
令和元年度（第1回） 薬剤師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（令和元年11月17日）

勤務先 氏名（敬称略） 〒 勤務先住所

ウォンツ吉島薬局 山村　まゆ 730-0823 広島市中区吉島西2-15-12

ミント薬局舟入店 二場　美佐枝 730-0843 広島市中区舟入本町13-22

アプコ調剤薬局 市村　智恵 730-0034 広島市中区新天地4-6

コスモ薬局 坂田　諭 730-0051 広島市中区大手町3丁目6番4号カルチェ大手町1F

アスト薬局 合原　憲太 730-0045 広島市中区鶴見町14番2号 清水ビル101号

アスト薬局 末國　洋子 730-0045 広島市中区鶴見町14番2号 清水ビル101号

Meiji Seika ファルマ株式会社 佐藤　有美子 730-0045 広島市中区鶴見町2-19

ウォンツ薬局八丁堀交差点前 奥野　まや 730-0017 広島市中区鉄砲町10-13

ウォンツ薬局八丁堀交差点前 後藤　瑞稀 730-0017 広島市中区鉄砲町10-13

ピーチ薬局　鉄砲町店 中重　まひろ 730-0017 広島市中区鉄砲町3番18号 アートビル1階

白島キャロット薬局 瀬川　治良 730-0002 広島市中区白島中町1-9

フジミ薬局 吉岡　茂子 730-0043 広島市中区富士見町5-5

幟町とまと薬局 加藤　聡哲 730-0016 広島市中区幟町12-1

康仁薬局　牛田店 宮野　佐智子 732-0065 広島市東区牛田中2-2-1

あすか薬局　温品店 山﨑　健司 732-0033 広島市東区温品1丁目2-44

中山セロリ薬局 山田　京子 732-0023 広島市東区中山東2-2-33

広島大学病院 猪川　和朗 734-8551 広島市南区霞1-2-3

あおば薬局 大島　晃司 732-0826 広島市南区松川町3-10

広島南薬局 大谷　純一 734-0004 広島市南区宇品神田一丁目4番2号

いちご薬局皆実町店 金瀬　愛友美 734-0007 広島市南区皆実町2-8-4-102

緑風会薬局 重留　佳代子 734-0001 広島市南区出汐1-4-3

クルーズ薬局段原店 谷本　佳大 732-0818 広島市南区段原日出1丁目15-21

南蟹屋れもん薬局 平本　直子 732-0803 広島市南区南蟹屋1-3-35

クルーズ薬局段原店 藤岡　絵美 732-0818 広島市南区段原日出1丁目15-21

いちご薬局皆実町店 村上　紗希 734-0007 広島市南区皆実町2-8-4-102

もみじ薬局 横増　まゆみ 732-0822 広島市南区松原町2-37-615

マナー薬局 大下　留以子 732-0811 広島市南区段原一丁目7-8

高山薬局 髙山　真一 734-0051 広島市南区東青崎町10-18

ソルベ薬局草津店 大庭　有子 733-0865 広島市西区草津本町24-6

タウン薬局己斐店 木村　萌 733-0815 広島市西区己斐上1丁目11-40

ハーブ薬局 廣田　満子 733-0873 広島市西区古江新町13-36

テツムラ漢方薬局 藤本　枝里 733-0022 広島市西区天満町9-15

PMC企画ひまわり薬局 又平　美穂子 733-0024 広島市西区福島町1丁目22-7

医療法人 厚生堂 長崎病院 山下　晶子 733-0013 広島市西区横川新町3-11

エスマイル薬局長楽寺店 岡嵜　由子 731-0143 広島市安佐南区長楽寺2-13-30

祇園プラス薬局 岡村　智鶴 731-0138 広島市安佐南区祇園3丁目12-12-1

エスマイル薬局緑井店 加治　真由美 731-0103 広島市安佐南区緑井1-5-1-202

クルーズ薬局緑井店 加藤　智大 731-0103 広島市安佐南区緑井5丁目29−18-101号

スカイ薬局緑井店 加美　多美 731-0103 広島市安佐南区緑井2丁目11-15

ミント薬局せせらぎ店 澤田　久也 731-0102 広島市安佐南区川内5丁目14-24-101

ミント薬局川内店 島原　隆行 731-0102 広島市安佐南区川内5丁目31−10

パークフロント薬局 中谷　名奈 731-3167 広島市安佐南区大塚西4-8-31
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ここから薬局緑井店 西島　武 731-0103 広島市安佐南区緑井6丁目27-12

