
平成30年度（第1回） 薬剤師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（平成30年10月6日）

勤務先 氏名（敬称略） 〒 勤務先住所

オール薬局舟入店 村上　雄一 730-0844 広島市中区舟入幸町4-2 1F

オール薬局白島店 平田　優里 730-0005 広島市中区西白島町20-15-1Ｆ

かりん薬局 一井　和代 730-0052 広島市中区千田町1-7-11

かりん薬局 桑原　由美 730-0052 広島市中区千田町1-7-11

かりん薬局 山中　美智子 730-0052 広島市中区千田町1-7-11

コスモス薬局　日赤病院前 宗像　麻理奈 730-0052 広島市中区千田町1丁目9-1

すずらん薬局竹屋町店 石山　美帆 730-0048 広島市中区竹屋町8-8

マイライフ株式会社（オール薬局）　広島支店 平野　清子 730-0013 広島市中区八丁堀14-7-8F

フジミ薬局 安井　友子 730-0043 広島市中区富士見町5-5

有朋堂薬局 貞尾　玲子 732-0016 広島市東区戸坂出江一丁目1番5号

康仁薬局グランアーク店 藤垣　雅子 732-0053 広島市東区若草町11-2グランアークテラス3F

広島県薬剤師会薬事情報センター 水島　美代子 732-0057 広島市東区二葉の里3-2-1

ベスト薬局 府中店 政岡　泰江 732‐0044 広島市東区矢賀新町3‐1‐3

イオン薬局みゆき店 大越　倫江 734-0015 広島市南区宇品御幸1-9-12

マリン薬局宇品店 中谷　有香 734-0014 広島市南区宇品西2－5－5

トワニー薬局 池田　純子 734-0001 広島市南区出汐1-12-25

青崎の加藤薬局 中村　智津枝 734-0053 広島市南区青崎1-8-22

そらいろ薬局 吉川　勇人 734-0022 広島市南区東雲2－7－14

株式会社トライ　マザー薬局己斐店 岡野　郁子 733-0812 広島市西区己斐本町1-14-12

株式会社トライ　マザー薬局己斐店 西根　千和 733-0812 広島市西区己斐本町1-14-12

保険薬局トライファーマシー 浅海　登志恵 733-0812 広島市西区己斐本町１-１４-３

西広島どんぐり薬局 立久井　千佳 733-0812 広島市西区己斐本町3丁目1-6

こばと薬局　高須店 秋山　泰世 733-0873 広島市西区庚午北２－２２－４

広島市衛生研究所 小中　ゆかり 733-8650 広島市西区商工センター四丁目1-2

ぎおん薬局 岡部　孝子 731-0138 広島市安佐南区祇園2－42－13

イオン薬局広島祇園店 中原　由花 731-0196 広島市安佐南区祇園3-2-1イオン広島祇園店1階

アロー薬局安店 家久　誠 731-0154 広島市安佐南区上安２丁目４－４０

まえだ薬局西原店 髙田　史 731-0113 広島市安佐南区西原１丁目25-3-4

中筋薬局 石丸　千晶 731-0122 広島市安佐南区中筋二丁目7番15号

クルーズ薬局　緑井店 今田　浩明 731-0103 広島市安佐南区緑井5-29-18

のぞみ薬局　本店 久延　ちひろ 731-0221 広島市安佐北区可部5-14-19

のぞみ薬局　本店 長本　太郎 731-0221 広島市安佐北区可部5-14-19

のぞみ薬局　本店 福島　史佳 731-0221 広島市安佐北区可部5-14-19

