
番号 氏名 事業者名
2670011 岡田　勉 丸田共栄薬品
2740011 福島　栄二
3290022 浦上　勝治 有限会社池田吉二商店
3540012 荒井　雄一 常盤薬品株式会社　広島営業所
3540022 中西　一雄 常盤薬品株式会社　広島営業所
3540032 西村　淳志 常盤薬品株式会社　広島営業所
3540052 新谷　博 常盤薬品株式会社　広島営業所
3540061 原田　修 常盤薬品株式会社　広島営業所
3540081 小宮　創太 常盤薬品株式会社　広島営業所
3760012 鈴木　将 近畿薬品中国販売株式会社
3760031 阿鷹　義幸 近畿薬品中国販売株式会社
3760052 政兼　英樹 近畿薬品中国販売株式会社
3760062 田中　一隆 近畿薬品中国販売株式会社
3820012 門那　よしみ 広島薬品株式会社
3820022 松尾　高嗣 広島薬品株式会社
3820032 西田　智 広島薬品株式会社
3820061 中村　豊和 広島薬品株式会社
3820072 和田　利幸 広島薬品株式会社
3820081 岩城　隆史 広島薬品株式会社
3830011 飯島　紘一 ミドリ薬品有限会社
3830021 二反田幸次郎 ミドリ薬品有限会社
3840012 門那　良三 共栄薬品株式会社
3840022 樋口　敢 共栄薬品株式会社
3840032 松村　潤 共栄薬品株式会社
3840042 田中　幹夫 共栄薬品株式会社
3840052 山縣　令 共栄薬品株式会社
3840071 栗栖　宏 共栄薬品株式会社
3860012 二反田　正弘 二反田薬品工業株式会社
3860022 二反田　健二朗 二反田薬品工業株式会社
3860031 上川内　良男 二反田薬品工業株式会社
3860041 西川　俊作 二反田薬品工業株式会社
3880013 金田　和宏 カネダ漢方薬品株式会社
3880022 香川　貴臣 カネダ漢方薬品株式会社
3880032 加藤　悦二 カネダ漢方薬品株式会社
3880042 関根　久司 カネダ漢方薬品株式会社
3880051 関友　寿 カネダ漢方薬品株式会社
3880062 高原　透 カネダ漢方薬品株式会社
3880072 大谷　秀則 カネダ漢方薬品株式会社
3880082 山本　幸利 カネダ漢方薬品株式会社
3880102 上川　正樹 カネダ漢方薬品株式会社
3880112 土屋　貴誠 カネダ漢方薬品株式会社
3880122 上垣内　友理 カネダ漢方薬品株式会社
3880151 渡辺　哲次 カネダ漢方薬品株式会社
3880241 下前　貴雅 カネダ漢方薬品株式会社
3880251 吉長　裕也 カネダ漢方薬品株式会社
3880271 大本　英晃 カネダ漢方薬品株式会社
3880301 松藤　昌樹 カネダ漢方薬品株式会社
3880331 仲岡　伸吾 カネダ漢方薬品株式会社
3910011 森田　全紀 (有)三協堂薬品
3910021 松本　吉正 (有)三協堂薬品
3910031 小川　勝美 (有)三協堂薬品
3990011 高本　政幸
4080011 近藤　雅美 日本家庭薬
4160012 古森　健吉 コモリ薬品
4430011 経澤　久 有限会社ツネザワ薬品
4430021 経澤　美代子 有限会社ツネザワ薬品
4530012 三好　利和 佐藤薬品
4550012 藤川　康則
4610011 佐々木　克義
4620012 佐々木　茂 株式会社西日本メディカル
4620022 谷口　昌輝 株式会社西日本メディカル
4620032 岡本　滿 株式会社西日本メディカル
4620042 横溝　修二 株式会社西日本メディカル
4620052 崎永　一之 株式会社西日本メディカル
4620062 山田　啓嗣 株式会社西日本メディカル
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4620072 小山　義勝 株式会社西日本メディカル
4620092 安齊　光弘 株式会社西日本メディカル
4620112 中島　正人 株式会社西日本メディカル
4620122 塚田　兼也 株式会社西日本メディカル
4620132 東　洋利 株式会社西日本メディカル
4620142 梶原　健宏 株式会社西日本メディカル
4620152 村井　公明 株式会社西日本メディカル
4620192 島田　誠 株式会社西日本メディカル
4620232 山本　昌弘 株式会社西日本メディカル
4620252 森　和義 株式会社西日本メディカル
4620272 八子　馨 株式会社西日本メディカル
4620292 小出　孝繁 株式会社西日本メディカル
4620301 小出　環 株式会社西日本メディカル
4620311 門田　純子 株式会社西日本メディカル
4620322 栗栖　啓 株式会社西日本メディカル
4620332 兼重　勝正 株式会社西日本メディカル
4620342 桑田　千幸也 株式会社西日本メディカル
4620352 川口    勇一 株式会社西日本メディカル
4620362 森川　泰 株式会社西日本メディカル
4620372 毛利　博茂 株式会社西日本メディカル
4620392 中川　哲也 株式会社西日本メディカル
4620402 澁谷　政幸 株式会社西日本メディカル
4620412 小林　武 株式会社西日本メディカル
4620512 永瀬　長利 株式会社西日本メディカル
