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辰本　洋子 もみじが丘薬局 733-0815 広島市西区己斐上2-35-23 (082)274-0889 (082)274-0911
中川　潤子 ノムラ薬局牛田旭店 732-0067 広島市東区牛田旭1-13-12-101 (082)511-7833 (082)511-7834
野村　祐仁 ノムラ薬局牛田店 732-0062 広島市東区牛田早稲田1-8-4 (082)223-7002 (082)223-7005
茶木　礼子 富士見町りんご薬局 730-0043 広島市中区富士見町2-20　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ101号 (082)242-7455 (082)242-7456
重留　佳代子 緑風会薬局 734-0001 広島市南区出汐1-4-3 (082)256-7171 (082)256-7181
坂本　徹 すずらん薬局本店 730-0036 広島市中区袋町4-1 (082)545-4711 (082)545-4710
十川　明海 エンゼル薬局 731-1533 山県郡北広島町有田1189 (0826)72-6031 (0826)72-6032
田中　章典 フジミ薬局 730-0043 広島市中区富士見町5-5 (082)246-4650 (082)246-4655
田津　智子 ミブ薬局 731-1515 山県郡北広島町壬生434-4 (0826)72-7030 (0826)72-7061
竹本　貴明 らいおん薬局 730-0852 広島市中区猫屋町1-18 (082)942-5705 (082)942-5706
大原　みゆき あい愛薬局 734-0025 広島市南区東本浦町23-22 (082)286-8246 (082)286-8247
和田　美智代 ファーマシィ宇品神田薬局 734-0004 広島市南区宇品神田1-4-3　オオタビル1F (082)250-5740 (082)250-5741
竹光　純子 立町薬局 730-0032 広島市中区立町4-2　大橋ビル2F (082)545-7767 (082)545-8582
木原　春日 すずらん薬局大手町店 730-0051 広島市中区大手町1-4-5 (082)543-6671 (082)543-6672
森川　悦子 府中みずほ薬局 735-0006 安芸郡府中町本町1-13-7 (082)890-0234 (082)890-0235
岡村　智鶴 ぶどう薬局 731-0113 広島市安佐南区西原8-33-3 (082)874-8788 (082)874-8766
立川　貴啓 アスト薬局 730-0045 広島市中区鶴見町14-2 (082)248-3434 (082)248-3438
横山　和也 すずらん薬局舟入店 730-0847 広島市中区舟入南4-1-63　2F (082)532-4193 (082)296-3300
瀧口　浩 トータス薬局比治山店 732-0816 広島市南区比治山本町11-18 (082)250-0250 (082)250-0229
近藤　賢史 そらいろ薬局 734-0022 広島市南区東雲2-7-14 (082)890-7533 (082)890-7532
安井　友子 ＡＢＣ薬局 733-0816 広島市西区己斐大迫2-19-10 (082)507-2355 (082)507-2344
郷田　志乃 船越南どんぐり薬局 736-0082 広島市安芸区船越南3-25-28 (082)821-0203 (082)821-1081
木村　明子 あんず薬局 735-0008 安芸郡府中町鶴江1-25-20 (082)890-6177 (082)890-6188
岡村　求美 セラム薬局くまの店 731-4214 安芸郡熊野町中溝3-13-21 (082)847-3713 (082)847-3714
有木　美恵 有木薬局 720-0812 福山市霞町3-3-12 (084)923-0866 (084)923-0866
村上　信行 しんめい堂薬局 720-2104 福山市神辺町道上2981-3 (084)960-3061 (084)960-3062
堀　裕子 しばた薬局 729-3111 福山市新市町金丸466-16 (0847)57-8856 (0847)57-8858
松本　久ニ子 ファーマシーマリリン薬局 726-0003 府中市元町472 (0847)41-3240 (0847)41-5267
田口　直子 福山市薬剤師会野上薬局 720-0815 福山市野上町3-12-1 (084)924-6625 (084)924-6641
佐藤　人士 しんめい堂薬局 720-2104 福山市神辺町道上2981-3 (084)960-3061 (084)960-3062
大下　和彦 エース薬局若松店 720-0034 福山市若松町3-13 (084)973-9077 (084)973-9078
木村　直昭 スーパードラッグひまわり薬局多治米店 720-0824 福山市多治米町2-12-10 (084)957-2773 (084)957-2739
上田　則文 ザグザグ薬局松永店 729-0111 福山市今津町3-8-60 (084)930-4233 (084)930-4233
田邊　ナオ あい薬局平原店 722-0018 尾道市平原1-20-50 (0848)21-1311 (0848)21-1322
串田　慎也 アプコUnity薬局 722-0018 尾道市平原1-10-25 (0848)24-6093 (0848)24-6094
林　可奈 ひので薬局本館 722-0018 尾道市平原1-20-44 (0848)38-7728 (0848)38-7729
中平　将人 ありす薬局東尾道店 729-0141 尾道市高須町4754-5 (0848)55-3150 (0848)55-3151
安保　圭介 ファーマシィ新高山薬局 722-0055 尾道市新高山3-1170-247 (0848)56-0630 (0848)56-0631
佐々木　一仁 佐々木回生堂薬局 737-0075 呉市西畑町2-12 (0823)21-6385 (0823)21-6395
齊藤　文 さいとう薬局 737-0823 呉市海岸2-2-7-102 (0823)23-8170 (0823)23-8180
松村　智子 フタバ薬局本通店 737-0045 呉市本通4-6-7 (0823)25-8002 (0823)25-8029
幸城　真由美 幸城薬局南隠渡店 737-1205 呉市音戸町南隠渡1-8-19-4 (0823)50-0030 (0823)50-0070
倉本　珠江 康仁薬局呉本町店 737-0045 呉市本通4-10-5 (0823)21-8899 (0823)21-0770
井上　映子 医療法人社団悠仁会後藤病院 737-0052 呉市東中央1-8-20 (0823)23-1515 (0823)24-4007
青野　拓郎 相田薬局 731-0141 広島市安佐南区相田1-10-15 (082)878-2525 (082)830-3077
峠　文子 友愛薬局 731-0221 広島市安佐北区可部5-4-21 (082)814-6878 (082)815-7242
山口　朋子 ワイズ薬局 731-0137 広島市安佐南区山本4-26-23 (082)871-7500 (082)871-7510
坂本　紀子 ミント薬局川内店 731-0102 広島市安佐南区川内5-31-10 (082)830-0909 (082)830-0910
国弘　歩 西原にんじん薬局 731-0113 広島市安佐南区西原4-11-20 (082)832-5517 (082)832-5518
西村　京子 Ａシティ薬局 731-3167 広島市安佐南区大塚西3-13-20 (082)848-8111 (082)848-2377
島原　隆行 ミント薬局西原店 731-0113 広島市安佐南区西原8-1-15-201 (082)874-5454 (082)874-5544
松本　陽子 のぞみ薬局本店 731-0221 広島市安佐北区可部5-14-19 (082)810-0270 (082)815-7751
加藤　雅也 おちあい薬局 739-1731 広島市安佐北区落合1-13-6 (082)841-3820 (082)841-3821
大田　浩之 蔵本薬局 731-0113 広島市安佐南区西原8-28-7 (082)962-1003 (082)962-1004
藤井　麻佑子 ぶどう薬局 731-0113 広島市安佐南区西原8-33-3 (082)874-8788 (082)874-8766
政岡　美和 ジュン政岡薬局酒屋店 728-0023 三次市東酒屋町354-10 (0824)64-8119 (0824)64-8116
松永　陽介 ファーマシィ吉田中央薬局 731-0501 安芸高田市吉田町吉田3782-8 (0826)47-0200 (0826)47-0201
横崎　富美子 アポロ薬局 731-5135 広島市佐伯区海老園2-11-1 (082)921-5171 (082)921-8381
岸川　映子 南海老園豊見薬局 731-5135 広島市佐伯区海老園1-8-25 (082)943-5325 (082)943-5326
横山　孝行 かなえ薬局ヒロシマ 731-5106 広島市佐伯区利松3-6-29 (082)533-6808 (082)533-6808
山下　大介 楽々園しみず薬局 731-5136 広島市佐伯区楽々園2-2-13-101 (082)924-4193 (082)924-1193
江口　徳吉 ゆうあい薬局五日市中央店 731-5128 広島市佐伯区五日市中央5-11-21 (082)943-8484 (082)943-6722
中村　幸弘 康仁薬局八幡東店 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-28-17 (082)929-1100 (082)929-1101
佐藤　宏樹 ひまわり薬局佐伯店 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-11-28 (082)926-4771 (082)929-1157
渡邊　理恵子 純薬(株)第一薬局廿日市 738-0033 廿日市市串戸2-17-5 (0829)32-0300 (0829)32-4199
山田　成二 前空薬局 739-0424 廿日市市前空5-5-35 (0829)54-6555 (0829)54-6555
宮崎　忠彦 あけぼの薬局廿日市店 738-0026 廿日市市上平良358-1 (0829)37-0823 (0829)30-6601
岡野　貴美 山陽薬局 738-0002 廿日市市山陽園8-19 (0829)32-6234 (0829)32-6251
宮森　ひろみ 廿日市上野薬局 738-0033 廿日市市串戸1-9-41 (0829)34-1700 (0829)34-1701
和氣　香日 平良しみず薬局 738-0025 廿日市市平良2-10-36 (0829)34-1193 (0829)34-1194

