土山店 加古川市平岡町土山1110番地13 育成・更生 菅原　有希 令和3年1月1日

加古川市 すみれ調剤薬局 加古川市新神野5丁目5－5 育成・更生 松尾　裕志 令和2年8月1日

加古川市 高瀬調剤薬局 加古川市野口町良野375-21 育成・更生 山本　詩織 令和1年11月1日

加古川市 たなべ薬局 加古川市尾上町長田410－4 育成・更生 山下　克二 令和3年2月1日

加古川市 たに調剤薬局　野口店 加古川市野口町良野785番地 育成・更生 内海　芳彦 平成29年9月1日

加古川市 たんぽぽ薬局　加古川店 加古川市神野町神野204番地の78 育成・更生 知名　めぐみ 令和3年3月1日

加古川市 調剤薬局マツモトキヨシ加古川駅前店 加古川市加古川町篠原町25-1 育成・更生 岡﨑　亮太 令和5年1月1日

加古川市 つつじ薬局 加古川市尾上町池田774 育成・更生 渡辺　清子 令和4年3月1日

加古川市 つつじ薬局　美乃利 加古川市加古川町美乃利466－6 育成・更生 植木　説子 令和2年6月1日

加古川市 つつじ薬局加古川東 加古川市平岡町新在家1588-21 育成・更生 加藤　衛 令和4年3月1日

加古川市 つつじ薬局　木村 加古川市加古川町木村633-7 育成・更生 平井　麻由 令和2年11月1日

加古川市 つつじ薬局篠原町 加古川市加古川町篠原町111　ゼロ・ワン・ゼロビル102 育成・更生 杉本　睦子 令和4年3月1日

加古川市 つつじ薬局溝の口 加古川市加古川町溝之口338-2 育成・更生 前田　貴光 令和4年3月1日

加古川市 つつじ薬局良野 加古川市野口町良野151-1 育成・更生 阪上　智代 令和4年3月1日

加古川市 つつじ薬局 大国 加古川市西神吉町大国72-2 育成・更生 神原　一太郎 令和1年10月1日

加古川市 ティエス調剤薬局　尾上店 加古川市尾上町池田字美サシ799-4 育成・更生 源川　京子 平成31年3月1日

加古川市 中川調剤薬局　一色店 加古川市平岡町一色725-9 育成・更生 島川　大見 平成31年3月1日

加古川市 中川調剤薬局　加古川尾上店 加古川市尾上町今福467-4 育成・更生 松尾　杏奈 平成31年3月1日

加古川市 中川調剤薬局　ハイタウン店 加古川市平岡町新在家716-8　ハイタウンD-111 育成・更生 原田　祐希 平成31年3月1日

加古川市 中川調剤薬局平野店 加古川市加古川町平野537-2 育成・更生 尾崎　真彩 平成31年3月1日

加古川市 中川調剤薬局　加古川別府店 加古川市別府町新野辺北町5-112-3 育成・更生 大西　栄美 平成31年3月1日

加古川市 中川調剤薬局平岡店 加古川市平岡町山之上558-1 育成・更生 小林　彩香 令和4年3月1日

加古川市 楠公堂薬局　ＪＲ加古川駅店 加古川市加古川町溝之口503-2　ビエラ加古川12 育成・更生 井狩　秀佑 平成31年3月1日

加古川市 楠公堂薬局　加古川店 加古川市加古川町溝之口507 ｻﾝﾗｲｽﾞ加古川3F3-1 育成・更生 北野　美作恵 平成31年3月1日

加古川市 ハリマ調剤薬局 加古川市加古川町寺家町48-7 育成・更生 松下　加奈子 平成31年3月1日

加古川市 ハリマ調剤薬局　東加古川店 加古川市平岡町新在家902-15 育成・更生 中嶋　正憲 平成30年9月1日

加古川市 ハリマ調剤薬局　尾上店 加古川市尾上町池田2354 育成・更生 原田　篤子 平成30年8月1日

加古川市 阪神調剤薬局　ニッケパークタウン店 加古川市加古川町本町538番 育成・更生 横江　めぐみ 令和2年2月1日
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加古川市 フジタ薬局　神野店 加古川市神野町西条424-1 育成・更生 田中　喜子 平成29年12月1日

加古川市 ふじ薬局　野口店 加古川市野口町野口220-1 育成・更生 江藤　葉子 平成31年2月1日

加古川市 ふじ薬局　浜の宮店 加古川市尾上町口里814-34 育成・更生 藤原　幸子 令和1年9月1日

加古川市 フタツカ薬局　加古川中央市民病院前 加古川市加古川町本町538番 育成・更生 入江　和寛 令和4年7月1日

加古川市 フタツカ薬局　北在家店 加古川市加古川町北在家2450-4 育成・更生 中村　恭兵 平成31年3月1日

加古川市 フタツカ薬局　志方店 加古川市志方町志方町字惣田431-3 育成・更生 稗田　安希子 平成31年3月1日

加古川市 フタツカ薬局　土山店 加古川市平岡町土山長オサ155-1 育成・更生 松本　孝仁 平成31年3月1日

加古川市 フタツカ薬局　ニッケパークタウン店 加古川市加古川町寺家町303ﾆｯｹｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ　加古川1階 育成・更生 櫻井　由佳子 令和4年6月1日

加古川市 フタツカ薬局　東加古川店 加古川市平岡町新在家2-267-6-101 育成・更生 吉田　仁 平成31年3月1日

加古川市 フロンティア薬局加古川店 加古川市神野町神野字大林190-5 育成・更生 橋本　結美 令和4年3月1日

加古川市 平安薬局 加古川市加古川町美乃利331-1 育成・更生 柴田　里美 平成31年3月1日

加古川市 別府なのはな薬局 加古川市別府町石町6-4-101 育成・更生 藤原　陽子 平成31年3月1日

加古川市 ぼうしや薬局　尾上店 加古川市尾上町池田745-16 育成・更生 小山　祐史 平成30年4月1日

加古川市 ほうでん調剤薬局 加古川市西神吉町岸152-9-2 育成・更生 村井　佑妃 令和2年9月1日

加古川市 ホシ薬局 加古川市尾上町口里790-17 育成・更生 宮明　智子 平成31年3月1日

加古川市 まどか薬局 加古川市加古川町寺家町12番地 育成・更生 齋藤　彰子 令和1年7月1日

加古川市 みどり薬局　加古川店 加古川市平岡町一色93 育成・更生 尾木　玲子 平成30年10月1日

加古川市 メイキ薬局　長砂 加古川市野口町長砂95-2 育成・更生 伊藤　敬子 平成31年3月1日

加古川市 メイキ薬局　中野 加古川市平岡町中野484-1 育成・更生 中塚　孝美 平成31年3月1日

加古川市 メイキ薬局　水足 加古川市野口町水足1851-2 育成・更生 浅野　智美 平成31年3月1日

加古川市 薬局ジャパンファーマシー　加古川店 加古川市東神吉町神吉字柳755-1 育成・更生 鈴木　秀宗 平成31年3月1日

加古川市 ゆりのき薬局尾上店 加古川市尾上町長田517-47 育成・更生 水野真佐子 令和4年8月1日

加古川市 ゆりのき薬局平岡店 加古川市平岡町新在家2-271-5-1Ｆ 育成・更生 橋本　康之 令和2年7月1日

加古川市 ゆりのき薬局土山店 加古郡播磨町野添1656-1 育成・更生 栗本　由美子 令和4年8月1日

加古川市 ライフ調剤薬局　志方店 加古川市志方町上冨木481番智13 育成・更生 山川　幸子 平成29年9月1日

加古川市 ライフ調剤薬局　神野店 加古川市神野町神野字本畑241-1 育成・更生 出口　陽子 平成31年2月1日

加古川市 らら薬局　加古川北在家店 加古川市加古川町北在家787-1 育成・更生 松尾　和是 平成30年9月1日

加古川市 らら薬局　神野店 加古川市神野町神野108番7 育成・更生 岸本　祐樹 令和2年4月1日

加古川市 わかば薬局平岡店 加古川市平岡町山之上228-2-2 育成・更生 藤田　由紀子 令和4年3月1日

加古川市 佐保堂薬局　西神吉店 加古川市西神吉町鼎字古屋敷52番1 育成・更生 山口　利枝 令和3年7月1日

加古川市 オリザ薬局 加古川市加古川町稲屋5番地の4 育成・更生 多胡　祐一朗 令和3年12月1日

加古川市 ゴダイ薬局　神野店 加古川市新神野5丁目8-6 育成・更生 伊尻　勇輝 令和4年5月1日

加古川市 スギ薬局　加古川野口店 加古川市野口町二屋348 育成・更生 篠山　実沙 令和4年9月1日

加古川市 キリン堂薬局　加古川中津店 加古川市加古川町中津544-1 育成・更生 内藤　潤 令和4年10月1日
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加古川市 薬局ファミリーファーマシー　加古川店 加古川市別府町西脇2-50 育成・更生 藤井　知恵子 令和4年11月1日

