
平成28年度薬剤師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（平成28年11月26日）

勤務先 氏名（敬称略） 〒 勤務先住所

ウエムラ薬局 上村　仁志 730-0813 広島市中区住吉町8-2

ウォンツ八丁堀薬局 高橋　久美子 730-0013 広島市中区八丁堀11-8

大手町スマイル薬局 木村　厚子 730-0051 広島市中区大手町3-13-33

コスモス薬局 若宮　三賀 730-0013 広島市中区八丁堀1-12　マスキ八丁堀ビル1F

コスモス薬局グランドタワー店 福原　雅子 730-0012 広島市中区上八丁堀4-1　アーバンビューグランドタワー1F

すずらん薬局 舟入本町店 江本　えみ 730-0843 広島市中区舟入本町7-16

立町薬局 竹光　純子 730-0032 広島市中区立町4-2　大橋ビル2F

ひとみ薬局 吉田　淑子 730-0011 広島市中区基町18-4-2

ベル薬局 毛利下　昌宏 730-0851 広島市中区榎町3-30　グレース榎町1F

広島記念病院 古元　俊徳 730-0802 広島市中区本川町1-4-3

（公社）広島県薬剤師会　薬事情報センター 永野　利香 730-8601 広島市中区富士見町11-42

（公社）広島県薬剤師会　薬事情報センター 原田　修江 730-8601 広島市中区富士見町11-42

富士見町りんご薬局 茶木　礼子 730-0043 広島市中区富士見町2-20　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ101号

（株）ホロン　すずらん薬局舟入店 有原　章子 730-0847 広島市中区舟入南4-1-63　

（株）ホロン　すずらん薬局舟入店 石村　智加子 730-0847 広島市中区舟入南4-1-63

（株）ホロン　すずらん薬局舟入店 田原　佳代 730-0847 広島市中区舟入南4-1-63

同仁薬局 角屋　美衣 732-0052 広島市東区光町1-11-5

温品調剤薬局 武末　玲子 732-0033 広島市東区温品6-1-12

ノムラ薬局牛田旭店 中川　潤子 732-0067 広島市東区牛田旭1-13-12-101

パンダ薬局 野村　伸昭 732-0053 広島市東区若草町9-6-102

あい愛薬局 大原　みゆき 734-0025 広島市南区東本浦町23-22

アイ薬局 曽根　恭子 734-0024 広島市南区仁保新町一丁目9-14

ウォンツ薬局　県病院前店 宮本　誠二 734-0005 広島市南区翠5-17-12

（有）岡田経三薬局 岡田　奈未 734-0015 広島市南区宇品御幸5-19-13

（有）岡田経三薬局 岡田　峰宜 734-0015 広島市南区宇品御幸5-19-13

オール薬局　宇品店 後迫　亜紗美 734-0014 広島市南区宇品西3-1-45-1

オール薬局　宇品店 松本　直也 734-0014 広島市南区宇品西3-1-45-1

オール薬局　宇品店 宮野　佐織 734-0014 広島市南区宇品西3-1-45-1

スマイル薬局 陣崎　道子 734-0015 広島市南区宇品御幸3-1-6 

髙山薬局 髙山　文江 734-0051 広島市南区東青崎町10-18

広島南薬局 天崎　あゆみ 734-0004 広島市南区宇品神田１丁目４－２

広島南薬局 三浦　常代 734-0004 広島市南区宇品神田１丁目４－２

ミウラ薬局 海原　みきえ 734-0007 広島市南区皆実町4-18-16

ライカ薬局 吉田　康弘 732-0811 広島市南区段原1-3-12

コイ薬局 満田　淳子 733-0812 広島市西区己斐本町1-5-8　サンライズ己斐本町1F

すずらん薬局庚午店 津田　徹郎 733-0822 広島市西区庚午中3-6-11

タウン薬局　己斐店 徳島　寛 733-0815 広島市西区己斐上1-11-40

ペンギン薬局 下角　智 733-0023 広島市西区都町23-11　ジュネス山城1F

三篠アルファ薬局 今田　春海 733-0006 広島市西区三篠北町19-16

もみじが丘薬局 辰本　洋子 733-0815 広島市西区己斐上2-35-23

横川タリア薬局 吉村　京子 733-0011 広島市西区横川町2-10-32

りら薬局 堀田　和子 733-0815 広島市西区己斐上2-11-5
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オール薬局山本店 高橋　久美江 731-0137 広島市安佐南区山本1-11-10

