
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4207,6 からさわ薬局本店 〒060-0004 （調基１）第1066号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西６丁目１番
     地毎日札幌会館１階
     011-221-0204  (011-221-0205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4231,6 上村漢薬堂薬局 〒060-0052 （調基１）第1531号        平成28年 6月 1日
     札幌市中央区南２条東１丁目１番
     地
     011-231-4630  (011-222-7786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4235,7 有限会社　トガシ薬局〒060-0907 （調基１）第612号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北７条東５丁目１７番
     地
     011-711-3527  (011-711-3528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4238,1 株式会社　大森薬局 〒060-0061 （調基１）第1063号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１６丁目１
     番地
     011-611-8855  (011-613-9224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4287,8 株式会社　ハマヤ薬局〒065-0043 （調基１）第1081号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区苗穂町４丁目４番７号
     011-711-7353  (011-711-7649)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4335,5 有限会社　月寒アサヒ〒062-0020 （調基１）第658号         平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市豊平区月寒中央通５丁目２
     番２６号
     011-851-1244  (011-851-1244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4341,3 株式会社　まつい薬局〒001-0028 （調基１）第944号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区北２８条西１４丁目３
     番２２号
     011-726-5026  (011-726-2663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4347,0 ヤジマ薬局 〒069-0852 （調基１）第1395号        平成28年 4月 1日
     江別市大麻東町１３番地８
     011-386-8221  (011-386-5000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4354,6 だるま薬局　もみじ台〒004-0014 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     店 札幌市厚別区もみじ台北５丁目１
     －１４
     011-897-2657  (011-897-2689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,4363,7 あおば薬局 〒063-0033 （調基１）第1913号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野３条６丁目９番１
     ５号
     011-661-4050  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1101,4410,6 シマヤ薬局 〒064-0808 （調基１）第1538号        平成28年 6月 1日
     札幌市中央区南８条西４丁目
     011-511-2545  (011-511-2545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4483,3 有限会社　ホシ薬局本〒004-0053 （調基１）第167号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目
     １７番３３号
     011-892-3325  (011-892-3372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4487,4 スギハラ薬局　千代田〒066-0062 （調基１）第567号         平成28年 4月 1日
     店 千歳市千代田町３丁目６
     0123-22-7573  (0123-22-1165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4504,6 大西薬局 〒060-0062 （調基１）第1401号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南２条西４丁目桂和
     ＭＴビル３階
     011-221-1203  (011-221-0585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4506,1 片岡薬局 〒061-0223 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     石狩郡当別町弥生５２番地
     01332-3-2027  (01332-3-1465)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4510,3 有限会社　クローバー〒005-0003 （調基１）第644号         平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市南区澄川３条２丁目４番１
     ５号
     011-831-5992  (011-831-2833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4595,4 モリモト薬局　新札幌〒004-0052 （調基１）第1308号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ２番１号
     011-892-4602  (011-892-4609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,4641,6 よこい薬局 〒061-1373 （調基１）第186号         平成28年 4月 1日
     恵庭市恵み野西１丁目２４－６
     0123-36-6189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4657,2 有限会社　あかしや調〒065-0022 （調基１）第1671号        平成29年 4月 1日
     剤薬局 札幌市東区北２２条東８丁目３番
     ８号
     011-704-3711  (011-704-3711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4669,7 有限会社　いがらし薬〒007-0806 （調基１）第364号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市東区東苗穂６条２丁目６番
     ２０号
     011-783-3355  (011-783-3859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2101,4674,7 北日本調剤　もみじ台〒004-0013 （調基１）第1196号        平成28年 4月 1日
     中央調剤薬局 札幌市厚別区もみじ台西６丁目１
     番１０号
     011-897-1966  (011-897-9396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4680,4 日本調剤　南一条調剤〒060-0061 （調基１）第1263号        平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市中央区南１条西４丁目大手
     町ビル８階
     011-222-5991  (011-222-5993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4682,0 ファミリー薬局　美園〒062-0003 （調基１）第255号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市豊平区美園３条３丁目２３
     番地
     011-841-8073  (011-841-8073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4689,5 北央薬品　有明薬局 〒061-1431 （調基１）第816号         平成28年 4月 1日
     恵庭市有明町３丁目１番１号
     0123-32-3691  (0123-33-0318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4692,9 日本調剤　麻生調剤薬〒001-0040 （調基１）第1216号        平成28年 4月 1日
     局 札幌市北区北４０条西４丁目２番
     １号
     011-746-2241  (011-746-5077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4696,0 元町薬局 〒005-0021 （調基１）第655号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区真駒内本町６丁目２番
     ３号
     011-583-0394  (011-583-0394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,4697,8 清水薬局 〒004-0042 （調基１）第662号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区大谷地西６丁目１－
     １
     011-891-7383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4708,3 日本調剤　大谷地調剤〒004-0041 （調基１）第1220号        平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市厚別区大谷地東４丁目１番
     ２号
     011-893-1673  (011-893-1673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4750,5 株式会社　北２０条薬〒065-0020 （調基１）第1112号        平成28年 4月 1日
     局 札幌市東区北２０条東７丁目３６
     ５番地
     011-751-2235  (011-712-0022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3001,4761,2 北大協済会薬局 〒001-0014 （調基１）第35号          平成28年 4月 1日
     札幌市北区北１４条西４丁目１番
     １３号
     011-747-2260  (011-726-1727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4762,0 北大協済会第一薬局 〒001-0013 （調基１）第36号          平成28年 4月 1日
     札幌市北区北１３条西４丁目２番
     ２１号
     011-756-2221  (011-726-1581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4765,3 株式会社　東洋薬局 〒064-0802 （調基１）第746号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南２条西２４丁目１
     ３１番地
     011-644-8070  (011-644-8071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4768,7 柳瀬薬局 〒062-0053 （調基１）第100号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東３条１７丁目
     １５番５０号
     011-854-1335  (011-854-1426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,4770,3 アルファ調剤薬局　西〒063-0032 （調基１）第1271号        平成28年 4月 1日
     野店 札幌市西区西野２条３丁目４番２
     ５号　渡辺ビル１階
     011-663-7321  (011-663-7352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,4773,7 本通調剤薬局 〒003-0026 （調基１）第944号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区本通９丁目南５番５
     号
     011-862-7885  (011-862-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4777,8 コア薬局　篠路店 〒002-8022 （調基１）第493号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区篠路２条４丁目５番１
     ６号　メディコア篠路１階
     011-773-3330  (011-773-1039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4788,5 三丁目調剤薬局 〒066-0062 （調基１）第1084号        平成28年 4月 1日
     千歳市千代田町３丁目４番地　三
     丁目セントラルビル１階
     0123-22-1566  (0123-22-5140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4810,7 元町グリーン薬局 〒065-0024 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２４条東２１丁目１
     番１号