ここから薬局緑井店 西田　美香 731-0103 広島市安佐南区緑井6丁目27-12

ウォンツ薬局祇園店 西本　裕子 731-0138 広島市安佐南区祇園3-15-21

ひがしの薬局 濱田　博文 731-0111 広島市安佐南区東野2丁目12-15 1F

エスマイル薬局緑井店 三宅　実琴 731-0103 広島市安佐南区緑井1-5-1-202

さくら薬局　中筋店 三好　かずみ 731-0122 広島市安佐南区中筋3丁目27-21

ワイズ薬局 山口　朋子 731-0137 広島市安佐南区山本4丁目26-23

のぞみ薬局高陽店 相原　麻由 739-1731 広島市安佐北区落合5丁目25-1

のぞみ薬局高陽店 伊藤　愛 739-1731 広島市安佐北区落合5丁目25-1

アレス薬局可部店 大谷　浩司 731-0221 広島市安佐北区可部6丁目3-24

のぞみ薬局高陽店 梶矢　真由 739-1731 広島市安佐北区落合5丁目25-1

のぞみ薬局可部西店 角野　幸子 731-0221 広島市安佐北区可部4丁目6-2

のぞみ薬局本店 小城　千枝 731-0221 広島市安佐北区可部5丁目14-19

のぞみ薬局高陽店 田中　久美子 739-1731 広島市安佐北区落合5丁目25-1

オリタ薬局可部店 富岡　絵麻 731-0221 広島市安佐北区可部7丁目6-2

のぞみ薬局高陽店 中村　美由季 739-1731 広島市安佐北区落合5丁目25-1

のぞみ薬局本店 藤田　美佐子 731-0221 広島市安佐北区可部5丁目14-19

オリタ薬局可部店 藤本　瑞枝 731-0221 広島市安佐北区可部7丁目6-2

落合ポテト薬局 山根　みどり 739-1732 広島市安佐北区落合南1丁目11-13

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

康仁薬局矢野店 豊川　みどり 736-0085 広島市安芸区矢野西4-1-21

康仁薬局矢野店 三澤　尚弥 736-0085 広島市安芸区矢野西4丁目1−21

カノウ薬局 土井　聡子 731-5136 広島市佐伯区楽々園3丁目2-18

オズ薬局五日市八幡東店 土井　幸信 731-5115 広島市佐伯区八幡東2-28-55

南海老園豊見薬局 土肥　すなほ 731-5135 広島市佐伯区海老園1-8-25

ウォンツ広本町薬局 今出　真理子 737-0125 呉市広本町3丁目21-1

井上一誠堂薬局警固屋店 岩﨑　未季 737-0012 呉市警固屋4丁目2−30

医療法人社団　和恒会　ふたば病院 植田　美香 737-0143 呉市広白石4-7-22

栄町薬局 宇都　淳子 737-0052 呉市東中央1-6-15

康仁薬局新広店 金岡　真弓 737-0112 呉市広古新開7-24-3

のぞみ薬局 篠崎　裕美 737-0112 呉市広古新開2-5-23

オレンジ薬局 竹内　ひとみ 737-0303 呉市下蒲刈町下島2176-4

トマト薬局 田中　環 737-0045 呉市本通り1-5-11

さんくす薬局呉店 豊田　廣英 737-0051 呉市中央2丁目6-10

株)アステム 呉支店 中田　淳子 737-0141 呉市広大新開1-15-14

オリーブ薬局 橋本　雅男 737-0045 呉市本通5丁目6-13

フタバ薬局 松尾　知恵 737-0046 呉市中通4丁目6-5

竹原市 アルファ薬局 瓜本　美晴 725-0012 竹原市下野町1771-1

ほのか薬局 石岡　敏之 723-0044 三原市宗郷1-3-30

なのはな薬局 清水　貴久 723−0145 三原市沼田東町片島224-6
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JA尾道総合病院 栗原　晋太郎 722-8508 尾道市平原一丁目10番23号