加古川市 キリン堂薬局加古川粟津店 加古川市加古川町粟津514 育成・更生 牛尾　吏佐 令和5年1月1日

加古川市 日本調剤加古川薬局 加古川市加古川町寺家町621　1階-1 育成・更生 菊地　香織 令和5年2月1日

加古川市 オスモ薬局　尾上店 加古川市尾上町旭2-28-2 育成・更生 森口　晃弘 令和5年2月1日

加古川市 キリン堂薬局　加古川石守店 加古川市神野町石守467-1 育成・更生 古賀　麻美 令和5年5月1日

赤穂市 イオン薬局赤穂店 赤穂市中広字別所55-3 育成・更生 高梨　友希 平成31年3月1日

赤穂市 かねと調剤薬局 赤穂市尾崎3143-55　 育成・更生 古澤　晶 令和3年3月1日

赤穂市 ゴダイ薬局　赤穂駅前店 赤穂市加里屋290-10 育成・更生 髙田　祐子 平成31年3月1日

赤穂市 ゴダイ薬局　赤穂店 赤穂市中広1096 育成・更生 黒田　智久 平成31年3月1日

赤穂市 つばさ薬局 赤穂市さつき町35-15 育成・更生 山本　義人 令和4年2月1日

赤穂市 テラダ調剤薬局 赤穂市加里屋1746-5 育成・更生 南　泰彦 平成31年3月1日

赤穂市 テラダ調剤薬局　大学前店 赤穂市黒崎町86 育成・更生 橋本　和世 平成31年3月1日

赤穂市 寺田薬局 赤穂市加里屋46-7 育成・更生 寺田　篤子 平成31年3月1日

赤穂市 てんわ薬局 赤穂市鷆和600 育成・更生 金子　隆浩 令和4年2月1日

赤穂市 ドラッグマート薬局 赤穂市古浜町205番地 育成・更生 寺田　健一郎 平成31年3月1日

赤穂市 日本調剤　赤穂薬局 赤穂市中広1095-2 育成・更生 藤井　翔大 平成31年3月1日

赤穂市 阪神調剤薬局　赤穂店 赤穂市中広1112-5 育成・更生 岡田　智景 令和2年2月1日

赤穂市 ふじ薬局 赤穂市板屋町377-2 育成・更生 粕谷　志真 平成31年3月1日

赤穂市 ふじ薬局尾崎店 赤穂市尾崎3158-81 育成・更生 林　里佳 令和1年5月1日

赤穂市 ふじ薬局さこし店 赤穂市浜市196-6 育成・更生 平石　龍大 平成30年6月1日

赤穂市 みどり薬局赤穂店 赤穂市尾崎3154-63 育成・更生 古谷　雅人 令和3年4月1日

赤穂市 ライフォート赤穂薬局 赤穂市加里屋駅前町65-17 育成・更生 魚住　真理 令和1年6月1日

赤穂市 こにし薬局 赤穂市加里屋中洲4-１グリーンクウ103 育成・更生 小西　恭子 令和4年5月1日

西脇市 あかね薬局 西脇市野村町茜ヶ丘1-20 育成・更生 粟飯原　正明 平成29年11月1日

西脇市 いけだ薬局こもえ店 西脇市蒲江311番地の2 育成・更生 池田　瞬 令和4年12月1日

西脇市 一貫堂薬局 西脇市野村町1257-1 育成・更生 井床　茉由 令和2年4月1日

西脇市 うえの調剤薬局 西脇市上野318-2 育成・更生 神崎　秀子 平成31年3月1日

西脇市 株式会社きし薬局 西脇市西脇306 育成・更生 来住　泰代 平成31年3月1日

西脇市 きし薬局　下戸田店 西脇市下戸田624 育成・更生 田中　佳子 平成31年3月1日

西脇市 キリン堂薬局　黒田庄店 西脇市黒田庄町田高317-2 育成・更生 南　洋平 令和3年1月1日

西脇市 クオール薬局黒田庄店 西脇市黒田庄町田高字柳原313-127 育成・更生 衣笠　真由 平成30年10月1日

西脇市 くすのき薬局 西脇市黒田庄町岡361-2 育成・更生 伊藤　正之 令和5年5月1日

西脇市 山陽堂薬局 西脇市下戸田622 育成・更生 來住　文代 平成31年3月1日
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西脇市 しばざくら調剤薬局 西脇市野村町1795-342 育成・更生 北山　貴朗 平成31年3月1日

西脇市 すみれ薬局 西脇市日野町156-5 育成・更生 矢野　江美 平成31年3月1日

西脇市 西脇日本薬局 西脇市和田町372-1 育成・更生 長井　順子 平成31年3月1日

西脇市 ひとみ薬局 西脇市上野24番地の1 育成・更生 岸本　正英 平成30年10月1日

西脇市 ヒロタ薬局 西脇市西脇192 育成・更生 泥谷　真由美 令和1年5月1日

西脇市 ヒロタ薬局 西脇市西脇178 育成・更生 泥谷　真由美 平成30年3月1日

西脇市 フタツカ薬局　市民病院前店 西脇市下戸田622-3 育成・更生 桑村　亜衣子 平成31年3月1日

西脇市 フタツカ薬局　下戸田店 西脇市下戸田518-1 育成・更生 廣田　豊 平成31年3月1日

西脇市 フタツカ薬局　西脇店 西脇市和布町167-30 育成・更生 尾﨑　葉子 平成31年3月1日

西脇市 双葉薬局 西脇市黒田庄町喜多201-1 育成・更生 粟飯原　敦子 平成31年3月1日

西脇市 村上調剤薬局 西脇市黒田庄町石原265-4 育成・更生 村上　京子 平成31年3月1日

西脇市 薬局人丸ファーマシー西脇 西脇市大木町287-4 育成・更生 朝井　悦子 令和1年11月1日

西脇市 わかば薬局　野村店 西脇市野村町770-2 育成・更生 東山　令子 令和5年1月1日

西脇市 ウエルシア薬局　西脇上野店 西脇市下戸田592番地1 育成・更生 藤井　美帆 令和4年9月1日

宝塚市 アイセイ薬局　売布店 宝塚市売布2丁目7番11号 育成・更生 赤江　悠 令和4年10月1日

宝塚市 アイセイ薬局　雲雀丘店 宝塚市雲雀丘山手1-14-25 育成・更生 大原　章寛 令和4年10月1日

宝塚市 アイセイ薬局　宝塚ソリオ店 宝塚市栄町2-2-1 育成・更生 山田　憲始 令和4年10月1日

宝塚市 アイセイ薬局　宝塚店 宝塚市山本南1-17-27 育成・更生 林　邦彦 令和4年10月1日

宝塚市 アイビー調剤薬局 宝塚市南口1丁目8－20 育成・更生 鈴木　さゆり 令和2年4月1日

宝塚市 アイン薬局宝塚店 宝塚市安倉北二丁目1-33 育成・更生 村上　紘世 令和3年11月1日

宝塚市 あくら薬局 宝塚市安倉南4-37-3 育成・更生 和田　衛 平成30年12月1日

宝塚市 イケダ薬局 宝塚市売布2-5-1 育成・更生 宇田　佳代子 平成31年3月1日

宝塚市 ウィズ薬局 宝塚市中州2-5-6 育成・更生 池田 りき子 平成31年3月1日

宝塚市 ウエルシア薬局　宝塚中筋店 宝塚市中筋8丁目11-63 育成・更生 向井　大地 令和4年3月1日

宝塚市 えがおDe薬局宝塚店 宝塚市福井町３２－１７松本ビル１０３号 育成・更生 森　幸恵 令和2年9月1日

宝塚市 おひさま薬局 宝塚市山本西2-7-3MUCCS珍樹園ビル104号 育成・更生 宮下　等 令和2年4月1日

宝塚市 オレンジ薬局宝塚店 宝塚市向月町19-9 育成・更生 藤田　尚也 平成30年10月1日

宝塚市 キリン薬局 宝塚市口谷東1-20-11 育成・更生 山下　幸代 令和1年7月1日

宝塚市 キリン堂薬局　逆瀬川店 宝塚市伊予志3丁目2－5 育成・更生 宇治　肇惠 令和2年8月1日

宝塚市 クラッセ薬局　宝塚南口店 宝塚市南口2丁目5-34小林ビル1Ｆ 育成・更生 松村　由依子 令和1年12月1日

宝塚市 くるみ薬局 宝塚市中山寺1丁目11-12 中山観音ビル1階 育成・更生 船引　祐孝 平成29年11月1日

宝塚市 コクミン薬局　宝塚第一病院前店 宝塚市向月町14-13 育成・更生 山内　英明 平成31年2月1日

宝塚市 小林薬局 宝塚市安倉南1-23-27 育成・更生 小林　周子 平成31年3月1日

宝塚市 サエラ薬局　仁川店 宝塚市仁川北2-5-1 育成・更生 草野　真衣 平成31年3月1日
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宝塚市 さくら薬局　逆瀬川店 宝塚市逆瀬川1丁目11-1ｱﾋﾟｱ2 1階 育成・更生 吉田　郷 令和1年11月1日