     011-784-2480  (011-784-2480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3901,4813,1 三信調剤薬局 〒003-0023 （調基１）第1277号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通２丁目北２番
     １号　オ・ドミール南郷街
     011-863-1193  (011-865-8443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,4818,0 アルファ調剤薬局　北〒004-0862 （調基１）第1406号        平成28年 4月 1日
     野店 札幌市清田区北野２条２丁目１１
     番１５号
     011-884-1780  (011-884-1781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,4827,1 有限会社　北広島調剤〒061-1133 （調基１）第45号          平成28年 4月 1日
     薬局 北広島市栄町１丁目５番地３
     011-372-1123  (011-372-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,4832,1 有限会社　千歳調剤薬〒066-0062 （調基１）第1351号        平成28年 4月 1日
     局 千歳市千代田町４丁目１８番地千
     歳メデイカルビル１階
     0123-27-3191  (0123-27-7337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,4835,4 つねまる薬局 〒061-1400 （調基１）第357号         平成28年 4月 1日
     恵庭市恵み野西６丁目２２－３
     0123-37-0022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4836,2 有限会社　マツシタ調〒061-1373 （調基１）第853号         平成28年 4月 1日
     剤薬局 恵庭市恵み野西６丁目２０番５
     0123-37-0880  (0123-37-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,4845,3 株式会社　佐野薬局　〒001-0023 （調基１）第647号         平成28年 4月 1日
     さの薬局 札幌市北区北２３条西４丁目２番
     １３号
     011-756-7788  (011-726-4870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4846,1 タウン調剤薬局 〒003-0027 （調基１）第675号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区本通１６丁目北１０
     番１５号
     011-865-2277  (011-865-2177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,4847,9 有限会社　札幌鈴木薬〒062-0922 （調基１）第222号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市豊平区中の島２条２丁目１
     番２６号
     011-811-8729  (011-842-8556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4851,1 時計台薬局 〒060-0002 （調基１）第958号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北２条西２丁目２９
     －２ウエノビル１Ｆ
     011-231-0550  (011-231-3374)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4901,4858,6 有限会社　石山中央薬〒005-0850 （調基１）第149号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市南区石山東１丁目４番２７
     号
     011-591-1233  (011-591-9463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,4859,4 株式会社　こばやし調〒064-0804 （調基１）第5号           平成28年 4月 1日
     剤薬局　札幌医大前 札幌市中央区南４条西１５丁目１
     －２５
     011-511-5884  (011-511-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,4862,8 株式会社　難波薬局 〒001-0014 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     札幌市北区北１４条西４丁目１番
     １５号
     011-716-3030  (011-716-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,4877,6 有限会社　サン調剤薬〒007-0807 （調基１）第1491号        平成28年 4月 1日
     局 札幌市東区東苗穂７条２丁目２番
     ２５号　シーセブンビル１階
     011-785-4644  (011-785-7983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4880,0 ハマヤ調剤薬局 〒063-0034 （調基１）第1093号        平成28年 4月 1日
     札幌市西区西野４条２丁目１－５
     011-666-8355  (011-666-8366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,4882,6 愛生舘ビル薬局 〒060-0061 （調基１）第763号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西５丁目７番
     地
     011-241-1152  (011-241-1992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,4883,4 有限会社　ヤマモト薬〒004-0001 （調基１）第130号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市厚別区厚別東１条６丁目２
     番１号
     011-898-2006  (011-898-2006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,4891,7 ハヤツ薬局　扇町調剤〒069-0843 （調基１）第1477号        平成28年 4月 1日
     部 江別市大麻扇町３番地の３
     011-387-4193  (011-387-2893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,4896,6 ナカジマ薬局　医大前〒060-0042 （調基１）第1232号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市中央区大通西１６丁目１番
     ３０号
     011-631-3510  (011-631-3505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,4898,2 啓西薬局 〒063-0033 （調基１）第268号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西野３条９丁目１２７
     番地８
     011-666-2273  (011-666-2273)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5901,4916,2 調剤薬局ツルハドラッ〒062-0922 （調基１）第333号         平成28年 4月 1日
     グ中の島店 札幌市豊平区中の島２条５丁目９
     －１
     011-817-6028  (011-817-6028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4918,8 新井薬局 〒061-1148 （調基１）第915号         平成28年 4月 1日
     北広島市山手町６丁目５ー７
     011-373-6746  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,4919,6 オーロラコクミン薬局〒060-0042 （調基１）第1870号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区大通西１丁目５番５
     号　オーロラタウン　Ａー２６
     011-231-4121  (011-231-4787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,4923,8 日本調剤　北十一条調〒065-0011 （調基１）第1235号        平成28年 4月 1日
     剤薬局 札幌市東区北１１条東３丁目３－
     １２
     011-741-7511  (011-741-7577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,4924,6 星置調剤薬局 〒006-0851 （調基１）第1088号        平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区星置１条４丁目２番
     １２号
     011-681-6808  (011-681-9588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,4927,9 有限会社　メディファ〒004-0876 （調基１）第1485号        平成28年 4月 1日
     ー平岡調剤薬局 札幌市清田区平岡６条３丁目１１
     番７号
     011-885-2221  (011-885-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,4934,5 吉田薬局 〒061-3209 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     石狩市花川南９条２丁目２３４番
     地
     0133-74-5386  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4946,9 アート調剤薬局 〒001-0908 （調基１）第267号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似８条６丁目５番
     １０号
     011-764-7641  (011-764-7647)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,4948,5 第一調剤上町調剤薬局〒005-0012 （調基１）第228号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区真駒内上町３丁目１番
     ８号
     011-583-9393  (011-581-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6801,4953,5 あつべつ調剤薬局 〒004-0054 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央４条３丁目
     ５－１０
     011-896-0311  (011-896-5393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,4957,6 有限会社　ひまわり調〒005-0832 （調基１）第213号         平成28年 4月 1日
     剤薬局 札幌市南区北ノ沢８丁目５番２０
     号
     011-571-0231  (011-571-0117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4961,8 はるにれ薬局 〒001-0901 （調基１）第241号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１条２丁目１０
     番１５号
     011-765-4693  (011-765-4692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,4969,1 ナカジマ薬局　野幌店〒069-0813 （調基１）第1236号        平成28年 4月 1日
     江別市野幌町２６番地１２
     011-382-4901  (011-382-4902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,4970,9 快明堂薬局 〒006-0816 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区前田６条１６丁目１
     ８番１４号
     011-683-7010  (011-685-1911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,4977,4 プラス調剤　新琴似薬〒001-0908 （調基１）第1883号        平成30年 4月 1日
     局 札幌市北区新琴似８条１１丁目２
     番１１号
     011-766-4080  (011-763-6822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,4978,2 有限会社　月寒アサヒ〒062-0034 （調基１）第1250号        平成28年 4月 1日
     薬局　西岡店 札幌市豊平区西岡４条１丁目１３
     番１
     011-851-1202  (011-851-1202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,4991,5 サン調剤大通１４丁目〒060-0042 （調基１）第962号         平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市中央区大通西１４丁目３番
     １　大通丸一ビル１階
     011-272-7606  (011-272-7607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,4993,1 ナカジマ薬局　宮の森〒064-0825 （調基１）第1230号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市中央区北５条西２７丁目２
     番３号
     011-615-6120  (011-615-6263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7701,4996,4 コスモ調剤薬局 〒006-0816 （調基１）第142号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区前田６条９丁目２番