口田薬局 新佛　暢康 739-1734 広島市安佐北区口田３丁目２-５

のぞみ薬局　高陽店 朝倉　佑花 731-0221 広島市安佐北区落合5-25-1

のぞみ薬局　高陽店 岡野　祐樹 731-0221 広島市安佐北区落合5-25-1

のぞみ薬局　高陽店 岡部　真季 739-1731 広島市安佐北区落合5-25-1

落合ポテト薬局 竹田　務 739-1732 広島市安佐北区落合南１－１１－１３

タウン薬局安芸中野店 小林　弘司 739-0321 広島市安芸区中野3-9-6

安芸市民病院 末岡　真由 736-0088 広島市安芸区畑賀2丁目14番1号

レデイ薬局矢野駅前店 高山　友紀子 736-0085 広島市安芸区矢野西4丁目3-15-101

アポロ薬局 横崎　富美子 731-5135 広島市佐伯区海老園2丁目11-1

楽々園しみず薬局 國本　優子 731-5136 広島市佐伯区楽々園2-2-13

ファインしみず薬局 平本　真菜 731-5136 広島市佐伯区楽々園2-2-2

ライフしみず薬局 田中　綾 731-5136 広島市佐伯区楽々園4-5-2

リーフ薬局 松田　哉 731-5128 広島市佐伯区五日市中央5-1-40

サンケイ薬局　八幡店 宗重　知恵子 731-5115 広島市佐伯区八幡東2-28-5

サンケイ薬局　八幡店 宗重　美恵子 731-5115 広島市佐伯区八幡東2-28-5
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平成30年度（第1回） 薬剤師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（平成30年10月6日）

勤務先 氏名（敬称略） 〒 勤務先住所

あが中央薬局 小勝負　郁弥 737-0003 呉市阿賀中央６ー２ー１１－２階

幸城薬局南隠度店 幸城　真由美 737-1205 呉市音戸町南隠度１－8－19－４

オール薬局吉浦店 城　恵子 737-0852 呉市吉浦東本町1-7-7

三原市 みのり薬局 迫口　容子 723-0051 三原市宮浦6丁目3番2号

国立病院機構広島西医療センター 幸吉　明 739-0696 大竹市玖波4-1-1

あゆみ薬局 片迫　由美 739-0613 大竹市本町1-7-7

くるみ薬局黒瀬店 兵土　裕 724-0616 東広島市黒瀬町兼広139-1

オール薬局西条店 佐島　由貴 739-0007 東広島市西条土与丸5-9-7

しみず薬局 清水　なつき 738-0033 廿日市市串戸3-21-2

医療法人　社団貴和会　佐伯中央病院 北村　隆 738-0222 廿日市市津田４１８０

ホンマチ調剤薬局 池口　真実 738-0015 廿日市市本町7-36

ホンマチ調剤薬局 清水　満明 738-0015 廿日市市本町7-36

廿日市記念病院 秋本　伸 738-0060 廿日市市陽光台5丁目12番

江田島市 吉田病院 坂中　圭一 737-2126 江田島市江田島町津久茂2-6-2

海田町 クルーズ薬局海田店 田中　尚見 736-0024 安芸郡海田町西浜4番22の2号

北広島町 ミブ薬局 石橋　亜矢子 731-1515 山県郡北広島町壬生434-4
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平成30年度（第2回） 薬剤師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（平成30年12月9日）

