平成２９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

ＴＥＬ

皮間 壽美子

かみしま薬局本店

安芸郡熊野町萩原6-21-11

(082)854-3044

菅原 賢

ホーム薬局

呉市安浦町中央2-2-6

(0823)84-7077

萬谷 映子

ホーム薬局

呉市安浦町中央2-2-6

(0823)84-7077

小林 宏美

康仁薬局広二級橋店

呉市広古新開1-1-32

(0823)76-5066

宮庄 雅義

ケツメイシ薬局

呉市焼山中央2-9-40

(0823)36-5838

髙松 諭志

康仁薬局仁方店

呉市仁方西神町6

(0823)79-2288

坂本 裕子

オール薬局新栄橋店

呉市西中央1-3-10

(0823)32-0120

志和 聡

ライフ薬局

呉市川尻町西2-12-34

(0823)87-3400

横山 敬子

オール薬局川尻店

呉市川尻町西2-4-41

(0823)87-5700

水戸 薫

康仁薬局呉中央店

呉市中央1-3-1

(0823)21-7800

小林 三枝子

小松薬局東片山店

呉市東片山町10-15

(0823)25-7405

林 充代

第一薬局

呉市本通3-4-5

(0823)23-7474

井藤 直史

安芸畑賀薬局

広島市安芸区畑賀2-22-36

(082)820-6088

豊川 みどり

康仁薬局矢野店

広島市安芸区矢野西4-1-21

(082)888-5500

河野 園子

さゆり堂薬局

広島市安芸区矢野西6-19-1

(082)888-6272

佐々木 逸太郎

すずらん薬局上安店

広島市安佐南区上安2-29-11

(082)836-3790

風盛 真澄

すずらん薬局上安店

広島市安佐南区上安2-29-11

(082)836-3790

沖野 智美

コスモス薬局大町店

広島市安佐南区大町東2-7-25-5 TOビル1F

(082)870-5840

山本 将之

コスモス薬局緑井店

広島市安佐南区緑井2-12-26

(082)830-0035

岡野 祐樹

のぞみ薬局本店

広島市安佐北区可部5-14-19

(082)810-0270

久延 ちひろ

のぞみ薬局本店

広島市安佐北区可部5-14-19

(082)810-0270

田中 裕二郎

亀崎りんご薬局

広島市安佐北区亀崎1-2-4

(082)842-8668

新佛 暢康

口田薬局

広島市安佐北区口田3-2-5

(082)845-1221

三輪橋 渡

高陽りんご薬局

広島市安佐北区落合5-2-34

(082)845-5307

浴 晴恵

五日市薬局

広島市佐伯区旭園6-12

(082)943-5363

中野 仁美

五日市豊見薬局

広島市佐伯区五日市4-4-31 唯山ビル1F

(082)924-3838

安田 敬子

コイン通り薬局

広島市佐伯区五日市中央2-1-10

(082)943-6879

江本 基樹

すずらん薬局五日市観音店

広島市佐伯区坪井1-21-44

(082)943-5521

宗重 知恵子

サンケイ薬局八幡店

広島市佐伯区八幡東2-28-5-102

(082)927-8866

宗重 美恵子

サンケイ薬局八幡店

広島市佐伯区八幡東2-28-5-102

(082)927-8866

守谷 聖子

チェリー薬局

広島市佐伯区利松1-8-53

(082)208-1182

後藤 正明

ふれあい薬局

広島市西区草津新町2-8-13

(082)279-5282

水谷 浩

鞍掛薬局

広島市中区光南1-16-21

(082)247-5840

福原 雅子

コスモス薬局グランドタワー店

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 (082)212-0025

森本 泰司

泰佳堂薬局

広島市中区上八丁堀8-16 フェニックス八丁堀2F

(082)222-6710

泉 景子

コスモス薬局白島南店

広島市中区西白島町16-21 1階

(082)511-7333

上本 哲男

コスモス薬局白島店

広島市中区西白島町7-24

(082)502-2220