宝塚市 さくら薬局　逆瀬川駅前店 宝塚市逆瀬川2-1-11 育成・更生 馬詰　真紀 平成30年9月1日

宝塚市 さくら薬局　宝塚五月台店 宝塚市中山五月台2-11-8 育成・更生 篠原　弓佳 令和1年10月1日

宝塚市 サン薬局仁川店 宝塚市鹿塩2丁目11-12 育成・更生 本田　美奈子 令和4年5月1日

宝塚市 シンバシ薬局 宝塚市泉町19番26号 育成・更生 八尾　房代 令和2年1月1日

宝塚市 シンバシ薬局　山本店 宝塚市山本東2－8－15 育成・更生 木本　浩司 令和2年1月1日

宝塚市 スギ薬局　宝塚小林店 宝塚市小林3-9-35 育成・更生 末吉　裕那 平成31年2月1日

宝塚市 スギ薬局　宝塚中山店 宝塚市売布東の町21番22号ダイエー宝塚中山店1階 育成・更生 木下　和典 平成30年11月1日

宝塚市 スギ薬局　宝塚南店 宝塚市高司五丁目1番17号 育成・更生 末吉　裕那 令和2年6月1日

宝塚市 ステラ宝塚薬局 宝塚市武庫川町6-22-2F 育成・更生 千保　悦子 平成30年12月1日

宝塚市 そうごう薬局宝塚売布店 宝塚市売布2丁目14番16-1号 育成・更生 辻本　佳亮 令和5年4月1日

宝塚市 さくら薬局　中山寺駅前店 宝塚市中筋5丁目10番23-103号 育成・更生 深澤　菫 令和2年8月1日

宝塚市 中山桜台薬局 宝塚市中山桜台2-2-1中山台ファミリーセンター2F 育成・更生 伏見　恵里子 令和1年7月1日

宝塚市 にしいち調剤薬局　宝塚店 宝塚市野上1-1-7 育成・更生 成松　博幸 平成31年3月1日

宝塚市 にしいち調剤薬局　ゆずり葉台店 宝塚市ゆずり葉台3-1-1 育成・更生 勝見　次郎 令和1年12月1日

宝塚市 ニシイチ薬局　健康館山本駅前店 宝塚市山本東3-5-20 育成・更生 加藤　佳子 令和2年4月1日

宝塚市 ニシイチ薬局　健康館小林駅前店 宝塚市小林2－9－18 育成・更生 前田　愛子 令和2年9月1日

宝塚市 西薬局　小林店 宝塚市小林4-7-58-103 育成・更生 遠藤　弘子 平成30年2月1日

宝塚市 はいたつ薬局 宝塚市売布2-9-13 育成・更生 角森　正英 令和1年12月1日

宝塚市 ハートンベア薬局　アピア店 宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1-4F 育成・更生 田近　椋 平成29年12月1日

宝塚市 ハーモニー調剤薬局　中山寺店 宝塚市中筋4-8-27　中山寺駅前ビル1F　 育成・更生 古跡　和子 令和1年8月1日

宝塚市 ハイ･エール調剤薬局 宝塚市平井5丁目1-8 育成・更生 木村　千晶 平成30年6月1日

宝塚市 阪神調剤薬局　宝塚山本店 宝塚市山本丸橋3丁目1番5-2号 育成・更生 福田　祐子 令和2年2月1日

宝塚市 フォーユー薬局　宝塚店 宝塚市旭町1-18-23-1 育成・更生 池田　百合 平成29年6月1日

宝塚市 フタツカ薬局　宝塚東 宝塚市向月町19-7 育成・更生 早川　直美 平成30年11月1日

宝塚市 フタツカ薬局　中山寺店 宝塚市中筋5－13－15 育成・更生 池原　真澄 令和4年9月1日

宝塚市 フタバ薬局　花のみち店 宝塚市栄町1-6-1　花のみちセルカ1番館105 育成・更生 白阪　眞理 平成31年3月1日

宝塚市 ブルースター薬局 宝塚市すみれガ丘１－９－１ 育成・更生 梅田　真紀 令和2年9月1日

宝塚市 フロンティア薬局　宝塚店 宝塚市小浜４丁目７番２号 育成・更生 小溝　優子 平成30年9月1日

宝塚市 フロンティア薬局　小浜店 宝塚市小浜４丁目７番６号 育成・更生 平田　菜穂子 令和2年11月1日

宝塚市 べにや薬局 宝塚市売布2丁目5番1号 育成・更生 廣瀬　眞理子 令和2年4月1日

宝塚市 南口ライフ薬局 宝塚市南口1-8-23ﾓﾃﾞﾙﾉﾋﾞﾙ1F 育成・更生 山浦　浩 令和2年2月1日

宝塚市 ほっと薬局 宝塚市南口1-16-6 育成・更生 小野寺　幹 平成30年4月1日

宝塚市 マリーンすみれ薬局 宝塚市中筋7-73-4 育成・更生 佐野　雅明 平成31年3月1日
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宝塚市 やすらぎ薬局　阪急山本駅前店 宝塚市平井5-1-40　SELVAビル1F 育成・更生 道本　盛輝 令和1年11月1日

宝塚市 薬局エビラファーマシー 宝塚市山本東3-11-23 育成・更生 奥村　友美 平成31年4月1日

宝塚市 薬局らくらくファーマシー 宝塚市仁川北2-6-10サンローゼ仁川 育成・更生 新井　真由美 令和4年8月1日

宝塚市 薬局らくらくファーマシーウエスト 宝塚市仁川北３丁目７－３ 育成・更生 岡本　亜矢子 令和3年4月1日

宝塚市 やまて薬局プラス 宝塚市中山寺2丁目8-15　リヒテール中山1F 育成・更生 岡田　奈緒已 平成31年1月1日

宝塚市 米田薬局 宝塚市中山寺１－６－６　中山寺ビル１０２号 育成・更生 星野　賢悟 令和3年3月1日

宝塚市 米田薬局　中山寺店 宝塚市中山寺1-85-1 育成・更生 三谷川　正也 平成31年3月1日

宝塚市 わかば薬局 宝塚市中山寺1-15-4 育成・更生 晋川　一美 平成29年10月1日

宝塚市 調剤薬局ツルハドラッグ宝塚末成店 宝塚市末成町39番5号 育成・更生 岡本　章裕 令和5年2月1日

宝塚市 調剤薬局ファーマシー逆瀬川 宝塚市伊孑志3丁目8-15 育成・更生 足立　隆子 平成30年9月1日

宝塚市 スギ薬局　宝塚調剤店 宝塚市鶴の荘3-6 育成・更生 松本　浩明 令和3年6月1日

宝塚市 ひかり薬局調剤センター宝塚店 宝塚市山本東2-8-8フラワーステージ花王園102号 育成・更生 田中　絵理 令和3年7月1日

宝塚市 祥漢堂薬局　荒神店 宝塚市向月町19-10 育成・更生 伊丹　凌 令和3年11月1日

宝塚市 そうごう薬局　宝塚小浜店 宝塚市小浜4－8－34 育成・更生 細川　真希 令和3年11月1日

宝塚市 キリン堂薬局　宝塚宮の町店 宝塚市宮の町4-14 育成・更生 山根　愛子 令和3年12月1日

宝塚市 にじいろ　すみれ薬局 宝塚市中筋7-73-4 育成・更生 廣中　清人 令和4年5月1日

宝塚市 サエラ薬局　宝塚店 宝塚市仁川北2-5-1　さらら仁川北館1-118 育成・更生 小笠原　未歩 令和4年10月1日

三木市 あおば調剤薬局 三木市末広1-7-15 育成・更生 高橋　秀和 平成31年3月1日

三木市 あさひ薬局 三木市志染町吉田713-2 育成・更生 田中　多宏 平成31年3月1日

三木市 イオン薬局三木店 三木市大村字砂163 育成・更生 天羽　佳子 平成31年4月1日

三木市 いちご薬局 三木市福井３丁目15－17 育成・更生 永冨　美保 令和3年3月1日

三木市 ウエルシア薬局　三木青山店 三木市志染町青山6-15-1 育成・更生 松本　雄稀 平成30年7月1日

三木市 ウエルシア薬局　三木平田店 三木市平田2丁目10-18 育成・更生 久村　誠也 平成30年7月1日

三木市 こころ薬局 三木市志染町中自由が丘3-53-126 育成・更生 前田　一喜 平成31年3月1日

三木市 さくら薬局 三木市大村髙柳144-5 育成・更生 清水　千種 平成31年3月1日

三木市 佐保堂薬局　三木本町店 三木市本町3丁目1053番9 育成・更生 中崎　由里子 令和4年11月1日

三木市 サンキュー調剤薬局　自由が丘店 三木市志染町中自由が丘1-560 育成・更生 北川　栄佳 平成31年3月1日

三木市 サンキュー薬局　緑が丘店 三木市緑が丘町東2-1-1 育成・更生 北川　淑一 平成31年3月1日

三木市 サンワ薬局 三木市末広1-6-41 育成・更生 正井　俊夫 平成30年7月17日

三木市 新生薬局 三木市志染町東自由が丘1丁目820-3 育成・更生 森永　悦佳 令和1年11月1日

三木市 すえひろ薬局 三木市末広1-87-5 育成・更生 山谷　千広 平成31年3月1日

三木市 そよかぜ薬局　三木緑が丘店 三木市緑が丘町本町1丁目２の２ 育成・更生 栗本　美千子 平成30年8月1日

三木市 大学堂薬局 三木市加佐254 育成・更生 石井　惠子 平成31年3月1日

三木市 ティエス調剤薬局　三木市民病院前店 三木市加佐字前90-1　ﾒｿﾞﾝｴｸｾﾙⅡ 育成・更生 植田　守 平成31年3月1日
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三木市 なないろ薬局 三木市緑が丘町東2-2-11 育成・更生 山下　健一郎 令和5年1月1日