     ２号
     011-684-9550  (011-684-9554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7802,4010,2 アクト調剤　厚別西店〒004-0062 （調基１）第182号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別西２条４丁目２
     －１０
     011-895-6660  (011-895-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902,4016,9 みらくる薬局　札幌駅〒060-0004 （調基１）第1438号        平成28年 4月 1日
     前店 札幌市中央区北４条西３丁目１札
     幌駅前合同ビル５階
     011-251-2552  (011-251-2553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002,4026,8 しなの薬局 〒066-0038 （調基１）第1085号        平成28年 4月 1日
     千歳市信濃２丁目１番地
     0123-26-3088  (0123-23-6606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102,4031,8 うえの自然薬局 〒006-0852 （調基１）第678号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区星置２条４丁目１番
     ３０号
     011-694-6878  (011-694-6833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202,4040,9 あみや薬局 〒065-0024 （調基１）第487号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２４条東１６丁目１
     －２１　ＦＣ元町１階
     011-781-1228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302,4042,5 美しが丘薬局 〒004-0813 （調基１）第228号         平成28年 4月 1日
     札幌市清田区美しが丘３条２丁目
     ３番１号
     011-883-6449  (011-883-6415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402,4044,1 ハマナス薬局 〒061-3206 （調基１）第284号         平成28年 4月 1日
     石狩市花川南６条４丁目２９２
     0133-73-8689  (0133-73-8689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8502,4046,6 ツルハ薬局　西町店 〒063-0062 （調基１）第332号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西町南５丁目４－１５
     011-665-9809  (011-665-9809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8602,4052,4 有限会社　柏陽調剤薬〒061-1434 （調基１）第1341号        平成28年 4月 1日
     局 恵庭市柏陽町３丁目２２番地７
     0123-34-7718  (0123-34-7718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8702,4053,2 メトロ調剤薬局 〒003-0022 （調基１）第1122号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１４丁目南３
     番１１号
     011-863-5055  (011-863-8850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8802,4057,3 さいとう薬局 〒060-0061 （調基１）第1104号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西３丁目１番
     地
     011-221-0036  (011-231-6952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8902,4058,1 アルファ調剤薬局　恵〒061-1374 （調基１）第1272号        平成28年 4月 1日
     み野店 恵庭市恵み野北３丁目１番１
     0123-37-5228  (0123-37-5228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002,4059,9 アストラル薬局 〒065-0010 （調基１）第756号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北１０条東６丁目１番
     ２２号
     011-711-2885  (011-711-2885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9102,4060,7 西区ひまわり薬局 〒063-0061 （調基１）第817号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西町北１９丁目１番１
     ０号
     011-667-0099  (011-667-0034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9202,4065,6 スマイル調剤薬局 〒007-0872 （調基１）第3号           平成28年 4月 1日
     札幌市東区伏古１２条５丁目８番
     ２８号
     011-786-2088  (011-786-3452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9302,4071,4 有限会社　楽山堂平岸〒062-0932 （調基１）第1054号        平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市豊平区平岸２条１丁目７番
     １２号
     011-841-8711  (011-841-8711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9402,4076,3 平和通調剤薬局 〒003-0029 （調基１）第683号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区平和通２丁目北８番
     １９号
     011-866-6325  (011-866-6325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9502,4085,4 日本調剤　中の島薬局〒062-0921 （調基１）第1196号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区中の島１条７丁目１
     １番１１号
     011-815-1660  (011-815-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602,4092,0 ホーセー桑園駅前薬局〒060-0010 （調基１）第196号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１０条西１５丁目
     011-644-3311  (011-644-3227)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9702,4094,6 さくら薬局 〒007-0848 （調基１）第307号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北４８条東９丁目
     011-751-2566  (011-751-3637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9802,4100,1 マロン薬局 〒003-0832 （調基１）第161号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区北郷２条１丁目２番
     ４号
     011-875-2161  (011-875-0521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9902,4101,9 旭山調剤薬局 〒064-0808 （調基１）第264号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南８条西２４丁目　
     旭山公園メディカル
     011-532-5956  (011-530-3860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10002,4103,5 なの花薬局・新札幌店〒004-0052 （調基１）第1149号        平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ４番３０号
     011-801-2600  (011-801-2700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10102,4106,8 アクティ調剤薬局 〒067-0074 （調基１）第1293号        平成28年 4月 1日
     江別市高砂町２５番１１
     011-381-8931  (011-381-8934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10202,4117,5 ノルデン薬局　五輪橋〒005-0802 （調基１）第998号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市南区川沿２条１丁目１８ー
     ３
     011-572-9811  (011-582-9810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10302,4134,0 いしかわ薬局 〒004-0052 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条１丁目
     １番１号
     011-892-0754  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10402,4137,3 一条橋薬局 〒060-0051 （調基１）第1040号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条東５丁目１番
     地２５
     011-251-1585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10502,4138,1 タカシ調剤薬局 〒067-0032 （調基１）第1039号        平成28年 4月 1日
     江別市元江別８９０番地２９
     011-382-8262  (011-382-8301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10602,4140,7 高橋薬局本店 〒067-0072 （調基１）第839号         平成28年 4月 1日
     江別市一番町２番地８
     011-385-8880  (011-382-8063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10702,4144,9 たむら薬局 〒004-0032 （調基１）第360号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区上野幌２条５丁目１
     番１号
     011-891-6431  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10802,4145,6 サンチェーン平岸調剤〒062-0933 （調基１）第354号         平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市豊平区平岸３条６丁目６番
     ２５号サンセットハイツ平岸３６
     011-820-4976  (011-820-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10902,4149,8 アレス調剤薬局 〒004-0876 （調基１）第1486号        平成28年 4月 1日
     札幌市清田区平岡６条２丁目２番
     １０号
     011-886-3330  (011-886-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11002,4150,6 有限会社　ふじや薬局〒065-0025 （調基１）第764号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２５条東３丁目１番
     １７号
     011-731-7447  (011-731-7447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11102,4151,4 愛生堂薬局 〒004-0062 （調基１）第1420号        平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別西２条１丁目４
     番１２号
     011-891-0511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11202,4155,5 有限会社　秋野薬局　〒067-0013 （調基１）第935号         平成28年 4月 1日
     江別店 江別市３条６丁目１０ー１
     011-384-1114  (011-382-5561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11302,4156,3 すみよし調剤薬局 〒066-0026 （調基１）第688号         平成28年 4月 1日
     千歳市住吉４丁目２番２１号
     0123-26-0122  (0123-26-0266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11402,4162,1 有限会社　森山薬局 〒064-0824 （調基１）第561号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西２５丁目２
     番１２号
     011-611-9633  (011-611-2721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11502,4164,7 フォーラム薬局 〒001-0855 （調基１）第1080号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区屯田５条２丁目２番１
