
保険医療機関・保険薬局  廃止機関一覧表

 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考

作成         頁

廃止理由項 番 廃止年月日

処理年月日
[平成29年 5月 1日　から　平成29年 5月31日　医科] 平成29年 6月 2日    1

    1 01,2335,4 おちあい循環器内科 広島市東区温品四丁目６番２ 落合　浩之 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:01,2503,7
     クリニック ２号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
    2 02,1180,3 上杉医院 広島市中区舟入川口町１２－ 上杉　光道 平成29年 5月 1日
     １６
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
    3 02,1878,2 つばさ往診クリニッ 広島市西区己斐上２丁目５６ 津田　 志 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:02,2422,8
     ク －７
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
    4 02,2358,4 いつかいち駅前内科 広島市佐伯区五日市駅前一丁 粟屋　智一 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:02,2423,6
     目５－１８－４０１
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
    5 02,2385,7 すぎたクリニック 広島市安佐南区祇園３丁目５ 杉田　直樹 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:02,2424,4
     －１１
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
    6 05,1173,1 山本耳鼻咽喉科医院 呉市本通７丁目１４－５ 山本　伸 平成29年 4月30日
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
    7 09,1103,0 八幡診療所 三原市八幡町野串１２ 本多　元陽 平成29年 3月31日
     
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
    8 15,1303,3 シバハラ胃腸科内科 福山市沖野上町４－１５－１ 柴原　正芳 平成29年 5月 1日
     医院 ６
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
    9 15,1358,7 宮崎入船医院 福山市入船町２－８－１４ 宮崎　文宣 平成29年 4月 1日
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
   10 15,1496,5 福山市民病院附属神 福山市神辺町字湯野２１番地 福山市長　枝 　直 平成29年 4月 1日
     辺診療所 の１ 幹
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
   11 25,1152,3 やまね内科循環器ク 東広島市西条町御薗宇４２８ 山根　哲弥 平成29年 5月 7日
     リニック １－１
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
   12 25,1194,5 福富内科外科医院 東広島市福富町久芳１５３９ 市場　康之 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:25,1211,7
     －２７
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
   13 31,1101,8 豊田医院 安芸郡熊野町神田８番２１号 豊田　作次郎 平成29年 4月 1日
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
   14 39,1040,1 岡本医院 呉市豊町大長５９２２ 荒光　義美 平成29年 4月 6日
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
   15 43,1022,1 医療法人　藤井眼科 福山市沼隈町草深１７１１－ 医療法人　藤井眼科 平成28年 5月 1日
     ３ 　理事長　藤井　雅
     朗
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
   16 45,1025,9 常金丸診療所 福山市新市町大字常１８５５ 福山市農業協同組合 平成29年 4月 1日
     －１ 　代表理事組合長　
     山上　一成



保険医療機関・保険薬局  廃止機関一覧表

 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考

作成         頁

廃止理由項 番 廃止年月日

処理年月日
[平成29年 5月 1日　から　平成29年 5月31日　歯科] 平成29年 6月 2日    1

    1 15,3158,5 城東歯科医院 福山市東深津町３－１９－６ 藤坂　芳伸 平成29年 4月 1日
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    2 15,3300,3 デンタルクリニック 福山市東陽台１－１１－６ 大石　憲一 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:15,3368,0
     東陽台
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    3 19,3048,0 スマイル歯科クリニ 三次市東酒屋町５１３－３ 金子　昌平 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:19,3051,4
     ック
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    4 21,3008,0 牧原歯科医院 庄原市西本町２丁目１６－１ 牧原　伸夫 平成29年 5月10日 新機関ｺｰﾄﾞ:21,3020,5
     ７
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    5 25,3067,7 森歯科クリニック 東広島市西条西本町２８－６ 医療法人いづみ会　 平成29年 4月 1日
     サンスクエア東広島１Ｆ 理事長　森　保
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    6 32,3066,5 イチマ歯科医院 安芸郡海田町南大正町４－２ 市間　裕修 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:32,3105,1
     ８－２０１
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    7 32,3093,9 谷﨑歯科クリニック 安芸郡府中町本町四丁目５－ 谷﨑　正教 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:32,3106,9
     ３７
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------



保険医療機関・保険薬局  廃止機関一覧表

 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考

作成         頁

廃止理由項 番 廃止年月日

処理年月日
[平成29年 5月 1日　から　平成29年 5月31日　薬局] 平成29年 6月 2日    1

    1 01,4462,8 荒神薬局 広島市南区猿猴橋町６－２５ 有限会社　新広島経 平成29年 4月 1日
     営管理センター　取
     締役　平畑　 三
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    2 02,4094,7 みずも薬局 広島市安佐南区八木６－３－ 水雲　慶子 平成29年 4月 1日
     １３
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    3 02,4336,2 スズキ薬局　可部南 広島市安佐北区可部南２丁目 有限会社　エス・デ 平成29年 4月 1日
     店 ２－２５ ィ・アイ　代表取締
     役　鈴木　道昭
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    4 02,4787,6 めいほう薬局 広島市中区西十日市町２番１ 大久保　弥生 平成29年 4月17日
     １号アスプロパラティ’８３
     　１０２号室
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    5 05,4095,7 （有）神谷薬局 呉市広本町３－２０－５ （有）神谷薬局　代 平成29年 4月17日
     表取締役　大和　輝
     雄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    6 15,4368,7 コスモス薬局　引野 福山市引野町北２丁目８－３ 株式会社　リライア 平成29年 4月 1日
     北店 ３ ンス　代表取締役　
     重松　朋哉
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    7 25,4129,2 ひまわり薬局 東広島市西条町寺家７４３０ 有限会社　みどり薬 平成29年 5月 1日 新機関ｺｰﾄﾞ:25,4139,1
     －１ 局　代表取締役　出
     口　正光
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    8 31,4053,2 セラム薬局くまの店 安芸郡熊野町中溝三丁目１３ 株式会社セラム　代 平成29年 4月11日
     番２１号 表取締役　玉置　正
     樹
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    9 36,4003,6 横田薬局 安芸高田市吉田町吉田１１１ 横田　耕祐 平成29年 3月30日
     １
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
   10 39,4003,0 杉原薬局 三原市本郷南６丁目３－４ 杉原　郁子 平成29年 1月 1日
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
   11 41,4017,6 さつき薬局 尾道市御調町神１０２－１７ オノミチメディシン 平成29年 4月 1日
     　有限会社　代表取
     締役　安藤　嘉巳
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------