三木市 ひまわり薬局　えびす店 三木市大塚244-5 育成・更生 木村　知行 令和5年4月1日

三木市 ひまわり薬局　サンテラス店 三木市志染町西自由が丘1丁目840 育成・更生 山本　雅弘 平成30年12月1日

三木市 フタツカ薬局　三木店 三木市末広1-5-8 育成・更生 吉田　佳司 平成31年3月1日

三木市 ポニー薬局 三木市末広2丁目3-33メゾン三木102号 育成・更生 藤原　伸也 平成31年3月1日

三木市 ポニー薬局　本町店 三木市本町1-5-12 育成・更生 奥野　敏之 平成30年11月1日

三木市 三木調剤薬局 三木市別所町高木735-1 育成・更生 前谷　直子 令和3年3月1日

三木市 みのり薬局 三木市志染町広野5-283-3 育成・更生 松丸　健一 平成31年3月1日

三木市 めぐみ薬局　三木店 三木市平田119-9 育成・更生 山下　拓也 令和5年5月1日

三木市 阪神調剤薬局　三木大村店 三木市大村1208番地 育成・更生 野方　真紀 令和2年2月1日

三木市 キリン堂薬局　三木志染店 三木市志染町広野1-250-2 育成・更生 加藤　美由紀 令和5年2月1日

高砂市 あい調剤薬局高砂店 高砂市米田町米田1162番1 育成・更生 橋本　尚子 令和2年9月1日

高砂市 アルカドラッグ高砂店調剤薬局 高砂市高砂町栄町373-1 育成・更生 高田　幹樹 平成31年3月1日

高砂市 けんこう薬局 高砂市神爪1-12-1 育成・更生 髙田　史枝 令和3年8月1日

高砂市 ココカラファイン薬局　高砂荒井店 高砂市荒井町日之出町4番10号　青手木ビル101 育成・更生 毛利　亘 平成31年3月1日

高砂市 ゴダイ薬局　大塩店 高砂市北浜町西浜1208-1 育成・更生 坪田　成香 平成31年3月1日

高砂市 サン薬局 高砂市高砂町北本町1132－2 育成・更生 福岡　雅則 令和3年3月1日

高砂市 さーくる薬局 高砂市阿弥陀町魚橋944-26 育成・更生 田川　達矢 令和1年7月1日

高砂市 そうごう薬局　宝殿駅前店 高砂市神爪1丁目3番7号ノースビル1F 育成・更生 川端　秀明 平成29年7月1日

高砂市 そうごう薬局高砂店 高砂市松陽1-190 育成・更生 石原　亮 平成30年8月1日

高砂市 調剤薬局マツモトキヨシ高砂店 高砂市米田町島32 育成・更生 竹内　沙弥 令和2年12月1日

高砂市 つつじ薬局　神爪 高砂市神爪5-8-5 育成・更生 菅原　健一 令和3年12月1日

高砂市 にじいろ薬局 高砂市荒井町東本町1-5-1 育成・更生 前川　広貴 令和4年5月1日

高砂市 阪神調剤薬局　高砂店 高砂市荒井町日の出町4-13 育成・更生 西巻　陽子 令和2年2月1日

高砂市 ふくろう薬局高砂店 高砂市荒井町日之出町4-5 育成・更生 村上　理恵 令和4年12月1日

高砂市 フロンティア薬局　高砂店 高砂市荒井町日之出町4-5 育成・更生 小溝　浩平 平成31年3月1日

高砂市 みうら薬局　高砂店 高砂市米田町塩市1-15 育成・更生 小倉　新希子 令和4年1月1日

高砂市 薬局ファミリーファーマシー　高砂店 高砂市伊保4-567-3 育成・更生 植田　ゆかり 平成31年3月1日

高砂市 ユーアイ調剤薬局 高砂市阿弥陀1-7-7 育成・更生 米谷　理沙 平成29年10月1日

高砂市 ユーアイ調剤薬局　伊保店 高砂市伊保崎南7-15 育成・更生 堰本　愛 平成30年4月1日

高砂市 ユーアイ調剤薬局　荒井店 高砂市荒井町中新町5-7 育成・更生 高石　忠勝 令和3年9月1日

高砂市 ゆうき薬局 高砂市荒井町紙町1-25 育成・更生 井波　一利 令和3年6月1日

高砂市 有限会社　マスダ薬局 高砂市高砂市伊保1丁目7番13号 育成・更生 増田　千惠子 令和3年3月1日

高砂市 ゆりのき薬局あらい店 高砂市荒井町東本町20-6 育成・更生 成田　美枝 令和4年8月1日
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高砂市 ココカラファイン薬局　高砂店 高砂市荒井町日之出町10-12 育成・更生 吉田　紗英 令和1年6月1日

高砂市 ライフォート米田北薬局 高砂市米田町米田722-82 育成・更生 橋本　真悠子 令和1年6月1日

高砂市 ライフ調剤薬局　 高砂市神爪2-2-6 育成・更生 田中　純子 平成31年3月1日

高砂市 ライフ調剤薬局　駅前店 高砂市神爪1-1-20-101 育成・更生 藤井　友光子 平成31年3月1日

高砂市 そうごう薬局　高砂米田町店 高砂市米田町米田925-17 育成・更生 水谷　光利 令和3年11月1日

高砂市 すみれ薬局 高砂市中島2-7-46 育成・更生 西田　大広 令和3年11月1日

高砂市 あすか薬局 高砂市米田町塩市82-4 育成・更生 島田　拓也 令和5年4月1日

川西市 ｅ薬局川西 川西市栄根２－２５－８ 育成・更生 杉野　由美子 令和3年3月1日

川西市 アイン薬局ベルフローラ川西店 川西市小花1-1-10 育成・更生 沖本　彩 平成30年12月1日

川西市 アンサー調剤薬局 川西市栄町5-28 育成・更生 広瀬　満正 平成30年11月1日

川西市 イオン薬局川西店 川西市小花一丁目6番13号イオンリカー＆ビューティー川西店2Ｆ 育成・更生 宇野　彰 令和1年11月1日

川西市 ウエルシア薬局　イオンタウン川西店 川西市多田桜木一丁目4番1号 育成・更生 前川　晃子 平成30年12月1日

川西市 ウエルシア薬局　川西能勢口店 川西市栄町10-5-104パルティ川西1F 育成・更生 石野　衿子 令和4年3月1日

川西市 ウエルシア薬局　川西加茂店 川西市加茂3-1-5 育成・更生 宮本　諭 令和1年6月1日

川西市 うねの薬局 川西市大和西2丁目1-13-101 育成・更生 塩川　洋和 平成30年4月1日

川西市 エルム薬局川西店 川西市多田桜木１－８－３２ 育成・更生 笹田　真紀子 令和3年3月1日

川西市 キセラ川西ハートフル薬局 川西市火打1-2-1キセラ川西オリヴィエ1階 育成・更生 中川　早織 令和5年5月1日

川西市 キリン堂薬局 川西西店 川西市西多田2丁目7-20 育成・更生 坂本　都 令和5年4月1日

川西市 笹川薬局　清和台店 川西市清和台東3-1-8 育成・更生 前田　秀美 令和2年9月1日

川西市 幸生堂薬局 川西市小戸1丁目2番6　ｼﾞｵ阪急川西ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾏｰｸ1階 育成・更生 宮武　真也 令和4年12月1日