佐々木 千絵

コスモス薬局大手町店

広島市中区大手町2-1-4 広島本通マークビル6F

(082)544-0303

近藤 聖子

そうごう薬局フジグラン広島店

広島市中区宝町2-1 フジグラン広島4階

(082)545-1651
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武末 玲子

温品調剤薬局

広島市東区温品6-1-12

(082)280-1511

髙田 彰弘

なのはな薬局

広島市東区福田5-1168-3

(082)899-6005

政岡 泰江

ベスト薬局府中店

広島市東区矢賀新町3-1-3

(082)284-4643

三浦 常代

広島南薬局

広島市南区宇品神田1-4-2

(082)251-0034

天崎 あゆみ

広島南薬局

広島市南区宇品神田1-4-2

(082)251-0034

山木 寛

ヤマキ薬局

広島市南区宇品神田1-7-12

(082)251-0873

神田 百合子

晴気薬局

広島市南区翠1-10-36

(082)255-3822

水谷 志穂

くらかけ薬局

広島市南区青崎1-8-8

(082)288-3246

田中 実和子

クルーズ薬局段原店

広島市南区段原日出1-15-21

(082)510-5100

堂迫 祥恵

(有)竹田薬局バス通り店

広島市南区東雲本町1-12-6 エトワール東雲本町103

(082)236-3637

髙山 真一

高山薬局

広島市南区東青崎町10-18

(082)281-8154

石丸 真

トータス薬局比治山店

広島市南区比治山本町11-18

(082)250-0250

井原 耕太

クオール薬局江田島店

江田島市能美町中町4715-6

(0823)40-2589

東 和人

三原こころ薬局

三原市中之町9-24-2

(0848)36-6152

玉山 淑恵

なの花薬局本町えびす店

三原市本町1-9-9

(0848)60-1318

相馬 貴博

アカシア薬局東城店

庄原市東城町川東147-18

(08477)3-0010

矢吹 威揮

東城もみじ薬局

庄原市東城町東城362-2

(08477)2-2629

岩崎 麻里

ファーマシィせら薬局

世羅郡世羅町本郷822-13

(0847)25-0221

早田 啓二

早田薬局

東広島市安芸津町三津4251-7

(0846)45-3145

大下 浩一郎

みどり薬局

東広島市安芸津町風早1394

(0846)45-2600

兵土 裕

くるみ薬局黒瀬店

東広島市黒瀬町兼広139-1

(0823)83-1200

濵口 晃洋

そうごう薬局御薗宇中央店

東広島市西条町御薗宇714-52

(082)426-3371

古賀 美保子

オール薬局西条店

東広島市西条土与丸5-9-7

(082)421-5551

仲村 昌恵

オール薬局西条店

東広島市西条土与丸5-9-7

(082)421-5551

樋口 真由美

オール薬局西条店

東広島市西条土与丸5-9-7

(082)421-5551

佐々木 裕子

ライズ薬局

廿日市市宮島口1-14-6

(0829)56-2210

柚木 りさ

エース薬局

廿日市市宮内1520-8

(0829)39-6440

内山 久美子

ミント薬局

廿日市市宮内4311-1

(0829)37-2121

岩本 仁

寺西薬局

尾道市因島中庄町4895-26

(0845)24-3661

村上 美恵子

せとうち薬局

尾道市因島土生町1809-20

(0845)22-0755

斎藤 宏介

ありす薬局東尾道店

尾道市高須町4754-5

(0848)55-3150

山田 真弘

ファーマシィ病院前薬局

尾道市新高山3-1170-109

(0848)56-0560

妹尾 泰正

あしだ町薬局

福山市芦田町下有地993-1

(084)958-5160

角南 雅子

さくらんぼ薬局伊勢丘店

福山市伊勢丘5-1-23

(084)959-2157

高橋 由佳里

さくらんぼ薬局伊勢丘店

福山市伊勢丘5-1-23

(084)959-2157

藤本 敦子

だりあ薬局

福山市引野町3-35-11

(084)941-5355