     号
     011-773-9300  (011-773-9300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11602,4165,4 ペンギン保険薬局　７〒001-0907 （調基１）第813号         平成28年 4月 1日
     条店 札幌市北区新琴似７条１４丁目４
     番２０号フロンティア７１４　１
     階
     011-765-5551  (011-765-5552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11702,4168,8 おもと薬局　ていね店〒006-0815 （調基１）第146号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区前田５条１２丁目１
     ３ー３３
     011-684-5300  (011-684-5305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11802,4170,4 アスティ４５薬局 〒060-0004 （調基１）第251号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西５丁目１番
     地アスティ４５ビル地下１階
     011-205-6145  (011-205-6147)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11902,4171,2 株式会社　青野　ライ〒003-0021 （調基１）第1254号        平成28年 4月 1日
     フ薬局 札幌市白石区栄通１６丁目１番２
     １号
     011-853-0030  (011-853-0030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12002,4173,8 川端薬局　琴似店 〒063-0811 （調基１）第509号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区琴似１条５丁目３ー２
     ０
     011-621-2453  (011-621-2455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12102,4175,3 まりも調剤薬局　稲積〒006-0011 （調基１）第836号         平成28年 4月 1日
     駅前店 札幌市手稲区富丘１条４丁目５番
     ２８号１０３
     011-691-4193  (011-691-5660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12202,4187,8 ファミリー薬局　八軒〒063-0846 （調基１）第257号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市西区八軒６条西３丁目１－
     ３
     011-622-1336  (011-622-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12302,4193,6 クライマーおおやち薬〒004-0041 （調基１）第821号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市厚別区大谷地東２丁目３番
     ３７号
     011-801-1700  (011-801-1702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12402,4206,6 有限会社　西岡メディ〒062-0034 （調基１）第877号         平成28年 4月 1日
     カル薬局 札幌市豊平区西岡４条４丁目１番
     １号西岡メディカルビル１Ｆ
     011-853-3711  (011-853-9477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12502,4210,8 あさみ薬局 〒001-0013 （調基１）第129号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区北１３条西４丁目２ー
     １６
     011-716-7350  (011-747-6855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12602,4211,6 つばさ薬局 〒003-0028 （調基１）第324号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区平和通９丁目南３番
     ２５号
     011-862-1810  (011-862-1733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12702,4213,2 株式会社　くすりのも〒066-0061 （調基１）第1497号        平成28年 4月 1日
     りた　栄町店 千歳市栄町４丁目１２ー４
     0123-24-5677  (0123-24-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12802,4216,5 日本調剤　白石薬局 〒003-0006 （調基１）第1718号        平成29年 4月 1日
     札幌市白石区東札幌６条６丁目５
     番３５号
     011-863-4554  (011-863-4520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12902,4227,2 コスモス保険薬局　大〒061-1272 （調基１）第507号         平成28年 4月 1日
     曲店 北広島市大曲末広１丁目２ー１
     011-377-2440  (011-377-2443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13002,4228,0 有限会社　いづみ調剤〒065-0011 （調基１）第916号         平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市東区北１１条東９丁目２番
     ２８号
     011-723-1238  (011-723-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13102,4235,5 調剤薬局クスリのツル〒063-0811 （調基１）第396号         平成28年 4月 1日
     ハ　琴似店 札幌市西区琴似１条２丁目６番８
     号
     011-640-2661  (011-640-2661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13202,4236,3 中央通薬局 〒004-0033 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区上野幌３条３丁目２
     番２号
     011-891-8931  (011-891-8931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13302,4238,9 モリモト薬局　菊水元〒003-0823 （調基１）第1119号        平成28年 4月 1日
     町店 札幌市白石区菊水元町３条４丁目
     ２番７
     011-875-3777  (011-875-3775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13402,4244,7 株式会社　青野　オリ〒065-0024 （調基１）第1237号        平成28年 4月 1日
     ーブ薬局 札幌市東区北２４条東２２丁目１
     番１号元町メインビル１階
     011-786-8802  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13502,4250,4 すみれ保険薬局 〒005-0812 （調基１）第759号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区川沿１２条２丁目４番
     １３号
     011-571-6800  (011-571-6870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13602,4254,6 イチフジ薬局・川北店〒003-0852 （調基１）第548号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区川北２条３丁目２－
     １
     011-879-3003  (011-875-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13702,4258,7 フラワー調剤 〒065-0020 （調基１）第340号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２０条東７丁目１ー
     ２５
     011-748-7658  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13802,4259,5 パルス薬局　手稲店 〒006-0811 （調基１）第1270号        平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区前田１条１２丁目２
     番１０号
     011-681-8040  (011-681-8060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13902,4279,3 アルファ調剤薬局　平〒062-0933 （調基１）第1405号        平成28年 4月 1日
     岸店 札幌市豊平区平岸３条９丁目１０
     ー１５
     011-832-8931  (011-832-9011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14002,4282,7 さかもと調剤薬局 〒064-0952 （調基１）第674号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区宮の森２条７丁目２
     番２５号
     011-632-6270  (011-632-6271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14102,4284,3 フォルテ調剤薬局 〒003-0022 （調基１）第465号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１９丁目南３
     ー１１メディカル‘９７　１Ｆ
     011-860-5525  (011-860-5550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202,4287,6 はるにれ薬局　屯田店〒002-0856 （調基１）第363号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区屯田６条２丁目９ー１
     ２
     011-770-2560  (011-770-2561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302,4299,1 誠心堂薬局 〒001-0910 （調基１）第1503号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１０条１４丁目
     １番１号
     011-763-4088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14402,4302,3 のっぽろ三番通薬局 〒069-0817 （調基１）第1111号        平成28年 4月 1日
     江別市野幌代々木町１５番地
     011-380-1518  (011-381-3822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502,4304,9 病院前調剤薬局 〒003-0804 （調基１）第104号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区菊水４条２丁目２番
     ２７号
     011-812-9758  (011-812-9759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14602,4305,6 北日本調剤　北２９条〒001-0029 （調基１）第1193号        平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市北区北２９条西１５丁目８
     ４４ー７
     011-708-8820  (011-708-8830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702,4306,4 アルファ調剤薬局　南〒062-0933 （調基１）第1292号        平成28年 4月 1日
     平岸店 札幌市豊平区平岸３条１４丁目１
     ー７
     011-818-8931  (011-818-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14802,4309,8 はまなす調剤薬局 〒002-8071 （調基１）第516号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区あいの里１条６丁目２
     番１号
     011-770-5366  (011-770-5377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902,4311,4 アルファ調剤薬局　北〒065-0032 （調基１）第1407号        平成28年 4月 1日
     栄店 札幌市東区北３２条東１丁目６ー
     ２
     011-743-8931  (011-743-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15002,4312,2 パシフィック薬局　北〒003-0833 （調基１）第1373号        平成28年 4月 1日
     郷店 札幌市白石区北郷３条７丁目２ー
     １６
     011-879-4193  (011-879-5155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102,4322,1 オレンジ薬局 〒065-0023 （調基１）第1027号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２３条東１２丁目３
     ー１５元町メイワ１Ｆ
     011-743-9093  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202,4324,7 わかくさ薬局 〒067-0072 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     江別市一番町３ー１６