川西市 すずらん薬局川西店 川西市東畦野6-2-25 育成・更生 關原　弘喜 令和1年8月1日

川西市 アイン薬局川西池田店 川西市栄根2-6-32-303 育成・更生 山下　夏希 令和3年11月1日

川西市 清和台薬局 川西市清和台東3-1-8 育成・更生 松田　聡理 平成30年3月1日

川西市 それいゆ薬局  川西市荻原台西1丁目71番地　荻原台ﾀｳﾝｼｮｯﾌﾟ 育成・更生 日野　真紀 平成30年4月1日

川西市 双愛薬局 川西市絹延町3－26 育成・更生 秋本　常久 令和2年6月1日

川西市 ただ薬局 川西市新田1-3-7 育成・更生 須貝　真理子 平成31年2月1日

川西市 調剤薬局ツルハドラッグ　南花屋敷店 川西市南花屋敷3丁目16番9号 育成・更生 藤平　泰造 令和4年5月1日

川西市 調剤薬局ツルハドラッグキセラ川西店 川西市火打1丁目23番21号 育成・更生 村上　紀美子 令和1年5月1日

川西市 調剤薬局マツモトキヨシ　川西能勢口駅前店 川西市小花1-6-18N＆Hビル1階 育成・更生 中尾　駿介 令和4年7月1日

川西市 多田の駅前薬局 川西市多田桜木2-1-21ディンプル多田1階 育成・更生 田中　優子 令和4年7月1日

川西市 ドリーム薬局　畦野店 川西市大和西2-2-8-104 育成・更生 米田　裕子 平成31年3月1日

川西市 ドリーム薬局平野店 川西市平野3丁目18-23 育成・更生 藤元　史樹 平成31年3月1日

川西市 なの花薬局　川西能勢口店 川西市栄町20番1号ﾍﾞﾙﾌﾛｰﾗ・かわにしWEST1階 育成・更生 黒木　博文 令和2年9月1日

川西市 日新堂薬局 川西市多田桜木1丁目3番21号 育成・更生 藤本　智子 平成29年6月1日

13/22



兵庫県 指定自立支援医療機関(育成・更生)一覧【薬局】※政令市・中核市を除く。 〔令和5年5月1日現在〕

市町名 医療機関名（薬局） 所在地
指定を希望
する医療

薬剤師の氏名 指定(更新)年月日

川西市 ひまわり薬局 川西市栄町12-8　三宝ビル1F 育成・更生 加藤　順子 平成31年3月1日

川西市 ひらの薬局 川西市平野3-17-2　1階 育成・更生 佐藤　真 令和3年12月1日

川西市 フェリス薬局 川西市見野2-36-11 YKﾋﾞﾙ102 育成・更生 山田　紫菜子 令和4年8月1日

川西市 プラザ薬局　OASIS Town　キセラ川西店 川西市火打1-16-6 2階 育成・更生 勝間田　れい子 令和1年8月1日

川西市 プラチナ薬局水明台店 川西市水明台1-3-4 育成・更生 梨本　拓弥 令和2年12月1日

川西市 プラチナ薬局　久代店 川西市久代1-25-27 育成・更生 宗野　弥香 平成30年11月1日

川西市 フロンティア薬局　花屋敷店 川西市南花屋敷4-6-7-3 育成・更生 村澤　香織 令和3年3月1日

川西市 北摂調剤　栄町薬局 川西市栄町3-6 育成・更生 松井　雅教 令和4年1月1日

川西市 北摂調剤のせぐち駅前薬局 川西市栄町11-1　ラソラ川西3F 育成・更生 村　武士 令和4年1月1日

川西市 ホワイト薬局川西店 川西市大和西1丁目97－7　兼古書店駅前ビル1F104号 育成・更生 竹内　悦子 令和3年2月1日

川西市 マルゼンうねの駅前薬局 川西市大和西1-65-3　藤本ビル2F 育成・更生 藤本　いづみ 平成30年2月1日

川西市 ミヤケ薬局 川西市出在家町1番6号 育成・更生 中川　牧子 令和2年3月1日

川西市 アイン薬局川西多田店 川西市新田1-3-8 育成・更生 田中　翔梧 令和3年5月1日

川西市 たけのこ薬局　川西能勢口店 川西市小戸1-5-5 育成・更生 田中　千尋 令和4年3月1日

川西市 タケシタ調剤薬局　キセラ川西店 川西市火打1-9-24 育成・更生 村西　正成 令和4年8月1日

川西市 フタバ薬局　川西店 川西市出在家町13番12-2 育成・更生 尾上　理恵 令和4年9月1日

川西市 みどり薬局　川西店 川西市火打1丁目7番13号 育成・更生 加地　由美子 令和4年9月1日

川西市 ふくもと薬局 川西市栄町11-3 育成・更生 岡安　博行 令和5年3月1日

川西市 ウエルシア薬局　アステ川西店 川西市栄町25-1アステ川西221号 育成・更生 兒島　芽実 令和5年4月1日

小野市 あさひ薬局敷地店 小野市敷地町1479-10 育成・更生 山本　浩正 平成30年5月1日

小野市 アルカ小野中央薬局 小野市黒川町1773 育成・更生 廣瀬　仁久 平成30年11月1日

小野市 イオン薬局小野店 小野市王子町868-1 育成・更生 吉田　貴美 平成31年4月1日

小野市 育ヶ丘グリーン薬局 小野市育ヶ丘町字水谷拍子谷1475-573 育成・更生 椿野　陽子 平成31年3月1日

小野市 ウエルシア薬局　北播磨総合医療センター前店 小野市市場町926-462 育成・更生 小林　広行 平成31年3月1日

小野市 小野ひまわり調剤薬局東店 小野市天神町1024-2 育成・更生 岩田　功次 令和1年7月1日

小野市 キリン堂薬局　小野本町店 小野市本町648-6 育成・更生 鳥井　愛子 令和3年5月1日

小野市 クオール薬局　小野店 小野市敷地町1382-246 育成・更生 永田　佳那 平成30年10月1日

小野市 佐保堂薬局　神明店 小野市神明町183-6 育成・更生 山本　貴志 令和3年3月1日

小野市 センター薬局 小野市中町321-1 育成・更生 大橋　哲 令和3年5月1日

小野市 日本調剤北播磨薬局 小野市市場町字南山926-451 育成・更生 佳山　浩明 令和1年10月1日

小野市 阪神調剤薬局　北播磨店 小野市市場町926-450 育成・更生 蓬莱　瑞穂 令和2年2月1日

小野市 ひかり薬局　本町店 小野市本町254-8 育成・更生 前田　千春 平成31年3月1日

小野市 弘勢堂薬局 小野市粟生町790-2 育成・更生 河島　久代 平成31年3月1日

小野市 フタツカ薬局　小野店 小野市敷地町1603-1 育成・更生 西村　徹 平成31年3月1日
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小野市 松原薬局 小野市中町275-1 育成・更生 松原　ひとみ 平成31年3月1日

小野市 森薬忠堂薬局 小野市上本町71 育成・更生 森　千昭 平成31年3月1日

小野市 有限会社小野薬局 小野市本町329 育成・更生 永木　准子 平成31年3月1日

小野市 阪神調剤薬局　小野店 小野市天神町973番 育成・更生 古賀　虹帆 令和3年3月1日

小野市 佐保堂薬局　小野南店 小野市市場町寺ノ下1204番4 育成・更生 月城　佳奈 令和3年7月1日

小野市 ウエルシア薬局　小野天神店 小野市天神町815番地1 育成・更生 伊関　恵介 令和4年6月1日

三田市 あおば薬局 三田市中町11-10 育成・更生 春井　久栄 令和2年3月1日

三田市 あかしあ薬局 三田市あかしあ台1-49-1 育成・更生 萬代　咲 令和3年11月1日

三田市 アルカフラワータウン薬局 三田市武庫が丘7-7-5 育成・更生 三宅　崇得 平成31年3月1日

三田市 イオン薬局　三田ウッディタウン店 三田市けやき台1-6-2 育成・更生 須賀　祟夫 平成30年9月1日

三田市 いずみ薬局 三田市南が丘1-30-28 育成・更生 近藤　俊浩 令和1年9月1日

三田市 ウエルシア薬局三田天神店 三田市天神1丁目5-14 育成・更生 西　昭子 平成29年7月1日

三田市 ウッディ調剤薬局 三田市あかしあ台5-32-1 育成・更生 田畑　佳子 平成30年9月1日

三田市 貴志ひまわり薬局 三田市貴志80-1 育成・更生 武田　耕我 令和1年8月1日

三田市 北村薬局 三田市中央町2-9 育成・更生 島内　有偉子 平成31年3月1日

三田市 さくら薬局 三田市西相野字長池1017-1 育成・更生 山田　公子 令和2年9月1日

三田市 三田駅前さつき薬局 三田市中央町10-10 育成・更生 城垣　佳代子 平成31年3月1日

三田市 スギ薬局　三田店 三田市三輪四丁目5番20号　ミスミモール内 育成・更生 奥山　未来 令和3年3月1日

三田市 スギ薬局　三田富士が丘店 三田市富士が丘二丁目7番地1ﾓｰﾙﾗﾌｨｰﾈ内 育成・更生 吉藤　愛 令和5年1月1日

三田市 そうごう薬局三田店 三田市けやき台1-10-1 育成・更生 余田　規彰 令和3年9月1日

三田市 中央町さつき薬局 三田市中央町9-38 育成・更生 髙橋　理恵 令和5年4月1日

三田市 調剤薬局マリーン三田店 三田市中央町15-3 育成・更生 吉田　雅代 令和1年8月1日

三田市 つつじが丘ガーデン薬局 三田市つつじが丘南3丁目1番地8 育成・更生 則松　由香里 平成29年8月1日

三田市 楠公堂薬局 三田市駅前町1番38号　JR三田駅NKビル202 育成・更生 子守　泰子 令和2年3月1日

三田市 平野薬局 三田市駅前町8-40 育成・更生 橋尾　彰子 平成31年3月1日

三田市 平野薬局　ウッディタウン店 三田市すずかけ台2-3-1 育成・更生 平野　康太郎 平成31年3月1日

三田市 フラワータウン駅ビル調剤薬局 三田市弥生ヶ丘1-11 育成・更生 小林　絢子 平成30年9月1日

三田市 ベルデ薬局新三田店 三田市福島148-1 育成・更生 奥野　千佳 令和3年3月1日

三田市 本田薬局 三田市中央町10番16号 育成・更生 時松　るみ子 令和3年3月1日

三田市 やすたか薬局　広野店 三田市大畑字清水365-1 育成・更生 大月　久朗 令和3年3月1日

三田市 薬局ジャパンファーマシー　三田中央店 三田市大原字上野ヶ原1310-2 育成・更生 中村　翔吾 平成31年3月1日

三田市 有限会社　八木薬局 三田市中町6-2 育成・更生 八木 満範 平成31年3月1日

三田市 わかくさ調剤薬局 三田市すずかけ台4丁目9番1 育成・更生 鈴木　孝子 令和2年9月1日

三田市 スギ薬局　あかしあ台店 三田市あかしあ台一丁目51番地8 育成・更生 岸本　中行 令和3年7月1日
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三田市 コスモス薬局　すずかけ台店 三田市すずかけ台1丁目13 育成・更生 宮本　忍 令和4年4月1日

