
自立支援医療機関（精神通院医療）の変更･廃止について（Ｒ4.5.1付）

[病院・診療所]

廃止 ＡＫクリニック
福岡市中央区谷1丁目9-19
　　メディカルビル谷Ⅱ 3Ｆ

1024017 今村　綾子 令和4年5月1日
廃止

（令和4年4月30日付）
医療法人設立

〔薬局〕
登録
区分

名称 所在地 医療機関コード 開設者名 変更年月日 変更内容 変更前 変更後 備考

変更 西新調剤薬局 福岡市早良区城西3丁目22番31号 1041858 株式会社ニック 令和4年5月1日 薬剤師 野房　由会 植木　香与子
指定更新申請書か
ら判明，確認済み

変更 ホスピタ薬局　天神店 福岡市中央区渡辺通3丁目5-11 1041148 株式会社アルカス 令和4年5月1日 薬剤師 小畑　正崇 福田　啓子

廃止 長丘薬局 福岡市南区長丘5-24-20 1243058 合同会社長丘薬局 令和4年5月1日
廃止

（令和4年3月31日付）
廃業（事業譲渡）

廃止 セガミ薬局　百道SRP店
福岡市早良区百道浜2丁目1番22号
　　　福岡ソフトリサーチパーク1階

1146277 株式会社ココカラファインヘルスケア 令和4年5月1日
廃止

（令和4年3月31日付）
閉店のため

変更 野間薬局屋形原店 福岡市南区屋形原4丁目17-18 1241987 有限会社野間薬局 令和4年5月1日 薬剤師 嘉数　祥大 鈴田　桃子

変更 日本調剤福岡中央薬局
福岡市中央区天神1-2-12
　　　メットライフ天神ビル1Ｆ

1040025 日本調剤株式会社 令和4年5月1日 薬剤師 高岡　美和 山﨑　惠美  

変更 溝上薬局土井一丁目店 福岡市東区土井一丁目8-31 345516 株式会社ミズ 令和4年5月1日 薬剤師 川添　敏也 大石　清美

変更 野間薬局　東入部店 福岡市早良区東入部6-26-7 1042377 J-Front株式会社 令和4年5月1日 薬剤師 北原　大輝 加茂　萌

変更 イオン薬局　原店 福岡市早良区原六丁目27番52号 1042708 イオン九州株式会社 令和4年5月1日 薬剤師 杉町　公一 小田　絵里子  

廃止 リンデン薬局 福岡市南区玉川町15番16号　光陽ビル1Ｆ 1243520 明青株式会社 令和4年5月1日
廃止

（令和4年3月31日付）
閉院のため

変更 そうごう薬局　石丸店 福岡市西区石丸3-7-30 1148687 総合メディカル株式会社 令和4年5月1日 薬剤師 久保田　雅也 溝口　真奈美

廃止 株式会社アガペ　香椎駅東薬局 福岡市東区香椎駅東三丁目22-21 344089 株式会社アガペ 令和4年5月1日
廃止

（令和4年3月31日付）
業務廃止

変更 あかとんぼ調剤薬局 福岡市城南区東油山1-2-22 1041841 田中　裕子 令和4年5月1日 開設者住所 福岡県大野城市白木原1-13-6-402 福岡県大野城市白木原2-10-24-2

変更 大賀薬局　博多駅前店 福岡市博多区高は駅前4丁目7-12 342554 株式会社福岡調剤センター 令和4年5月1日 医療機関名 大賀薬局　博多駅前店 大賀薬局　博多駅前4丁目店

変更 株式会社大賀薬局　市民病院前店 福岡市博多区吉塚本町1-6 345466 株式会社大賀薬局 令和4年5月1日 薬剤師 白水　ゆうこ 松尾　麻里

変更 株式会社大賀薬局　荒江店
福岡市早良区荒江3丁目9-7
　　　ハイム壱番館1Ｆ

1040249 株式会社大賀薬局 令和4年5月1日 薬剤師 川内　裕太 秀島　美穂

変更 株式会社大賀薬局　姪の浜店 福岡市西区姪の浜4丁目14-21 1146756 株式会社大賀薬局 令和4年5月1日 薬剤師 山田　昴 續　雅仁

変更 株式会社大賀薬局　博多駅南1丁目店
福岡市博多区博多駅南1丁目3-11
　　KDX博多駅南ビルB1F

346316 株式会社大賀薬局 令和4年5月1日 薬剤師 吉田　葉子 大川　幸恵  

変更 株式会社大賀薬局　若久店 福岡市南区若久5丁目2-7 1243504 株式会社大賀薬局 令和4年5月1日 薬剤師 松下　貴大 青堀　知子

変更 株式会社大賀薬局　薬院2丁目店
福岡市中央区薬院2丁目12-33
　　　エステート・モア薬院倶楽部101

1042807 株式会社大賀薬局 令和4年5月1日 薬剤師 大川　幸恵 田代　樹里

変更 新生堂薬局　大橋店 福岡市南区大橋三丁目2番5号 1241268 株式会社新生堂薬局 令和4年5月1日 所在地 福岡市南区大橋三丁目2番5号 福岡市南区大橋二丁目10番22号 1Ｆ

登録
区分

名称 所在地 医療機関コード 開設者名 変更年月日 変更内容 変更前 変更後 備考



自立支援医療機関（精神通院医療）の変更･廃止について（Ｒ4.5.1付）

変更 新生堂薬局　向野店
福岡市南区向野一丁目3番5号
　　　レジデンス安戸1Ｆ

1243280 株式会社新生堂薬局 令和4年5月1日 薬剤師 佐藤　あや 山田　祥子

変更 新生堂薬局　高宮通り店 福岡市南区高宮三丁目10番9-101号 1243371 株式会社新生堂薬局 令和4年5月1日 薬剤師 福井　洋一郎 佐藤　あや

変更 新生堂薬局　大手門店 福岡市中央区荒戸一丁目4番4号 1階 1041577 株式会社新生堂薬局 令和4年5月1日 薬剤師 鶴田　遼子 中島　彰子

変更 さくら薬局　福岡若久店 福岡市南区若久五丁目24番12-1号 1243710 さくら薬局株式会社 令和4年5月1日 薬剤師 松尾　晃文 北薗　令奈

変更 福神調剤薬局　奈多店 福岡市東区奈多1-10-10 345193 有限会社福神 令和4年5月1日 薬剤師 村岡　信代 髙橋　祐未

医療機関名 馬場薬局　箱崎九大前店 しろくま薬局　箱崎九大前店

薬剤師 田渕　由紀 馬場　正佳

〔訪問看護ステーション〕

変更
あいず訪問看護ステーション横手
南

福岡市南区横手南町32-1
　　DOGシャンテ1階A号室

1290740 株式会社あいず 令和4年5月1日 職員の定数 看護師3名，理学療法士2名
看護師3名，理学療法士2名，

作業療法士1名

令和4年5月1日変更 馬場薬局　箱崎九大前店 福岡市東区箱崎6丁目12-5　三宅ビル1階 345672 有限会社　馬場薬局

所在地 医療機関コード 備考開設者名 変更年月日 変更内容 変更前 変更後
登録
区分

名称