     011-384-7787  (011-384-7774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302,4330,4 コーン薬局 〒062-0035 （調基１）第1370号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区西岡５条１丁目５番
     011-857-7700  (011-857-0077)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15402,4332,0 有限会社　栃木薬局 〒004-0011 （調基１）第734号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区もみじ台東４丁目２
     番６号
     011-897-1440  (011-897-1447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502,4337,9 ピノキオ調剤薬局 〒067-0024 （調基１）第536号         平成28年 4月 1日
     江別市朝日町３番地２８
     011-380-6080  (011-380-6090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602,4338,7 レオン調剤 〒067-0064 （調基１）第1860号        平成30年 4月 1日
     江別市上江別４２７番地１
     011-380-2261  (011-380-2262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702,4339,5 ファミリー薬局　新川〒001-0930 （調基１）第262号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区新川７４３ー１
     011-768-3361  (011-768-3362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802,4340,3 調剤薬局クスリのツル〒005-0801 （調基１）第334号         平成28年 4月 1日
     ハ　川沿店 札幌市南区川沿１条１丁目２番４
     ５号
     011-578-3783  (011-578-3783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902,4355,1 有限会社　すばる調剤〒003-0862 （調基１）第898号         平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市白石区川下２条６丁目２番
     ２３号
     011-873-4250  (011-873-4251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16002,4357,7 にしの薬局 〒063-0033 （調基１）第265号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西野３条７丁目３番６
     号
     011-666-4800  (011-666-4803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16102,4362,7 なの花薬局・開成店 〒065-0020 （調基１）第1139号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２０条東２０丁目１
     番２０号
     011-780-4025  (011-780-4026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202,4365,0 ていね調剤薬局 〒006-0816 （調基１）第1378号        平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区前田６条７丁目３ー
     １１
     011-694-8787  (011-802-8082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302,4366,8 エムズ薬局南２条店 〒060-0062 （調基１）第838号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南２条西１０丁目５
     番地ジムテル２１０ー１Ｆ
     011-208-2208  (011-208-2209)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16402,4371,8 エリム薬局　白石店 〒003-0026 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区本通１丁目南１番１
     ３号
     011-868-3822  (011-868-3828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16502,4375,9 パシフィック薬局　南〒003-0024 （調基１）第1372号        平成28年 4月 1日
     郷店 札幌市白石区本郷通１３丁目南４
     ー２７ムトウビル１階
     011-862-4193  (011-862-9355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16602,4376,7 有限会社　サン調剤薬〒063-0033 （調基１）第1490号        平成28年 4月 1日
     局　西野店 札幌市西区西野３条６丁目２番８
     号
     011-667-8999  (011-667-9333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16702,4378,3 サフラン調剤薬局 〒064-0912 （調基１）第943号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１２条西８丁目１
     番２４号
     011-563-7177  (011-206-6370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16802,4380,9 北２８条調剤薬局 〒001-0028 （調基１）第1125号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区北２８条西５丁目１ー
     １４
     011-738-2110  (011-738-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16902,4382,5 パルス薬局　清田店 〒004-0841 （調基１）第1268号        平成28年 4月 1日
     札幌市清田区清田１条４丁目５ー
     ３０
     011-883-0501  (011-883-0504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17002,4386,6 パルス薬局　しんせい〒006-0805 （調基１）第1410号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市手稲区新発寒５条６丁目１
     ー１０
     011-685-8310  (011-699-3265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102,4387,4 あじさい薬局 〒060-0001 （調基１）第949号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１条西３丁目３番
     の２０時計台スクエアビル５階
     011-207-1777  (011-207-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202,4396,5 株式会社　道央薬品　〒061-1417 （調基１）第1021号        平成28年 4月 1日
     すずらん調剤薬局 恵庭市駒場町１丁目６ー８
     0123-35-1310  (0123-35-1309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17302,4397,3 株式会社　青野　カン〒062-0053 （調基１）第1205号        平成28年 4月 1日
     ガルー薬局 札幌市豊平区月寒東３条１６丁目
     ３番１０号
     011-856-5533  (011-856-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402,4403,9 北郷通調剤薬局 〒003-0833 （調基１）第876号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区北郷３条８丁目５番
     ３８号
     011-873-8080  (011-873-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502,4406,2 日之出調剤薬局 〒060-0061 （調基１）第1354号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西４丁目１３
     番地日之出ビル８Ｆ
     011-241-6316  (011-241-6317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602,4415,3 有限会社　ニレ薬局 〒007-0848 （調基１）第1881号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４８条東８丁目１番
     ５号
     011-743-3668  (011-743-3670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702,4417,9 クルミ薬局 〒064-0801 （調基１）第950号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西２７丁目１
     番４１号
     011-640-4151  (011-640-4155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802,4419,5 カインド薬局 〒006-0805 （調基１）第1057号        平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区新発寒５条５丁目コ
     ープさっぽろ西発寒店内
     011-682-2927  (011-682-2927)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902,4421,1 川端薬局　二十四軒店〒063-0804 （調基１）第508号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区二十四軒４条５丁目１
     ０ー１ローヤル琴似ビル２Ｆ
     011-616-8856  (011-616-8857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002,4422,9 瀬戸薬局 〒067-0061 （調基１）第938号         平成28年 4月 1日
     江別市上江別東町３番地１８
     011-383-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102,4423,7 いづみ調剤薬局　花川〒061-3209 （調基１）第837号         平成28年 4月 1日
     南店 石狩市花川南９条１丁目２４番２
     0133-72-5558  (0133-72-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202,4424,5 ユゲ薬局 〒061-3212 （調基１）第26号          平成28年 4月 1日
     石狩市花川北２条２丁目２０１番
     ２３
     0133-74-1698  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18302,4425,2 つがやす薬局　苗穂店〒065-0042 （調基１）第864号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区本町２条４丁目１２番
     地
     011-785-5155  (011-785-5157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402,4426,0 つがやす薬局　琴似店〒063-0812 （調基１）第865号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区琴似２条７丁目２番地
     メゾン２１ー１Ｆ
     011-622-9150  (011-622-9160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502,4431,0 有限会社　中村薬局 〒003-0023 （調基１）第112号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通７丁目北５番
     １号
     011-861-2808  (011-861-2809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602,4433,6 みらくる薬局　北２条〒060-0002 （調基１）第1439号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市中央区北２条西１丁目１番
     地マルイト札幌ビル２階
     011-221-2212  (011-221-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702,4438,5 大町調剤薬局 〒061-1424 （調基１）第653号         平成28年 4月 1日
     恵庭市大町３丁目２ー１６
     0123-35-3020  (0123-35-3021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802,4439,3 株式会社　北海道調剤〒062-0021 （調基１）第757号         平成28年 4月 1日
     薬局　月寒店 札幌市豊平区月寒西１条１０丁目
     ４３３番５４
     011-853-6000  (011-853-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902,4441,9 スギハラ薬局　向陽台〒066-0057 （調基１）第518号         平成28年 4月 1日
     調剤 千歳市若草１丁目１７番４
