平成３０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
た本会会員です。
氏名

薬局名

所在地

薬局ＴＥＬ

山本 文香

安芸府中薬局

安芸郡府中町青崎南2-2-104

(082)510-3535

吉塚 知里

そうごう薬局向洋駅前店

安芸郡府中町青崎南6-27

(082)510-3721

豆成 ともみ

あんず薬局

安芸郡府中町鶴江1-25-20

(082)890-6177

渕上 真吾

美土里コスモ薬局

安芸高田市美土里町本郷1781-8

(0826)59-2755

隠塚 博

けごや薬局

呉市警固屋5-4-17

(0823)20-2737

金岡 真弓

康仁薬局新広店

呉市広古新開7-24-3 広サンフラワービル1F (0823)76-5821

田中 太助

康仁薬局新広店

呉市広古新開7-24-3 広サンフラワービル1F (0823)76-5821

隠塚 奈津子

マリン薬局三津田店

呉市三条3-5-14

(0823)32-4193

清藤 智子

オール薬局新栄橋店

呉市西中央1-3-10

(0823)32-0120

勝部 祐子

小松薬局

呉市中通1-3-19

(0823)21-2448

清水 茶月

瀬田薬局

呉市朝日町1-1

(0823)21-5936

池田 公子

栄町薬局

呉市東中央1-6-15

(0823)25-4380

山下 幸子

オール薬局伏原店

呉市伏原2-8-21

(0823)20-6500

國末 和美

みどり坂薬局

広島市安芸区瀬野2-12-13

(082)894-3344

林 真理子

林薬局上祇園店

広島市安佐南区祇園2-22-24

(082)850-2203

常田 陽子

いこいの森薬局

広島市安佐南区山本9-4-8

(082)875-3000

渡邊 みなみ

スカイ薬局上安店

広島市安佐南区上安2-5-26

(082)872-5911

柴田 邦世

かえで薬局

広島市安佐南区八木4-6-7

(082)873-3036

久保田 玲子

もみじ薬局沼田店

広島市安佐南区伴東7-9-1

(082)848-7171

中津 佳菜子

のぞみ薬局本店

広島市安佐北区可部5-14-19

(082)810-0270

長本 太郎

のぞみ薬局本店

広島市安佐北区可部5-14-19

(082)810-0270

福島 史佳

のぞみ薬局本店

広島市安佐北区可部5-14-19

(082)810-0270

大谷 浩司

アレス薬局可部店

広島市安佐北区可部6-3-24

(082)819-1133

國本 優子

楽々園しみず薬局

広島市佐伯区楽々園2-2-13-101

(082)924-4193

岩本 将治

ウォンツ八幡西薬局

広島市佐伯区八幡東3-19-8

(082)927-0337

森岡 文子

パール薬局横川店

広島市西区横川町3-9-12-101

(082)532-0672

中下 智惠

ミント薬局草津店

広島市西区草津南4-6-5-2

(082)270-3337

吉田 康将

河原町薬局

広島市中区河原町11-19

(082)292-3033

長行事 聖子

ドレミ薬局

広島市中区舟入南4-5-3

(082)503-5125

坂谷 滋子

すずらん薬局舟入本町店

広島市中区舟入本町7-16

(082)294-6281

笠原 敏子

オール薬局白島店

広島市中区西白島町20-15

(082)212-0065

大谷 敬子

アレス薬局

広島市中区東白島町6-1

(082)211-2577

高野 恭子

そらいろ薬局旭店

広島市南区旭1-19-26 ヴィラ旭1階

(082)207-3005

田中 憲

そらいろ薬局旭店

広島市南区旭1-19-26 ヴィラ旭1階

(082)207-3005

池田 純子

トワニー薬局

広島市南区出汐1-12-25

(082)254-1002

岡水 涼

緑風会薬局

広島市南区出汐1-7-1 松下ビル1･2階

(082)256-7171

長尾 純子

かなえ薬局スタジアム前

広島市南区西蟹屋4-8-31

(082)261-1066

吉川 勇人

そらいろ薬局

広島市南区東雲2-7-14

(082)890-7533

花田 稔

ファーマシィ薬局こうぬ

三次市甲奴町本郷636-11

(0847)67-5515

石田 裕康

ともえ薬局

三次市十日市中2-10-23

(0824)65-1677

氏名

薬局名

所在地

薬局ＴＥＬ

松尾 真幸

マツオ薬局本店

世羅郡世羅町本郷1025-4

(0847)22-3553

柴﨑 殊子

油見栄薬局

大竹市油見3-19-20

(0827)52-1818

塚本 徳昭

早田薬局

東広島市安芸津町三津4394-1

(0846)45-0516

有田 志穂

永井薬局

東広島市安芸津町木谷129-6

(0846)45-0334

村山 良太

ひまわり薬局

東広島市西条町寺家7430-1

(082)426-3588

織田 玲子

タウン薬局ナタリー店

廿日市市阿品3-1-6

(0829)36-6333

藤井 尚美

フレンド薬局

廿日市市宮園3-1-3

(0829)37-1511

木村 重芳

あおば薬局

廿日市市宮内4243-1

(0829)39-8176

新出 恵

山陽薬局

廿日市市山陽園8-19

(0829)32-6234

麻生 祐司

麻生中央薬局

尾道市十四日元町6-12

(0848)37-3451

村上 朝路

オリーブ薬局西御所店

尾道市西御所町2-16

(0848)36-6228

竹下 成樹

ありす薬局土堂店

尾道市土堂1-1-12

(0848)23-9861

麻生 典子

ひので薬局別館

尾道市平原1-20-41

(0848)38-7350

濱田 一則

ひので薬局本館

尾道市平原1-20-44

(0848)38-7728

原田 志保

高木町薬局

府中市高木町189-4

(0847)45-8788

菅原 康洋

すがはら薬局

福山市駅家町法成寺108-8

(084)949-3031

今岡 早苗

今岡薬局医療センター前店 福山市沖野上町4-21-33

(084)922-1985

市川 孝子

さくらんぼ薬局沖野上店

福山市沖野上町4-3-33

(084)973-4155

髙橋 裕子

にこぴん薬局

福山市港町2-5-23

(084)973-6251