三田市 スギ薬局　三田三輪店 三田市三輪4丁目1番1号 育成・更生 年岡　美帆 令和4年5月1日

加西市 あさひ薬局　剣坂店 加西市西剣坂町9-3 育成・更生 上野　直恵 平成30年7月1日

加西市 あさひ薬局　段下店 加西市段下町847-68 育成・更生 金田　貴仁 令和1年7月1日

加西市 あすなろ薬局 加西市北条町古坂７丁目１１８ 育成・更生 三木　智弘 令和2年11月1日

加西市 イオン薬局加西北条店 加西市北条町北条308-1 育成・更生 坂口　友紀子 令和3年3月1日

加西市 加西・神野調剤薬局 加西市別府町北ノ芝丙２－１ 育成・更生 平田　妙子 令和2年6月1日

加西市 かもめ薬局　加西病院店 加西市北条町横尾1-11 育成・更生 内藤　祐多 平成30年10月1日

加西市 かもめ薬局　北条店 加西市北条町北条11-5 育成・更生 梅田　篤史 令和3年1月1日

加西市 クオール薬局　加西店 加西市北条町横尾1-13-5 育成・更生 東　大輔 平成30年10月1日

加西市 繁田薬局　中野店 加西市中野町53-2 育成・更生 繁田　泰明 平成31年3月1日

加西市 ティエス調剤薬局　加西店 加西市北条町北条28-1 アスティアかさい2F 育成・更生 石川　利美 平成31年3月1日

加西市 ヒロタ薬局　加西店 加西市下宮木町550-1 育成・更生 長井　孝充 平成30年9月1日

加西市 北条薬局 加西市北条町北条390-1 育成・更生 宮野　慎也 平成30年10月1日

加西市 ミクチ調剤薬局　古坂店 加西市北条町古坂1253-1 育成・更生 窪田　陽子 平成30年7月1日

加西市 ミクチ調剤薬局　横尾店 加西市北条町横尾1101 育成・更生 木下　和也 平成30年7月1日

加西市 ミクチ薬局王子店 加西市王子町79-1 育成・更生 村田　恵子 令和1年8月1日

加西市 ミクチ薬局　野上店 加西市野上町272-7 育成・更生 向　正信 平成30年8月1日

加西市 わかば薬局北条店 加西市北条町横尾1240 育成・更生 中谷　樹理 令和2年6月1日

加西市 コスモス薬局　古坂店 加西市北条町古坂7丁目33 育成・更生 栗原　啓太 令和4年4月1日

加西市 ヒロタ薬局加西店 加西市中野町1494-130 育成・更生 長井　孝充 令和5年1月1日

丹波篠山市 ゴダイ薬局　篠山黒岡店 丹波篠山市黒岡186-5 育成・更生 宗　栄作 令和4年6月1日

丹波篠山市 ゴダイ薬局　篠山店 丹波篠山市東吹410-1 育成・更生 榊原　淳夫 平成31年3月1日

丹波篠山市 ゴダイ薬局　篠山大熊店 丹波篠山市大熊110 育成・更生 若森　有輝子 令和2年11月1日

丹波篠山市 さつき薬局 丹波篠山市東吹981-1 育成・更生 小島　尚登 令和3年3月1日

丹波篠山市 そうごう薬局篠山店 丹波篠山市網掛420-1 育成・更生 高垣　卓史 令和1年10月1日

丹波篠山市 ティエス調剤薬局　丹南店 丹波篠山市宇土字下土井内ノ坪358-1 育成・更生 高畠　由幸 平成31年3月1日

丹波篠山市 有限会社なかにし薬局福住店 丹波篠山市福住字桂472-5 育成・更生 中西　康典 令和2年1月1日

丹波篠山市 ひやく薬局こんだ 丹波篠山市今田町今田8-2 育成・更生 藤末　映子 令和3年5月1日

丹波篠山市 そうごう薬局　篠山波賀野店 丹波篠山市波賀野新田141-1 育成・更生 高井　幹夫 令和3年11月1日

丹波篠山市 そうごう薬局　篠山口店 丹波篠山市大沢1-7-2　エレガンスビル 育成・更生 加藤　良子 令和3年11月1日

丹波篠山市 そうごう薬局　篠山大沢店 丹波篠山市大沢2-1-2 育成・更生 日浦　直樹 令和3年11月1日

丹波篠山市 そうごう薬局　ささやま医療センター前店 丹波篠山市黒岡41-1 育成・更生 田門　清佳 令和3年11月1日

丹波篠山市 そうごう薬局　篠山にしき店 丹波篠山市西谷156-6 育成・更生 波々伯部　公佑 令和3年11月1日
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養父市 ウエルシア薬局　養父上箇店 養父市上箇66番 育成・更生 藤野　誠 令和1年10月1日

養父市 但馬調剤薬局　八鹿店 養父市八鹿町下網場396-1 育成・更生 山本　典彦 平成31年3月1日

養父市 なでしこ薬局　八鹿店 養父市八鹿町下網場448-2 育成・更生 李　光枝 平成31年3月1日

養父市 ニコニコ薬局 養父市八鹿町八鹿574-2 育成・更生 奥藤　久記 令和1年6月1日

養父市 はさまじ大阪屋薬局 養父市上野1162-1 育成・更生 小島　邦雄 平成31年4月1日

養父市 阪神調剤薬局　八鹿店 養父市八鹿町八鹿1834-3 育成・更生 川瀨　章 令和2年2月1日

養父市 堀畑調剤薬局 養父市堀畑137-1 育成・更生 小島　直人 令和2年9月1日

養父市 薬局あざの 養父市浅野274-4 育成・更生 向　佳世 平成31年3月1日

養父市 薬局きらら 養父市上箇字川端15-1 育成・更生 大橋　進 令和2年3月1日

養父市 クレアフラワー薬局八鹿店 養父市八鹿町八鹿1834-6 育成・更生 家現　征史 令和3年6月1日

養父市 ゴダイ薬局　八鹿八木店 養父市八鹿町八木75-2 育成・更生 丸田　啓一郎 令和1年6月1日

丹波市 Ｂ＆Ｏ薬局竹田店 丹波市市島町中竹田1163-3 育成・更生 大城　睦子 令和5年4月1日

丹波市 あおぞら薬局 丹波市氷上町谷村939 育成・更生 山内　透 平成31年3月1日

丹波市 あおぞら薬局青垣店 丹波市青垣町沢野113-2 育成・更生 池上　太 令和3年9月1日

丹波市 浅原薬局 丹波市春日町黒井486-2 育成・更生 浅原　加代子 平成31年3月1日

丹波市 アット調剤薬局　 丹波市柏原町母坪325-1 育成・更生 中岡　瑠美 令和4年4月1日

丹波市 うらら薬局 丹波市氷上町成松533-7 育成・更生 前川　宏周 平成29年6月1日

丹波市 大村薬局 丹波市氷上町成松245 育成・更生 大村　吉樹 平成31年3月1日

丹波市 けやき薬局 丹波市柏原町南多田字ヒユタ686-2 育成・更生 亀井　昌代 平成31年3月1日

丹波市 ゴダイ薬局　氷上本郷店 丹波市氷上町本郷322-5 育成・更生 赤壁　良子 令和1年6月1日

丹波市 ゴダイ薬局　花の里店 丹波市春日町上三井庄666 育成・更生 美馬　忠司 令和3年5月1日

丹波市 さつき薬局春日店 丹波市春日町国領937 育成・更生 吉見　俊充 令和1年8月1日

丹波市 丹波ふれあい薬局 丹波市氷上町香良字中山田614番3 育成・更生 喜多川　和也 令和2年1月1日

丹波市 つなぐ薬局柏原店 丹波市柏原町柏原字深田1399-1 育成・更生 前田　稔雄 令和2年7月1日

丹波市 テラサキ薬局 丹波市春日町黒井894-15 育成・更生 寺崎　弘子 平成30年9月1日

丹波市 ドラッグＢ＆Ｏ薬局 丹波市市島町上田506-1 育成・更生 坂東　隆弘 平成31年3月1日

丹波市 ビッグふれあい薬局 丹波市氷上町石生1783-6 育成・更生 田　倫久 令和4年1月1日

丹波市 ひやくセンター薬局 丹波市氷上町石生2093 育成・更生 東　裕之 令和1年7月1日

丹波市 ひやく薬局ほつぼ 丹波市柏原町母坪350-5 育成・更生 村上　みどり 平成31年4月1日

丹波市 ファイン調剤薬局 丹波市山南町谷川546-2 育成・更生 片岡　憲稔 平成31年3月1日

丹波市 ファミリー調剤薬局 丹波市市島町下竹田14番32 育成・更生 志水　綠 令和2年12月1日

丹波市 フラワー薬局　柏原店 丹波市柏原町柏原255-3 育成・更生 有田　裕美 平成31年3月1日

丹波市 フラワー薬局丹波店 丹波市氷上町石生1783-6　ザ・ビッグエクストラ氷上店内 育成・更生 有田　裕美 令和1年9月1日

丹波市 平和堂薬局 丹波市柏原町南多田478-1　山忠ビル１F 育成・更生 森田　義朗 平成31年3月1日
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丹波市 明治屋薬局 丹波市青垣町佐治6-1 育成・更生 安達　裕子 平成31年3月1日