平成２７年度広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅰ 修了者

服薬管理に係る専門家として、在宅医療分野での医療・介護関係者との連携や、地域の方々にとって身近な施設である薬局、
疾病予防やセルフメディケーションの相談に対応できる薬剤師を目指しています。

 次の薬剤師は、その在宅医療等の知識や技術を持ち、地域医療に貢献するために実施された研修会を修了した者です。
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奥本　啓 ふれあい薬局 739-0611 大竹市新町1-11-4 (0827)52-8388 (0827)52-8389
廣瀬　安國 立戸ホーム薬局 739-0605 大竹市立戸2-2-12 (0827)52-5380 (0827)52-5380
河村　怜子 タナダ薬局 739-0612 大竹市油見3-12-9 (0827)52-3640 (0827)53-5313
宮地　理 宮地薬局 722-2322 尾道市因島三庄町1621-8 (0845)22-0792 (0845)22-9455
寺西　俊雄 寺西薬局 722-2211 尾道市因島中庄町4895-26 (0845)24-3661 (0845)24-3661
有村　典謙 かなえ薬局 739-0021 東広島市西条町助実1182-4 (082)431-3822 (082)431-3822
露木　健一朗 くるみ薬局黒瀬店 739-2616 東広島市黒瀬町兼広139-1 (0823)83-1200 (0823)83-1201
中島　啓介 加島薬局 739-0015 東広島市西条栄町10-27　栄町ビルディング2F (082)421-4688 (082)421-4688
木村　史子 くるみ薬局黒瀬店 739-2616 東広島市黒瀬町兼広139-1 (0823)83-1200 (0823)83-1201
中森　めぐみ アプコ調剤薬局白市 739-2121 東広島市高屋町小谷3257-4 (082)434-3793 (082)434-7593
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