
作成

[広島県]

[令和 4年 5月 1日　から　令和 4年 5月31日　医科] 令和 4年 6月 6日 頁1
処理年月日

保険医療機関・保険薬局　廃止機関一覧表

医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

広島市中区立町４－２１立町
Ｋ１ビル５Ｆ

1 斎内科 斎　隆01,1240,7 新機関コード:
　　　01,2612,6

令和 4年 4月30日

広島市南区翠３丁目６－４　
翠町メディカルビル２Ｆ

2 まえだ内科呼吸器科 前田　晃宏01,2236,4 新機関コード:
　　　01,2613,4

令和 4年 5月 1日

広島市中区江波東１－１２－
３６

3 沢崎産婦人科医院 沢崎　衛02,1235,5 令和 4年 4月30日

広島市西区草津新町２－２６
－１アルパーク東棟９Ｆ－１
０Ｆ

4 アルパーク検診クリ
ニック

医療法人　広島健康
会　理事長　安井　
弥

02,1673,7 新機関コード:
　　　02,2532,4

令和 4年 5月 1日

広島市中区江波西２－３３－
２０

5 小川内科 小川　潤一郎02,1722,2 新機関コード:
　　　02,2533,2

令和 4年 4月25日

広島市中区舟入中町２－２３
舟入コータース２Ｆ

6 舟入槇殿胃腸科内科 槇殿　洋子02,1729,7 新機関コード:
　　　02,2531,6

令和 4年 4月25日

広島市西区庚午中１丁目６－
２１

7 平岩内科 医療法人ひばり　理
事長　平岩　由美子

02,2257,8 令和 4年 4月30日

広島市安佐北区可部南二丁目
１番１号

8 地方独立行政法人広
島市立病院機構　広
島市立安佐市民病院

地方独立行政法人広
島市立病院機構　理
事長　竹内　功

02,2361,8
(02,3591,5)

新機関コード:
　　　02,2534,0
　　　(02,3703,6)

令和 4年 5月 1日

呉市中通１－３－１４オール
ファーマシータウン３Ｆ

9 さわさき婦人科・産
科

澤崎　隆05,1540,1 新機関コード:
　　　05,1555,9

令和 4年 4月30日

福山市曙町５丁目１９－２３10 ちかもり内科医院 近森　正和15,1597,0 新機関コード:
　　　15,1655,6

令和 4年 4月30日

安芸高田市吉田町吉田６９５
－１

11 医療法人社団　沢崎
外科

医療法人社団　沢崎
外科　理事長　澤崎
　晉一

36,1062,1 令和 4年 3月31日

神石郡神石高原町小畠１７６
３－２

12 神石高原町立病院 神石高原町長　入江
　嘉則

46,1027,3 新機関コード:
　　　46,1029,9

令和 4年 5月 1日



作成

[広島県]

[令和 4年 5月 1日　から　令和 4年 5月31日　歯科] 令和 4年 6月 6日 頁1
処理年月日

保険医療機関・保険薬局　廃止機関一覧表

医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

広島市西区庚午南２－３５－
２０

1 江盛歯科医院 江盛　司郎02,3109,6 新機関コード:
　　　02,3702,8

令和 4年 4月30日

広島市安佐南区緑井５－８－
１

2 若本歯科医院 若本　普文02,3183,1 令和 4年 3月30日

呉市東中央１丁目４－１５3 高橋歯科医院 高橋　潤一郎05,3031,5 令和 4年 4月30日

呉市天応大浜２－４－３4 平山歯科医院 平山　仙哉05,3205,5 令和 4年 4月24日

福山市本庄町中１－２６－１
３

5 皷歯科医院 皷　謙造15,3177,5 令和 4年 4月30日

東広島市八本松南２丁目２－
８

6 医療法人社団裕穂会
　さとう歯科

医療法人社団裕穂会
　理事長　佐藤　美
穂子

25,3032,1 新機関コード:
　　　25,3125,3

令和 4年 5月 6日

東広島市高屋町小谷３５１８
番地３

7 穐山歯科医院 医療法人穐山歯科医
院　理事長　穐山　
訓弘

25,3096,6 新機関コード:
　　　25,3126,1

令和 4年 5月11日



作成

[広島県]

[令和 4年 5月 1日　から　令和 4年 5月31日　薬局] 令和 4年 6月 6日 頁1
処理年月日

保険医療機関・保険薬局　廃止機関一覧表

医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

広島市中区上幟町３番３号三
浦ビル１階

1 コスモス薬局　上幟
町店

株式会社　リライア
ンス　代表取締役　
重松　朋哉

01,4774,6 令和 4年 3月31日

広島市安佐北区可部南２－２
－２８

2 ウォンツ薬局　安佐
市民病院前店

株式会社ツルハグル
ープドラッグ＆ファ
ーマシー西日本　代
表取締役社長　村上
　正一

02,4701,7 新機関コード:
　　　02,4893,2

令和 4年 5月 1日

広島市安佐北区可部南五丁目
１３番１８号

3 ココカラファイン薬
局　安佐市民病院前
店

株式会社ココカラフ
ァイン　ヘルスケア
　代表取締役　塚本
　厚志

02,4767,8 新機関コード:
　　　02,4894,0

令和 4年 5月 1日

呉市海岸２丁目２－７－１０
２

4 さいとう薬局 株式会社　さいとう
　代表取締役　齊藤
　文

05,4263,1 令和 4年 3月30日

三原市須波西１－１－１１5 スナミ薬局 三原薬品株式会社　
代表取締役　山口　
富雄

09,4123,9 令和 4年 2月28日

尾道市因島田熊町１０９９6 大信堂薬局 山口　富雄13,4014,2 令和 4年 3月 7日

尾道市因島重井町２９５３－
２

7 重井薬局 因島薬品株式会社　
代表取締役　小森山
　雅士

13,4026,6 令和 4年 4月30日

福山市駅家町江良４２５－１8 西江良薬局 野宗　俊司15,4426,3 令和 4年 3月31日

大竹市南栄１丁目８－７9 ひまわり薬局 有限会社薬翔　取締
役　井伊　悠哉

23,4032,3 新機関コード:
　　　23,4064,6

令和 4年 5月 7日

安芸郡府中町青崎東１９－４
９－１８

10 全快堂薬局 株式会社　全快堂　
代表取締役　柏木　
承子

32,4069,6 新機関コード:
　　　32,4127,2

令和 4年 4月30日

安芸郡海田町堀川町３－５11 あかね薬局　海田店 有限会社　エムアン
ドアール　代表取締
役　石井　美保

32,4104,1 令和 4年 4月30日



作成

[広島県]

[令和 4年 5月 1日　から　令和 4年 5月31日　薬局] 令和 4年 6月 6日 頁2
処理年月日

保険医療機関・保険薬局　廃止機関一覧表

医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

神石郡神石高原町小畠１５０
１－１

12 快生薬局 クオール株式会社　
代表取締役　柄澤　
忍

46,4006,8 新機関コード:
　　　46,4007,6

令和 4年 5月 1日