     0123-48-3321  (0123-48-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002,4446,8 調剤薬局　健康いちば〒063-0051 （調基１）第636号         平成28年 4月 1日
     ん 札幌市西区宮の沢１条４丁目７番
     ２０号
     011-671-7715  (011-671-7725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102,4449,2 美しが丘調剤薬局 〒004-0813 （調基１）第1487号        平成28年 4月 1日
     札幌市清田区美しが丘３条５丁目
     ９番２４号
     011-888-9990  (011-888-9991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202,4450,0 川端薬局　琴似イオン〒063-0812 （調基１）第512号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市西区琴似２条４丁目２ー２
     イオン札幌琴似店１階
     011-615-6657  (011-615-6669)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19302,4451,8 ポニー調剤薬局　恵庭〒061-1442 （調基１）第1806号        平成29年 8月 1日
     緑町店 恵庭市緑町１丁目５番６号
     0123-35-2772  (0123-35-2773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402,4462,5 ケミスト・イン相談薬〒001-0025 （調基１）第1502号        平成28年 4月 1日
     局 札幌市北区北２５条西８丁目１番
     １７号
     011-700-6711  (011-716-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502,4464,1 こぶし薬局 〒061-3208 （調基１）第988号         平成28年 4月 1日
     石狩市花川南８条１丁目２ー９
     0133-74-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602,4466,6 パンダ調剤薬局 〒065-0016 （調基１）第658号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北１６条東１６丁目１
     番１３号
     011-780-6280  (011-780-6281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19702,4477,3 花川薬局 〒061-3203 （調基１）第953号         平成28年 4月 1日
     石狩市花川南３条４丁目２１９番
     地
     0133-73-2180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19802,4478,1 ペンギン保険薬局 〒001-0908 （調基１）第1255号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似８条６丁目１番
     ３号新琴似横井ビル１Ｆ
     011-765-3550  (011-765-3556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19902,4483,1 新栄台グリーン薬局 〒069-0806 （調基１）第586号         平成28年 4月 1日
     江別市新栄台４６番地の２
     011-391-8555  (011-391-8333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20002,4485,6 スナダ薬局 〒060-0061 （調基１）第1107号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１２丁目４
     番地１１
     011-223-0057  (011-223-0058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102,4487,2 第一調剤もなみ調剤薬〒005-0808 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市南区川沿８条２丁目１ー８
     011-572-0385  (011-572-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202,4488,0 なえぼ調剤薬局 〒065-0043 （調基１）第1276号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区苗穂町２丁目４ー２２
     011-731-5771  (011-731-5772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20302,4489,8 ヤジマ薬局　文京台店〒069-0834 （調基１）第1250号        平成28年 4月 1日
     江別市文京台東町１１番地の４０
     011-386-1125  (011-386-1126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20402,4491,4 アルファ調剤薬局　発〒063-0826 （調基１）第1259号        平成28年 4月 1日
     寒店 札幌市西区発寒６条３丁目２ー１
     １
     011-664-8931  (011-664-6377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20502,4496,3 細川薬局 〒062-0055 （調基１）第501号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東５条１１丁目
     ５番９号
     011-852-6569  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20602,4499,7 カトレア薬局 〒003-0026 （調基１）第943号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区本通２丁目南４番２
     ０号
     011-860-6711  (011-860-6712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702,4501,0 イルカ薬局　南円山店〒064-0808 （調基１）第1065号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南８条西１８丁目２
     －２３
     011-520-2622  (011-520-2623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20802,4505,1 わかくさ薬局　中央店〒060-0061 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１５丁目１
     －３１６
     011-644-8009  (011-644-8019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20902,4506,9 サンメディカル調剤薬〒063-0061 （調基１）第1660号        平成29年 4月 1日
     局　西町店 札幌市西区西町北６丁目４番１２
     号
     011-668-3705  (011-668-3706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21002,4507,7 医大前フローラ薬局 〒060-0061 （調基１）第173号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１６丁目１
     番地８
     011-611-0501  (011-611-0503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21102,4509,3 ノルデン薬局　北広島〒061-1133 （調基１）第984号         平成28年 4月 1日
     店 北広島市栄町１丁目５－６
     011-376-7211  (011-376-7222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21202,4513,5 有限会社シー・エム・〒003-0021 （調基１）第937号         平成28年 4月 1日
     エス　にしい薬局 札幌市白石区栄通１９丁目１３－
     １
     011-856-2410  (011-856-2460)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21302,4515,0 あいあい薬局 〒069-0801 （調基１）第1920号        平成30年 4月 1日
     江別市中央町１番地２５
     011-389-1189  (011-389-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21402,4518,4 フロンティア薬局　手〒006-0811 （調基１）第1318号        平成28年 4月 1日
     稲中央店 札幌市手稲区前田１条１２丁目２
     －１５
     011-691-5501  (011-691-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21502,4519,2 イチフジ薬局　北広島〒061-1121 （調基１）第532号         平成28年 4月 1日
     店 北広島市中央６丁目３－１
     011-373-1000  (011-373-9333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21602,4520,0 クライマーめぐみの薬〒061-1373 （調基１）第820号         平成28年 4月 1日
     局 恵庭市恵み野西２丁目３－８
     0123-37-1101  (0123-37-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21702,4529,1 クルミ薬局北１４条店〒001-0014 （調基１）第931号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区北１４条西２丁目１番
     ５号メルバＮ１４　１階
     011-708-0891  (011-708-0892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21802,4530,9 イチフジ薬局　北郷店〒003-0833 （調基１）第534号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区北郷３条５丁目１番
     ２０号
     011-873-3000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21902,4531,7 からさわ薬局　啓明店〒064-0913 （調基１）第1067号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１３条西２１丁目
     ３－１８Ｋ２メディカル１階
     011-520-3031  (011-520-3041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22002,4533,3 あしたば薬局　もえぎ〒001-0023 （調基１）第1333号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区北２３条西３丁目２－
     ２８第一高瀬ビル
     011-708-1193  (011-708-1930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22102,4537,4 イースト調剤薬局 〒065-0012 （調基１）第1064号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北１２条東７丁目１番
     １５号シヨッピングセンタ－光星
     011-712-7105  (011-712-7106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22202,4538,2 ユウキ調剤薬局毎日会〒060-0004 （調基１）第1261号        平成28年 4月 1日
     館店 札幌市中央区北４条西６丁目１番
     １号毎日札幌会館ビル３階
     011-211-1108  (011-211-1208)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22302,4541,6 コスモス薬局 〒069-0845 （調基１）第1368号        平成28年 4月 1日
     江別市大麻中町２番１８
     011-388-1193  (011-388-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22402,4542,4 南平岸薬局 〒062-0934 （調基１）第846号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸４条１４丁目２
     番３号
     011-813-8931  (011-813-8931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22502,4549,9 アルファ調剤薬局 〒062-0003 （調基１）第1404号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区美園３条４丁目３－
     １１
     011-813-6261  (011-813-6265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22602,4552,3 フロンティア薬局澄川〒005-0003 （調基１）第1188号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市南区澄川３条１丁目１３－
     １
     011-824-0080  (011-824-0090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22702,4553,1 つばさ調剤薬局 〒066-0036 （調基１）第323号         平成28年 4月 1日
     千歳市北栄１丁目２８－４
     0123-40-1131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22802,4554,9 調剤薬局ツルハドラッ〒060-0009 （調基１）第367号         平成28年 4月 1日