クルーズ薬局緑井店 岩見　禎彦 731-0103 広島市安佐南区緑井5-29-18-101

スカイ薬局　緑井店 福森　香織 731-0103 広島市安佐南区緑井2-11-15

林薬局　上祇園店 林　真理子 731-0138 広島市安佐南区祇園２－２２－２４

地方独立行政法人　広島市立病院機構
広島市立リハビリテーション病院

北正　智美 731-3168 広島市安佐南区伴南1-39-1

児玉病院 沖中　克彦 731-0221 広島市安佐北区可部7丁目14-39

パール薬局　　白木店 森畠　法子 739-1521 広島市安佐北区白木町三田4269-1

前田薬局本店 前田　和子 731-3361 広島市安佐北区あさひが丘3-18-3-1

サンヨーファーマシー中野薬局 畠山　厚 739-0321 広島市安芸区中野5-13-32

ハート薬局 西川　京子 736-0082 広島市安芸区船越南2-17-1

ハート薬局 星山　裕美 736-0082 広島市安芸区船越南2-17-1

船越南どんぐり薬局 郷田　志乃 736-0082 広島市安芸区船越南3-25-28

(医)翠和会 養神館病院 梅田　純子 731-5127 広島市佐伯区五日市1-12-6

(医)翠和会 養神館病院 谷川　正之 731-5127 広島市佐伯区五日市1-12-6

すずらん薬局 五日市観音店 江本　基樹 731-5142 広島市佐伯区坪井1-21-44

豊見薬局 豊見　雅文 731-5133 広島市佐伯区旭園2-22

医療法人　ピーアイエー　ナカムラ病院 山田　智子 731-5142 広島市佐伯区坪井3-818-1

八幡アゼリア薬局 池田　和彦 731-5116 広島市佐伯区八幡5-10-1

ライフしみず薬局 獅々見　雅子 731-5136 広島市佐伯区楽々園4-5-2

楽々園しみず薬局 山下　大介 731-5136 広島市佐伯区楽々園2-2-13-101

オール薬局　海岸通店 原本　晋作 737-0823 呉市海岸2-17-6

オール薬局　新栄橋店 高田　直美 737-0811 呉市西中央1-3-10

オール薬局  焼山店 三戸田 　大 737-0935 呉市焼山中央2-5-9

シンメ薬局 川野　雅代 737-0001 呉市阿賀北5-15-7

中本薬局 細川　貴美子 737-0045 呉市本通5-1-28

フタバ薬局本通店 松村　智子 737-0045 呉市本通4-6-7

光原薬局 上田　直子 737-2516 呉市安浦町中央1-3-25

光原薬局 光原　幸子 737-2516 呉市安浦町中央1-3-25

ももたろう薬局 海岸店 森岡　たづる 737-0823 呉市海岸1-4-10

ももたろう薬局　郷町店 内村　清美 737-0803 呉市郷町6-27

医療法人社団　悠仁会　後藤病院 井上　映子 737-0052 呉市東中央１丁目８－２０

医療法人　緑風会ほうゆう病院 新宅　将史 737-0001 呉市阿賀北１丁目１４番１５号

竹原市 アルファ薬局 三田　和彦 725-0012 竹原市下野町1771-1

クルーズ薬局頼兼店 柴﨑　直子 723-0054 三原市頼兼1-1-4

みのり薬局港町 岡本　美江 723-0017 三原市港町1丁目3-15

社会医療法人　里仁会　白龍湖病院 上田　修司 729-1321 三原市大和町和木1504番地1

あい薬局平原店 田邊　ナオ 722-0018 尾道市平原1-20-50

因島医師会病院 田頭　誠 722-2211 尾道市因島中庄町１９６２番地

スーパードラッグひまわり薬局　尾道中央店 平野　健 722-0026 尾道市栗原西1-4-16

たかね薬局 高橋　美紀 729-0141 尾道市高須町恋の水924-5

ひので薬局別館 麻生　典子 722-0018 尾道市平原1-20-41

ファーマシィ尾道薬局 山﨑　康樹 722-0037 尾道市西御所町6-27
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葦陽高西薬局 村上　寛子 729-0106 福山市高西町1-7-29

医療法人社団　玄同会　小畠病院 行武　雅美 720-1142 福山市駅家町上山守203

医療法人　慈彗会　亀川病院 萩原　恵美 720-2117 福山市神辺町字下御領682-1

しんめい堂薬局 村上 信行 720-2104 福山市神辺町道上2981-3

トミヤス薬局 冨安　眞佐子 720-0802 福山市松浜町1-1-26

薬局クオリス 高垣　秀和 720-0313 福山市沼隈町常石2638-5

ファーマシィ第2センター薬局 上﨑　啓裕 728-0023 三次市東酒屋町天狗松549-1

ふの薬局 山﨑　沙織 728-0201 三次市布野町上布野小原1491-2

大竹ヘルシー薬局 神田　龍明 739-0603 大竹市西栄1-12-18

立戸ホーム薬局 伊勢岡　薫 739-0605 大竹市立戸２丁目２ー１２

加島薬局 中島　啓介 739-0015 東広島市西条栄町10-27　栄町ビルディング2F

永井薬局 有田　志穂 739-2401 東広島市安芸津町木谷129-6

エース薬局 藤山　りさ 738-0034 廿日市市宮内1520-8

JA広島総合病院 礒貝　明彦 738-8503 廿日市市地御前1-3-3

JA広島総合病院 下角　晃範 738-8503 廿日市市地御前1-3-3

タウン薬局　ナタリー店 加藤　順子 738-0054 廿日市市阿品3-1-6

タウン薬局　ナタリー店 中田　玲子 738-0054 廿日市市阿品3-1-6

平良しみず薬局 和氣　香日 738-0025 廿日市市平良２丁目１０－３６

安芸高田市 向原薬局 石飛　千代 739-1201 安芸高田市向原町坂438-1

安芸府中薬局 山本　文香 735-0017 安芸郡府中町青崎南2-2-104

ウォンツ府中本町薬局 高垣　尚生 735-0006 安芸郡府中町本町4-12-22

そうごう薬局向洋駅前店 岡本　牧己 735-0017 安芸郡府中町青崎南6−27

府中つばき薬局 太田　眞里江 735-0004 安芸郡府中町山田1-2-9

府中みずほ薬局 森川　悦子 735-0006 安芸郡府中町本町1-13-7

くまの薬局 岡崎　国治 731-4221 安芸郡熊野町出来庭10-4-5

くまの薬局 角戸　静子 731-4221 安芸郡熊野町出来庭10-4-5

さふらん薬局 浜本　隆広 731-4213 安芸郡熊野町萩原2-2-9

セラム薬局くまの店 岡村　求美 731-4214 安芸郡熊野町中溝3-13-21

世羅町 アロー薬局　甲山店 教蓮　顕 722-1121 世羅郡世羅町西上原482-3
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