アローS薬局 下末　實 722-0215 尾道市美ﾉ郷町三成1066-6

有限会社中本薬局 中本　恵美 722-2323 尾道市因島土生町1899-7

三次市 中本薬局プラザ店 木村　純子 728-0012 三次市十日市中1丁目1−10

庄原市 たかの薬局 下中　康弘 727-0402 庄原市高野町新市1150-1

駅前薬局 幸吉　昌子 739-0011 東広島市西条本町12-3

そうごう薬局　西条店 古山　佐知子 739-0016 東広島市西条岡町5-19

東広島タカズミ薬局 炭本　剛志 739ｰ0041 東広島市西条町寺家6623-4

有限会社佐伯調剤薬局 天野　美智子 738-0222 廿日市市津田1968

ウォンツ廿日市新宮店 岡本　恵子 738-0024 廿日市市新宮1-9-34

エース薬局 中村　直子 738-0034 廿日市市宮内1520-8

純薬（株）第一薬局廿日市 渡邊　理恵子 738-0033 廿日市市串戸2丁目17-5

府中タカズミ薬局 栗栖　亜希子 735-0013 安芸郡府中町浜田3-9-6

府中みくまり病院 島田　直実 735-0003 安芸郡府中町みくまり3-1-11

あんず薬局 伊達　万里 735-0008 安芸郡府中町鶴江1-25-20

海田タカズミ薬局 藤澤　雅子 736-0026 安芸郡海田町幸町8-14-3

クルーズ薬局 三原　愛美 736-0024 安芸郡海田町西浜4-22-2

康仁薬局海田店 山中　捺未 736-0046 安芸郡海田町窪町2-14

熊野町 くまの薬局 島谷　慶子 731-4221 安芸郡熊野町出来庭10-4-5

エンゼル薬局 十川　明海 731-1533 山県郡北広島町有田1189

げいほく薬局 宮本　あや子 731ｰ2431 山県郡北広島町荒神原208-4

世羅町 エンゼル薬局世羅店 栗原　愛 722-1112 世羅郡世羅町本郷942-5
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令和元年度（第2回） 薬剤師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（令和元年12月8日）

勤務先 氏名（敬称略） 〒 勤務先住所

広島市
安佐北区

オズ薬局可部店 神川　孝子 731-0221 広島市安佐北区可部4丁目23-13

広島市
佐伯区

豊見薬局 小迫　貴子 731-5133 広島市佐伯区旭園2-22

ほのか薬局 清親　里佳 723-0044 三原市宗郷1-3-30

イオン薬局三原店 小林　史枝 723-0014 三原市城町２丁目１３－１

ありす薬局糸崎店 角南　靖子 729-0324 三原市糸崎4－4－17

なの花薬局　城町店 豊田　由紀 723-0014 三原市城町２－２－２２

プラザ薬局 森本　久美子 723-0017 三原市港町3-11-1

すばる薬局 粟村　美穂 722-0022 尾道市栗原町9650-10

ひので薬局本館 熊丸　諒一 722-0018 尾道市平原1-20-44

クルーズ薬局　天満町店 小松谷　宣文 722-0038 尾道市天満町16番14-7

ひので薬局本館 林　可奈 722-0018 尾道市平原1-20-44

すばる薬局 森　健治 722-0022 尾道市栗原町9650-10

（有）兼吉調剤薬局 横田　いつ子 722-0073 尾道市向島町576-3

菜の花薬局 馬屋原　栄子 720-2124 福山市神辺町川南3143-7

公立学校共済組合　中国中央病院 大塚　識稔 720-0001 福山市御幸町148-13

葦陽紅葉町薬局 神原　洋司 720-0811 福山市紅葉町3-23

サンメディカル薬局 嶋崎　由美 720-0053 福山市大黒町１－１

すがはら薬局 菅原　康洋 720-2413 福山市駅家町法成寺108-8

ハロー薬局 杉原　弘子 720-0043 福山市船町3-3

さくらんぼ薬局伊勢丘店 角南　雅子 721-0915 福山市伊勢丘5-1-23

葦陽薬品株式会社 中島 康隆 721-0973 福山市南蔵王町4-12-30

さくらんぼ薬局伊勢丘店 端野　衣里 721-0915 福山市伊勢丘5-1-23

にこぴん薬局久松台店 原口　牧子 720-0083 福山市久松台2丁目2-13

さくらんぼ薬局伊勢丘店 東　和人 721-0915 福山市伊勢丘5-1-23

かんなべ薬局 平本　健二 720-2124 福山市神辺町川南1045-4

にこぴん薬局 藤井　泰郎 721-0915 福山市伊勢丘5-6-2

にこぴん薬局三新田店 藤井　温子 720-0832 福山市水呑町4447番地

みやけ薬局 三澤　富美子 720-0031 福山市三吉町3-1-10

ファーマシィ薬局神辺 森信　里紗 720-2125 福山市神辺町新徳田3-546-2

ザグザグ薬局松永店 渡邉　加代 729-0111 福山市今津町3-8-60

平成薬局 渡辺　華代 720-0001 福山市御幸町上岩成236-1

にこぴん薬局三吉町店 吉原　一恵 720-0031 福山市三吉町3-3-22

府中市 あやめ薬局矢野店 栗栖　真吾 729-3421 府中市上下町深江476-2
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