丹波市 明治屋薬局　市辺店 丹波市氷上町市辺661 育成・更生 足立　容子 平成31年3月1日

丹波市 有限会社ほのぼの薬局 丹波市氷上町成松494-5 育成・更生 吉積　孝子 平成31年3月1日

丹波市 春日野薬局 丹波市柏原町南多田459 育成・更生 三谷　高徹 平成31年3月1日

丹波市 森の薬局 丹波市山南町下滝字天神ノ下461-1 育成・更生 加藤　久枝 平成31年3月1日

丹波市 有限会社まるいし薬局 丹波市山南町和田282 育成・更生 石塚　正則 平成31年3月1日

丹波市 有限会社まるいし薬局　谷川店 丹波市山南町谷川2030 育成・更生 梅垣　真紀子 平成31年3月1日

丹波市 有限会社ミツワ梅垣薬局 丹波市柏原町柏原6 育成・更生 梅垣　友一郎 平成31年3月1日

丹波市 さきやま薬局 丹波市市島町上竹田1101-1 育成・更生 塚本　亜希 令和4年6月1日

丹波市 ひなた薬局 丹波市柏原町柏原3070-3 育成・更生 山本　常仙 令和4年10月1日

丹波市 ゴダイ薬局　氷上店 丹波市氷上町横田777-1 育成・更生 奥野　浩史 令和3年9月1日

南あわじ市 淡路調剤薬局　三原店 南あわじ市八木養宜中174 育成・更生 橋本　幸知 令和4年8月1日

南あわじ市 ウエルシア薬局　南あわじ三原店 南あわじ市市徳長674番地2 育成・更生 水野　吏士 平成29年8月1日

南あわじ市 ウエルシア薬局　南あわじ青木店 南あわじ市市青木23-2 育成・更生 伊藤　優希 令和3年5月1日

南あわじ市 ウエルシア薬局　南あわじ上八木店 南あわじ市八木養宜上548番地1 育成・更生 大西　良美 令和2年4月1日

南あわじ市 アイン薬局南あわじ店 南あわじ市市福永416-6 育成・更生 大歳　哲也 令和4年9月1日

南あわじ市 オレンジ薬局 南あわじ市神代地頭方1611-1 育成・更生 高見　直知 令和2年1月1日

南あわじ市 新世薬局　福良店 南あわじ市福良甲1528-5 育成・更生 鷲塚　雄輝 平成31年3月1日

南あわじ市 ダリヤ調剤薬局　三原店 南あわじ市神代国衙1668-1 育成・更生 花野井　薫 平成31年3月1日

南あわじ市 ドリーム薬局南淡店 南あわじ市賀集福井1－1 育成・更生 西野　雅之 令和2年5月1日

南あわじ市 ひろし薬局 南あわじ市榎列小榎列203-5 育成・更生 久井　尚永 令和1年8月1日

南あわじ市 三原薬局 南あわじ市八木寺内1150-5 育成・更生 馬詰　佐和子 令和1年8月1日

南あわじ市 やまと薬局 南あわじ市賀集八幡8－9 育成・更生 武田　智代 令和3年3月1日

南あわじ市 大正屋薬局 南あわじ市榎列掃守20番地1 育成・更生 田浦　稔康 令和2年3月1日

南あわじ市 美里薬局 南あわじ市広田広田字畑田134-1 育成・更生 久米　啓介 平成30年6月1日

南あわじ市 薬局ヘルシーピットBRAVES 南あわじ市志知鈩1-8 育成・更生 岡本　由利子 令和5年1月1日

朝来市 大蔵調剤薬局 朝来市和田山町宮田216-3 育成・更生 柿沼　亘 平成31年3月1日

朝来市 おがた薬局アルバ店 朝来市新井字庄境128 育成・更生 緒方　郁俊 令和2年3月1日

朝来市 オリーブ調剤薬局 朝来市和田山町東谷136-1 育成・更生 柿沼　真貴子 令和1年8月1日

朝来市 くるみ薬局 朝来市和田山町立ノ原23-4 育成・更生 本間　隆敏 令和1年6月1日

朝来市 セオ薬局 朝来市山東町矢名瀬町896番地2 育成・更生 瀬尾　成俊 令和2年4月1日

朝来市 たけだ調剤薬局 朝来市和田山町竹田697-5 育成・更生 緒方　由紀子 令和3年7月1日

朝来市 但馬調剤薬局　朝来店 朝来市和田山町法興寺404番地１ 育成・更生 田村　茉莉子 令和4年5月1日

朝来市 ドラッグエンゼル調剤薬局 朝来市和田山町立ノ原49-1 育成・更生 安福　厚子 平成29年7月1日

18/22



兵庫県 指定自立支援医療機関(育成・更生)一覧【薬局】※政令市・中核市を除く。 〔令和5年5月1日現在〕

市町名 医療機関名（薬局） 所在地
指定を希望
する医療

薬剤師の氏名 指定(更新)年月日

朝来市 よつば薬局 朝来市和田山町寺谷685-7 育成・更生 阪口　守宏 平成30年4月1日

朝来市 ソレイユファーマシィ薬局 朝来市和田山町加都1574番1 育成・更生 松本　周三 令和3年5月1日

朝来市 あい調剤薬局 朝来市和田山町桑原字中井田402 育成・更生 田中　紘樹 令和3年11月1日

朝来市 そうごう薬局　和田山店 朝来市和田山町枚田岡138-6 育成・更生 佐藤　晃久 令和3年11月1日

朝来市 薬局こころ 朝来市和田山町和田山134-4 育成・更生 藤澤　享江 令和4年5月1日

淡路市 淡路調剤薬局　東浦店 淡路市久留麻1875-1 更生 池田　政崇 平成29年10月1日

淡路市 育波薬局 淡路市育波480-1 育成・更生 増田　優人 令和3年3月1日

淡路市 岩屋調剤薬局 淡路市岩屋983 育成・更生 岡田　亜由美 平成31年3月1日

淡路市 ウエルシア薬局　津名一宮インター店 淡路市中田2994-1 育成・更生 本多　恵美子 令和3年5月1日

淡路市 かつらや調剤薬局 淡路市志筑1631-6 育成・更生 桂　太郎 平成31年3月1日

淡路市 新世調剤薬局　一宮店 淡路市多賀1283-2 育成・更生 山本　富代 平成31年3月1日

淡路市 新世薬局　大町店 淡路市大町下362-5 育成・更生 山下　久美 平成31年3月1日

淡路市 新世薬局　志筑連上店 淡路市志筑1718-1 育成・更生 臼井　英行 平成31年3月1日

淡路市 新世薬局　新島店 淡路市志筑新島10-11 育成・更生 柳　美里 平成31年3月1日

淡路市 新世薬局　田井店 淡路市志筑1791-5 育成・更生 柳原　弘明 平成31年3月1日

淡路市 津名薬局 淡路市志筑新島6-31 育成・更生 安田　貴明 令和3年5月1日

淡路市 はやぶさ薬局　東浦店 淡路市久留麻1907 育成・更生 野村　浩章 令和1年8月1日

淡路市 東浦薬局 淡路市久留麻1912-1 育成・更生 森　圭子 令和3年3月1日

淡路市 ひまわり薬局 淡路市志筑2837-6 育成・更生 泉井　理 令和4年2月1日

淡路市 ひまわり薬局富島店 淡路市富島872-14 育成・更生 土井　久美子 令和4年2月1日

淡路市 新世薬局　夢舞台店 淡路市夢舞台1-34 育成・更生 安賀　沙奈英 令和2年3月1日

淡路市 有限会社うえた調剤薬局 淡路市志筑新島6-87 育成・更生 上田　敏弘 令和2年2月1日

淡路市 ウエルシア薬局淡路東浦店 淡路市久留麻2015番地1 育成・更生 耒田　真輝 令和3年6月1日

宍粟市 あがた薬局　船元店 宍粟市山崎町船元77-3 育成・更生 縣　俊孝 平成31年3月1日

宍粟市 アンリ薬局 宍粟市一宮町福知133-2 育成・更生 下川　和枝 平成31年3月1日

宍粟市 かつはら薬局　咲ランド店 宍粟市山崎町中井7番地4 咲ランド2階 育成・更生 溝口　欣也 令和1年9月1日

宍粟市 株式会社ひとみ調剤薬局 宍粟市一宮町三方町180-1 育成・更生 新宮　一司 平成31年3月1日

宍粟市 しそう薬局 宍粟市山崎町鹿沢131-2 育成・更生 岸本　理子 平成30年5月1日

宍粟市 スミレ調剤薬局　 宍粟市山崎町鹿沢129-9 育成・更生 山國　裕代 令和4年9月1日

宍粟市 ぼうしや調剤薬局　鹿沢店 宍粟市山崎町鹿沢130-8 育成・更生 小林　知行 平成31年3月1日

宍粟市 ぼうしや調剤薬局　山崎店 宍粟市山崎町山崎11-1 育成・更生 森下　典子 平成31年3月1日

加東市 あさひ薬局　メイフラワー店 加東市藤田944-633 育成・更生 廣田　香織 令和1年7月1日

加東市 アスナロ調剤薬局 加東市上中3-30-2 育成・更生 峰　純平 令和2年12月1日

加東市 アスナロ調剤薬局　南店 加東市上中三丁目55番地 育成・更生 樋口　智子 令和2年12月1日
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加東市 あんず薬局 加東市社96-1 育成・更生 山田　絹子 令和4年1月1日