     グ桑園店 札幌市中央区北９条西１５丁目２
     ８番地１９６
     011-640-6923  (011-640-6923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902,4555,6 キタ調剤薬局平岡店 〒004-0882 （調基１）第1376号        平成28年 4月 1日
     札幌市清田区平岡公園東５丁目１
     ２番１０号
     011-888-0530  (011-888-0531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002,4559,8 ゆりがはら薬局 〒002-8081 （調基１）第758号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区百合が原７丁目１２番
     １号
     011-776-0553  (011-776-0553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102,4561,4 株式会社　くすりのも〒066-0033 （調基１）第1495号        平成28年 4月 1日
     りた　北光店 千歳市北光２丁目１－６
     0123-49-2558  (0123-49-2559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23202,4567,1 イルカ薬局　めぐみの〒061-1435 （調基１）第1032号        平成28年 4月 1日
     店 恵庭市中島町５丁目１１番の５
     0123-32-7850  (0123-32-7851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23302,4570,5 株式会社　フヂヤ薬局〒005-0804 （調基１）第689号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区川沿４条３丁目１番５
     号
     011-571-8575  (011-571-5269)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23402,4574,7 美園メディカル薬局 〒062-0007 （調基１）第1343号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区美園７条４丁目２番
     １５号美園７・４メディカルビル
     １階
     011-842-8778  (011-842-8779)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502,4577,0 スミレ調剤薬局 〒069-0863 （調基１）第1352号        平成28年 4月 1日
     江別市大麻新町７番地の１７
     011-386-3345  (011-386-3348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,4578,8 りんご調剤薬局札幌新〒001-0930 （調基１）第200号         平成28年 4月 1日
     川店 札幌市北区新川６条１４丁目７番
     ２４号
     011-769-8850  (011-769-8851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702,4581,2 モリモト薬局　もみじ〒004-0012 （調基１）第1118号        平成28年 4月 1日
     台南店 札幌市厚別区もみじ台南１丁目２
     番６号
     011-898-8826  (011-898-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,4582,0 わたなべ薬局 〒064-0921 （調基１）第54号          平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南２１条西１４丁目
     １番２０号
     011-512-1193  (011-512-8193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902,4585,3 ポプラ薬局　南郷店 〒003-0022 （調基１）第643号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１１丁目南３
     －６
     011-860-4745  (011-860-4746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002,4593,7 ファミリー薬局あずさ〒066-0076 （調基１）第86号          平成28年 4月 1日
     店 千歳市あずさ２丁目２番６号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102,4595,2 三信調剤薬局　大谷地〒004-0041 （調基１）第1278号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市厚別区大谷地東５丁目１番
     ４３号
     011-893-1193  (011-893-1648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202,4597,8 みらくる薬局　札幌駅〒060-0808 （調基１）第1440号        平成28年 4月 1日
     北口店 札幌市北区北８条西３丁目２８番
     札幌エルプラザ６階
     011-736-8000  (011-736-8001)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24302,4599,4 有限会社　田西薬局 〒061-0227 （調基１）第1893号        平成30年 4月 1日
     石狩郡当別町園生７１１番地
     01332-3-2379  (01332-3-2379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402,4602,6 日之出調剤薬局　昭和〒060-0042 （調基１）第828号         平成28年 4月 1日
     ビル店 札幌市中央区大通西５丁目８番地
     昭和ビル１階
     011-252-3571  (011-252-3572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502,4603,4 タワービル調剤薬局 〒060-0005 （調基１）第1020号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北５条西２丁目ＪＲ
     タワ－オフィスプラザ札幌７階
     011-209-5454  (011-271-5733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,4608,3 調剤薬局　北のくすり〒001-0025 （調基１）第136号         平成28年 4月 1日
     屋さん 札幌市北区北２５条西８丁目１番
     ３号
     011-708-8515  (011-747-6577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702,4612,5 さくら調剤薬局 〒062-0904 （調基１）第1901号        平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区豊平４条１２丁目１
     番１０号
     011-815-2007  (011-815-2008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802,4614,1 サンメディカル調剤薬〒001-0922 （調基１）第245号         平成28年 4月 1日
     局　新川店 札幌市北区新川２条１丁目１番２
     ２号
     011-700-3911  (011-700-3922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902,4617,4 南１条調剤薬局 〒060-0061 （調基１）第1251号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西２丁目５番
     地南１条Ｋビル３階
     011-271-3558  (011-271-3559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002,4620,8 （有）　かえで薬局 〒006-0814 （調基１）第477号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区前田４条１４丁目３
     －９
     011-686-5557  (011-686-5525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,4621,6 株式会社　青野　とよ〒062-0906 （調基１）第1253号        平成28年 4月 1日
     ひら薬局 札幌市豊平区豊平６条２丁目２番
     １６号コアとよひら１階
     011-820-2311  (011-820-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25202,4623,2 パシフィック薬局　山〒064-0922 （調基１）第1379号        平成28年 4月 1日
     鼻店 札幌市中央区南２２条西１１丁目
     １番４８号
     011-518-5225  (011-518-5226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302,4624,0 リープ調剤薬局 〒060-0042 （調基１）第201号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区大通西１１丁目４番
     ２２号第２大通藤井ビル１０１号
     011-208-5527  (011-208-5528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402,4630,7 あんず調剤薬局 〒060-0061 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１４丁目１
     番地
     011-272-4193  (011-272-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502,4635,6 ノルデン薬局　新琴似〒001-0906 （調基１）第995号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区新琴似６条１７丁目７
     －１８
     011-769-5411  (011-769-5413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602,4638,0 カルナ調剤薬局 〒064-0811 （調基１）第1310号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１１条西８丁目２
     番１号ドミ１６中島公園１階
     011-561-4777  (011-561-4778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702,4640,6 キタ調剤薬局　新さっ〒004-0052 （調基１）第1382号        平成28年 4月 1日
     ぽろ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ４番１号
     011-895-1212  (011-895-6028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,4642,2 スギハラ薬局　しのの〒066-0042 （調基１）第1097号        平成28年 4月 1日
     め調剤 千歳市東雲町１丁目１１－６
     0123-22-8803  (0123-22-8809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,4643,0 厚生堂調剤薬局 〒060-0061 （調基１）第963号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１０丁目４
     番地
     011-261-9071  (011-281-4528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002,4644,8 川端薬局　琴似中央店〒063-0811 （調基１）第510号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区琴似１条４丁目４－１
     ８上山ビル
     011-621-3956  (011-621-3957)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26102,4645,5 太誠堂薬局　手稲支店〒006-0032 （調基１）第980号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区稲穂２条７丁目４番
     １号
     011-691-3451  (011-691-3452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202,4647,1 ハロー薬局　稲穂店 〒006-0032 （調基１）第579号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区稲穂２条７丁目１－
     １０
     011-695-8610  (011-695-8612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26302,4658,8 アリエス薬局　厚別店〒004-0062 （調基１）第460号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別西２条３丁目７
     番８号
     011-895-8931  (011-895-8921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402,4661,2 ライラックファーマシ〒065-0012 （調基１）第393号         平成28年 4月 1日
     ー 札幌市東区北１２条東１１丁目４
     －２１
     011-721-2634  (011-721-2637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,4665,3 啓明調剤薬局 〒064-0913 （調基１）第203号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１３条西２２丁目
     ２番１２号