勤務先 氏名（敬称略） 〒 勤務先住所

株式会社フォーリーフ　のぞみ薬局本店 中津　佳菜子 731-0221 広島市安佐北区可部5-14-19

株式会社フォーリーフ　のぞみ薬局本店 藤田　和子 731-0221 広島市安佐北区可部5-14-19

広島市
安芸区

みどり坂薬局 國末　和美 739-0311 広島市安芸区瀬野2-12-13

竹原市 イヨウ薬局　忠海店 木村　貴美子 729-2316 竹原市忠海中町2丁目2-10

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

クルーズ薬局頼兼店 福島　豊樹 723-0054 三原市頼兼1-1-4

るり薬局 高地　佳子 722-0045 尾道市久保三丁目2-4

富浜薬局 三宅　直美 722-0073 尾道市向島町5617-50

ありす薬局東尾道店 中平　将人 729-0141 尾道市高須町4754-5

麻生中央薬局 麻生　祐司 722-0034 尾道市十四日元町６番１２号

おひさま薬局 秦　良子 722-0055 尾道市新高山３丁目1170-214

あおぞら薬局 金光　瑞恵 722-0014 尾道市新浜1丁目9-1

メディエント尾道西薬局 横山　知恵美 722-0016 尾道市神田町３－１１

尾道中央薬局西御所店 檀上　和江 722-0037 尾道市西御所町８-11

尾道中央薬局西御所店 友滝　恵子 722-0037 尾道市西御所町8-11

アイリス薬局 津川　かおり 722-0046 尾道市長江1-23-7

ひので薬局　本店 浜田　一則 722-0018 尾道市平原1-20-44

JA尾道総合病院 三島　基靖 722-850 尾道市平原一丁目10番23号

あしだ町薬局 妹尾　泰正 720-1262 福山市芦田町大字下有地993-1

薬局ドラッグタカヤ 鍋島　睦枝 721-0941 福山市引野町北４丁目23-15

光の丘病院 卜部　深幸 720-1147 福山市駅家町向永谷３０２

あしべ薬局 平田　里枝 720-1142 福山市駅家町上山守213-1

ウォンツ福山駅家薬局 山岡　このみ 720-1131 福山市駅家町万能倉1246-2

とうしん薬局 吉田　幸生 720-1131 福山市駅家町万能倉786-6

株式会社ハーモニー　くるみ薬局駅家店 藤井　博子 720-1131 福山市駅家町万能倉98-5

さくらんぼ薬局沖野上店 角　洋子 720-0825 福山市沖野上町4-3-33

さくらんぼ薬局沖野上店 市川　孝子 720-0825 福山市沖野上町4丁目3-33

医療法人永和会　下永病院 石井　由美子 720-0542 福山市金江町藁江590－1

ウォンツ福山御船薬局 小林　沙那恵 720-0042 福山市御船町1-9-3

そうごう薬局 福山店 村上　伸子 720-0805 福山市御門町1丁目3-31

エース薬局光南店 大下　和彦 720−0814 福山市光南町１−５−２４

にこぴん薬局 髙橋　裕子 721-0964 福山市港町2-5-23

ファーマシィ薬局すみよし 佐藤　有実 720-0809 福山市住吉町7-28

ゆうゆう薬局 岡村　裕江 729-0104 福山市松永町5-9-14

しばた薬局 佐藤　淑子 729-3111 福山市新市町金丸466-16

しばた薬局 堀　裕子 729-3111 福山市新市町金丸466-16

さくら薬局新市店 武田　佑香 729-3103 福山市新市町新市389-1

さくら薬局新市店 吉森　久美子 729-3103 福山市新市町新市389-1

さくら薬局新市店 渡邊　莉衣 729-3103 福山市新市町新市389-1

マルシン薬局 橘髙　道則 729-3103 福山市新市町新市616

キューピー堂薬局 世良　紀恵 720-0067 福山市西町３－１２－２０

サン・メディカル薬局　川口店 細川　智弘 720-0822 福山市川口町1-8-1-105

(有)鳳鳴館薬局 細川　峰代 720ｰ0831 福山市草戸町3-10-36

サン・メディカル薬局（大黒店） 川﨑　清美 720-0053 福山市大黒町１－１

イヨウ薬局　大門店 山田　万里子 721-0926 福山市大門町１丁目３９－１８

三宅会 グッドライフ病院 阪田　明子 720-0052 福山市東町1-1-18

そうごう薬局　蔵王店 桑田　貴司 721-0973 福山市南蔵王町5丁目14番10号

今岡薬局北吉津店 今岡　郁博 720-0073 福山市北吉津町4-4-7

そうごう薬局　幕山中央店 酒井　弘充 721-0913 福山市幕山台1-1-1
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平成30年度（第2回） 薬剤師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（平成30年12月9日）

勤務先 氏名（敬称略） 〒 勤務先住所

㈱ファーマみらい　府中薬局アゼリア館 豊　美也子 726-0002 府中市鵜飼町５５５－１２

高木町薬局 石川　明子 726-0013 府中市高木町189-1

高木町薬局 原田　志保 726-0013 府中市高木町189-4

さくらんぼ薬局　高木店 原田　育代 726-0013 府中市高木町６５４

さくらんぼ薬局　府中店 能宗　英子 726-0005 府中市府中町746

さくらんぼ薬局　府中店 藤井　智子 726-0005 府中市府中町746

ともえ薬局 石田　裕康 728-0012 三次市十日市中2-10-23

ウォンツ薬局三次店 藤田　詩織 728-0017 三次市南畑敷140-2

ウォンツ三次東薬局 藤田　裕太郎 728−0021 三次市南畑敷町３３０−１

三上薬局駅前店 岩田　尚子 729-5121 庄原市東城町川東１６５－１６

三上薬局駅前店 村上　龍令 729-5121 庄原市東城町川東１６５－１６

廿日市市 あおば薬局 加川　美登利 738-0034 廿日市市宮内4243-1
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