加東市 ウエルシア薬局　加東上中店 加東市上中3丁目13番地 育成・更生 服部　浩 平成29年6月1日

加東市 こもれびの森薬局 加東市新定707番地3 育成・更生 後藤　奈津江 令和1年8月1日

加東市 佐保堂調剤薬局 加東市社508-2 育成・更生 田中　まみ 令和3年3月1日

加東市 さつき薬局 加東市上中2-23 育成・更生 石野　吉昭 平成31年3月1日

加東市 つだ薬局滝野店 加東市上滝野2418－2 育成・更生 高岡　佳奈 令和2年8月1日

加東市 フロンティア薬局　加東店 加東市家原86-5 育成・更生 成田　真砂 令和2年9月1日

加東市 みらい薬局 加東市上滝野612-1 育成・更生 高田　由紀子 令和2年1月1日

加東市 ライフ薬局東条店 加東市新定559-1 育成・更生 藤井　徹 令和2年9月1日

加東市 オレガノ薬局 加東市藤田944-26 育成・更生 森永　雄二 令和4年1月1日

たつの市 ウエルシア薬局　たつの日山店 たつの市龍野町日山40番地3 育成・更生 濱田　理恵子 平成31年1月1日

たつの市 キノシタヤ薬局　赤とんぼ店 たつの市龍野町堂本11-14 育成・更生 山本　恭之 令和3年2月1日

たつの市 キノシタヤ薬局　新宮店 たつの市新宮町新宮５８９－２ 育成・更生 久保　康宏 令和3年2月1日

たつの市 キノシタヤ薬局　本町店 たつの市龍野町本町６６ 育成・更生 山本　いづみ 令和3年2月1日

たつの市 五大薬局　揖保川店 たつの市揖保川町正條188-1 育成・更生 三村　沙織 令和3年2月1日

たつの市 さわやか薬局 たつの市神岡町東觜崎字鍵田471-9 育成・更生 刀田　徳生 平成31年3月1日

たつの市 シトラス調剤薬局 たつの市揖西町南山2丁目130 育成・更生 大谷　裕規 令和2年10月1日

たつの市 ちとせ薬局 たつの市新宮町吉島619番7 育成・更生 籠　直英 令和1年9月1日

たつの市 つくし薬局 たつの市御津町中島1664-7 育成・更生 髙橋　武久 令和1年9月1日

たつの市 なつめ薬局 たつの市龍野町富永770番2 育成・更生 前田　直子 令和5年2月1日

たつの市 みつのさと薬局 たつの市御津町釜屋99-19 育成・更生 河　真輔 平成31年3月1日

たつの市 薬局ファミリーファーマシー　島田店 たつの市龍野町島田字五条360-15 育成・更生 福島　豊 令和1年8月1日

たつの市 薬局ファミリーファーマシー　揖保川店 たつの市揖保川町新在家字下畑15-146 育成・更生 中田　典孝 令和2年5月1日

たつの市 薬局ファミリーファーマシー　堂本店 たつの市龍野町堂本49－4 育成・更生 南　晴康 令和3年2月1日

たつの市 やまびこ薬局 たつの市揖保川町金剛山191-5 育成・更生 田川　千尋 令和3年11月1日

たつの市 ヨシロー薬局 たつの市龍野町富永590番地の5 育成・更生 清水　芳郎 令和3年3月1日

たつの市 ウエルシア薬局　たつの神岡店 たつの市神岡町東觜崎578番1 育成・更生 森高　里佳 令和4年5月1日

猪名川町 アピス薬局猪名川店 川辺郡猪名川町広根字奥ノ谷5番外5筆 育成・更生 光木　満智子 令和3年3月1日

猪名川町 イオン薬局　猪名川店 川辺郡猪名川町白金2-1　ｲｵﾝ猪名川店1階 育成・更生 富永　淳 平成31年3月1日

猪名川町 しろがね薬局 川辺郡猪名川町白金3丁目2-3 育成・更生 赤坂　雅子 平成29年8月1日

猪名川町 スギ薬局　日生中央店 川辺郡猪名川町伏見台1丁目1番地56 育成・更生 日浦　麻里衣 平成30年8月1日

猪名川町 なの花薬局　日生中央駅前店 川辺郡猪名川町松尾台1-2-2 育成・更生 山　由美 平成31年3月1日

猪名川町 ライフォートパークタウン薬局 川辺郡猪名川町若葉1-4-2 育成・更生 佐藤　哲子 令和1年6月1日

猪名川町 プラチナ薬局イオンモール猪名川店 川辺郡猪名川町白金2-1イオンモール猪名川3F 育成・更生 織田　有子 令和3年6月1日
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多可町 高田延寿堂薬局 多可郡多可町中区安坂79-3 育成・更生 高田　博文 平成31年3月1日

多可町 調剤日本薬局 多可郡多可町中区森本下沢田23-2 育成・更生 山口　美稚子 平成31年3月1日

多可町 中町日本薬局 多可郡多可町中区安坂平ノ本107-1 育成・更生 長井　廣行 平成31年3月1日

多可町 八千代日本薬局 多可郡多可町八千代区下村109-5 育成・更生 村上　佐代美 平成30年11月1日

多可町 たかセンター薬局 多可郡多可町中区岸上280-34 育成・更生 池田　陽次 令和3年4月1日

多可町 ライフ薬局 多可郡多可町加美区寺内72-1 育成・更生 竹本　治 平成31年3月1日

多可町 ライフ薬局　中町店 多可郡多可町中区安坂39 育成・更生 竹本　ゆみ 平成31年3月1日

稲美町 あゆみ薬局 加古郡稲美町国岡2丁目9番地の16 育成・更生 東根　加代子 令和2年9月1日

稲美町 いぶき薬局 加古郡稲美町国岡2丁目9番地の14 育成・更生 新名　陽子 平成29年12月1日

稲美町 なないろ薬局　稲美店 加古郡稲美町国安532 育成・更生 村上　和之 令和1年8月1日

稲美町 らら薬局稲美中一色店 加古郡稲美町中一色字青の井822番地の5 育成・更生 久保　大三郎 平成31年3月1日

稲美町 らら薬局　中一色南店 加古郡稲美町中一色821番1 育成・更生 松下　優子 平成29年11月1日

稲美町 スギ薬局　明石稲美調剤店 加古郡稲美町国岡2丁目10-2 育成・更生 古井　康太郎 令和3年5月1日

稲美町 フジタ調剤薬局 加古郡稲美町国岡3丁目7-1 育成・更生 川戸　順之 令和4年2月1日

播磨町 キリン堂薬局　土山駅前店 加古郡播磨町北野添2丁目1-2　BIVI土山１階 育成・更生 藤原　規子 令和4年6月1日

播磨町 ナガタ薬局土山店 加古郡播磨町北野添２丁目６－３１ 育成・更生 川本　琢也 平成29年10月1日

播磨町 播磨町薬局 加古郡播磨町南大中1-1-26 育成・更生 藤堂　峰久 平成31年3月1日

播磨町 やよい薬局 加古郡播磨町東本荘2-322-16 育成・更生 森　由美子 令和2年6月1日

播磨町 ゆりのき薬局土山店 加古郡播磨町野添1656-1 育成・更生 栗本由美子 令和4年8月1日

播磨町 佐保堂薬局　播磨本荘店 加古郡播磨町加古郡播磨町北本荘1丁目14-10 育成・更生 大西　博子 令和4年11月1日

市川町 たんぽぽ調剤薬局 神崎郡市川町屋形520-14 育成・更生 藤田　佳典 令和2年4月1日

市川町 薬局ファミリーファーマシー　市川店 神崎郡市川町西川辺字中ノ供御618-6 育成・更生 中夜　泉 平成31年3月1日

市川町 薬局ファミリーファーマシー　東川辺店 神崎郡市川町東川辺字立野８９１－３ 育成・更生 納田　功 令和3年2月1日

福崎町 アルカ福崎薬局 神崎郡福崎町南田原2938 育成・更生 松見　彰久 令和1年10月1日

福崎町 たんぽぽ調剤薬局福崎店 神崎郡福崎町西田原1149-3 育成・更生 赤坂　知子 令和1年10月1日

福崎町 ナカジマ調剤薬局　駅前店 神崎郡福崎町福田397-11 育成・更生 三木　和美 平成31年3月1日

福崎町 そうごう薬局　福崎店 神崎郡福崎町福崎新79-3 育成・更生 朝治　広貴 令和3年11月1日

神河町 ウエルシア薬局　神崎神河店 神崎郡神河町粟賀町357番2 育成・更生 松家　京介 平成30年7月1日

神河町 クオール薬局　神崎店 神崎郡神河町粟賀町宇発田385-11 育成・更生 桂　麻起 平成30年10月1日

神河町 たんぽぽ調剤薬局粟賀店 神埼郡神河町粟賀町378-3 育成・更生 前嶌　治男 令和1年10月1日

太子町 ウエルシア薬局　揖保太子南店 揖保郡太子町蓮常寺字豆田281 育成・更生 田﨑　裕也 平成29年8月1日

太子町 おきだい薬局 揖保郡太子町沖代162-4 育成・更生 鈴木　美智子 令和2年9月1日

太子町 ゴダイ調剤薬局　太子鵤店 揖保郡太子町鵤中樋365-1 育成・更生 大岡　武洋 平成31年3月1日

太子町 シスター薬局　太子店 揖保郡太子町東保139-5 育成・更生 峯　優 令和2年1月1日
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太子町 太子調剤薬局 揖保郡太子町東南323-1 育成・更生 上下　剛史 令和3年2月1日

太子町 中尾調剤薬局　いかるが店 揖保郡太子町鵤1389-8 育成・更生 福岡　瑞絵 令和1年8月1日

太子町 よつば薬局 揖保郡太子町福地367-3 育成・更生 角江　有紀 平成31年3月1日

太子町 鵤調剤薬局 揖保郡太子町鵤字門田1143-2 育成・更生 湯口　茂子 令和3年12月1日

太子町 メイプル調剤薬局 揖保郡太子町佐用岡24-4 育成・更生 笹垣　良太 令和4年8月1日

佐用町 かつはら薬局　佐用店 佐用郡佐用町佐用字上吉福1188 育成・更生 常次　研二 平成31年3月1日

佐用町 共栄薬局 佐用郡佐用町佐用222番地4 育成・更生 井上　恵介 平成30年2月1日

佐用町 ゴダイ調剤薬局　三河店 佐用郡佐用町上三河138-1 育成・更生 大前　秀夫 平成31年3月1日

佐用町 佐用調剤薬局 佐用郡佐用町佐用3536-5 育成・更生 小澤　友里 令和1年12月1日

佐用町 薬局ファミリーファーマシー　三日月店 佐用郡佐用町三日月字中町277-2 育成・更生 北川　卓也 令和4年11月1日

香美町 村岡かがやき薬局 美方郡香美町村岡区村岡350番13 育成・更生 杉田　宣弘 平成29年12月1日

香美町 日本調剤　香住薬局 美方郡香美町香住区若松538 育成・更生 今西　瑞貴 平成31年3月1日

香美町 宮脇薬局 美方郡香美町香住区若松570-1 育成・更生 高村　ひとみ 令和3年11月1日

新温泉町 岡田薬局 美方郡新温泉町湯1293 育成・更生 岡田　昌彦 令和2年12月1日

新温泉町 アイ･プラス薬局　浜坂店 美方郡新温泉町二日市字家ノ前755 育成・更生 杉岡　佳子 平成30年1月1日

新温泉町 山川薬局 美方郡新温泉町二日市751-1 育成・更生 山川　定子 令和5年2月1日
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