4620521 新田　悠介 株式会社西日本メディカル
4620652 田中　敬 株式会社西日本メディカル
4620661 井筒　泰広 株式会社西日本メディカル
4620672 藤田　和彦 株式会社西日本メディカル
4620682 弘永　直行 株式会社西日本メディカル
4620692 平塚　満寿雄 株式会社西日本メディカル
4620722 相本　竜男 株式会社西日本メディカル
4620732 小山　比佐志 株式会社西日本メディカル
4620742 繁田　勝己 株式会社西日本メディカル
4620761 岡田　真拓 株式会社西日本メディカル
4620782 石井　理達 株式会社西日本メディカル
4620801 西岡　恵美 株式会社西日本メディカル
4620811 笠野　紀子 株式会社西日本メディカル
4620821 藤本　克彦 株式会社西日本メディカル
4620841 久間　弘晶 株式会社西日本メディカル
4620852 西村　昌人 株式会社西日本メディカル
4620862 垣本　将史 株式会社西日本メディカル
4620881 繁田　勝徳 株式会社西日本メディカル
4620891 志熊　智之 株式会社西日本メディカル
4740012 島迫　日出海 せとうち薬品
5290011 小川　絹子
5350013 小池　一正 小池薬品有限会社
5350032 和田　満 小池薬品有限会社
5350052 大石　哲次 小池薬品有限会社
5350072 松浦　謙心 小池薬品有限会社
5350082 家近　広志 小池薬品有限会社
5350092 大玉　祐士 小池薬品有限会社
5350102 石川　雅司 小池薬品有限会社
5350121 黒瀬　崇行 小池薬品有限会社
5350142 山田　勇介 小池薬品有限会社
5350191 山本　朋典　 小池薬品有限会社
5730012 村井　博光 村井薬品
5780012 冨樫　宏治
5810011 冨樫　ﾋﾛ子
5850012 池永　達紀 キンキ堂販売（池永達紀）
5850031 久米　正美 キンキ堂販売（池永達紀）
5920012 米山 眞治 成光漢方　三次営業所
6570012 大成　哲彦 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570032 横手　勉 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570042 杉本　早苗 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570052 西岡　浩一郎 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570062 片山　妙子 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570072 表谷　明 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570082 大上　輝子 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570102 紀 和典 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570112 市岡　英樹 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570122 佐々木　美紀 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570141 藤永　進 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570161 下岡　不二夫 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570181 野田　恭子 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570191 木村　美津恵 協同薬品工業株式会社　広島営業所



6570201 加藤　博之 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570221 石原　晋吾 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570231 石本　聡 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570251 落河　直人 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570261 矢野　泰弘 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570291 加藤　綾美 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570302 相庭　勝 協同薬品工業株式会社　広島営業所
6570311 菅　一訓 協同薬品工業株式会社　広島営業所

平成28年11月1日

一般社団法人広島県配置医薬品連合会