     011-520-3355  (011-520-3359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,4670,3 調剤薬局ツルハドラッ〒069-0852 （調基１）第384号         平成28年 4月 1日
     グ　大麻店 江別市大麻東町１４－５
     011-388-5010  (011-388-5010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702,4672,9 有限会社　すばる調剤〒062-0904 （調基１）第892号         平成28年 4月 1日
     薬局　豊平店 札幌市豊平区豊平４条１１丁目１
     番１０号
     011-818-1522  (011-818-1523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802,4673,7 西岡メディカル薬局　〒066-0022 （調基１）第461号         平成28年 4月 1日
     千歳店 千歳市豊里２丁目８－３
     0123-27-7820  (0123-27-7821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902,4676,0 ペンギン保険薬局　豊〒062-0904 （調基１）第812号         平成28年 4月 1日
     平店 札幌市豊平区豊平４条３丁目３番
     １０号さんぱちＢＬＤ１階
     011-841-7660  (011-841-7665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002,4681,0 きたひろエルク保険薬〒061-1121 （調基１）第537号         平成28年 4月 1日
     局 北広島市中央５丁目７番地１
     011-372-5569  (011-372-7769)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27102,4682,8 ファミリー薬局　篠路〒002-8025 （調基１）第261号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区篠路５条５丁目１番地
     ５
     011-774-2337  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202,4683,6 フラワー薬局 〒006-0814 （調基１）第113号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区前田４条１１丁目６
     －１
     011-688-0275  (011-688-0285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302,4694,3 リード調剤薬局 〒064-0915 （調基１）第1238号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１５条西１４丁目
     １番２２号
     011-532-7738  (011-532-7748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402,4696,8 りんご調剤薬局　桑園〒060-0012 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市中央区北１２条西１５丁目
     ２番１号
     011-708-8288  (011-708-8278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502,4697,6 ファミリー薬局　江別〒067-0074 （調基１）第259号         平成28年 4月 1日
     店 江別市高砂町３番地２
     011-391-2662  (011-391-2662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602,4699,2 リープ調剤薬局　西岡〒062-0033 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市豊平区西岡３条６丁目６番
     １２号
     011-850-2070  (011-850-2080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702,4702,4 ナカジマ薬局　桑園店〒060-0011 （調基１）第1231号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１４丁目
     １番４５号
     011-709-0775  (011-709-0789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802,4705,7 アルファ調剤薬局清田〒004-0863 （調基１）第1258号        平成28年 4月 1日
     通店 札幌市清田区北野３条２丁目１３
     番５６号
     011-885-8931  (011-885-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902,4707,3 ８丁目通調剤薬局 〒007-0845 （調基１）第1527号        平成28年 6月 1日
     札幌市東区北４５条東７丁目３番
     ９号みつやビル１階
     011-722-8801  (011-722-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002,4711,5 石狩調剤薬局 〒061-3218 （調基１）第319号         平成28年 4月 1日
     石狩市花畔４条１丁目１３８番地
     0133-64-6768  (0133-64-6769)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28102,4713,1 マーチ調剤薬局 〒061-3776 （調基１）第1675号        平成29年 4月 1日
     石狩郡当別町太美町１４８８－３
     ５０
     0133-26-3718  (0133-26-3718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202,4718,0 グリンピア調剤薬局 〒002-8023 （調基１）第1295号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区篠路３条１０丁目５番
     １６号
     011-770-7006  (011-770-7055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302,4724,8 有限会社　すばる調剤〒003-0004 （調基１）第983号         平成28年 4月 1日
     薬局　東札幌店 札幌市白石区東札幌４条３丁目１
     番２９号
     011-817-4033  (011-817-4034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28402,4730,5 有限会社ファーマシィ〒063-0004 （調基１）第1347号        平成28年 4月 1日
     ひまわり 札幌市西区山の手４条７丁目１番
     ３２号
     011-643-6441  (011-643-6443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502,4732,1 あおい調剤薬局 〒001-0027 （調基１）第101号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区北２７条西５丁目１－
     ２８
     011-708-1755  (011-708-1756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602,4733,9 有限会社　しらかば薬〒062-0052 （調基１）第657号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目
     ７番２３号松本メディカル１Ｆ
     011-857-9133  (011-857-9134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702,4737,0 ラスカル調剤薬局 〒002-0856 （調基１）第43号          平成28年 4月 1日
     札幌市北区屯田６条６丁目５番３
     ３号
     011-771-7201  (011-771-7027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802,4739,6 なの花薬局　花川店 〒061-3201 （調基１）第1136号        平成28年 4月 1日
     石狩市花川南１条６丁目１７０
     0133-74-8597  (0133-74-8596)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28902,4740,4 なの花薬局　医大前店〒060-0061 （調基１）第1141号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１６丁目１
     番２４５号レーベンビル１階
     011-622-2345  (011-622-2340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29002,4741,2 なの花薬局　発寒店 〒063-0824 （調基１）第1135号        平成28年 4月 1日
     札幌市西区発寒４条４丁目１番１
     ６号
     011-668-2789  (011-668-2788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29102,4745,3 なの花薬局　豊平店 〒062-0906 （調基１）第1142号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区豊平６条８丁目２番
     １５号
     011-815-8655  (011-815-9388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202,4747,9 なの花薬局　上野幌店〒004-0032 （調基１）第1153号        平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区上野幌２条２丁目３
     番１０号
     011-896-1193  (011-896-1195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302,4749,5 なの花薬局　美しが丘〒004-0811 （調基１）第1152号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市清田区美しが丘１条６丁目
     ２番３号
     011-882-1193  (011-889-2289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29402,4751,1 なの花薬局　真駒内店〒005-0012 （調基１）第1151号        平成28年 4月 1日
     札幌市南区真駒内上町１丁目１番
     ２５号グリーンプラザ真駒内公園
     ビル１階
     011-582-1193  (011-582-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29502,4753,7 エリム薬局　新琴似店〒001-0905 （調基１）第206号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似５条２丁目１番
     ９号
     011-766-3822  (011-766-3828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29602,4755,2 しろくま調剤薬局 〒001-0923 （調基１）第1537号        平成28年 6月 1日
     札幌市北区新川３条７丁目１番１
     号
     011-769-8711  (011-769-8712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702,4756,0 ノルデン薬局　発寒店〒063-0833 （調基１）第993号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区発寒１３条４丁目１３
     番５６号発寒メディカルビル１階
     011-668-7811  (011-668-7821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29802,4758,6 有楽調剤薬局 〒060-0042 （調基１）第638号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区大通西１丁目１４－
     ２桂和大通ビル５０地下１階
     011-222-3155  (011-222-3144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29902,4764,4 きたの調剤薬局 〒004-0865 （調基１）第935号         平成28年 4月 1日
     札幌市清田区北野５条５丁目１５
     番５号
     011-888-0575  (011-888-0576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30002,4766,9 一吉漢方薬局 〒004-0022 （調基１）第1340号        平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別南２丁目５番１
     号
     011-892-1489  (011-893-1489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30102,4778,4 なの花薬局　花川北店〒061-3213 （調基１）第1217号        平成28年 4月 1日
     石狩市花川北３条３丁目９番２号
     0133-72-8940  (0133-72-8941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30202,4781,8 ひかり調剤薬局 〒002-0859 （調基１）第1204号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区屯田９条１１丁目２番
     １１号
     011-776-4567  (011-776-4569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30302,4787,5 イチミヤ薬局 〒001-0908 （調基１）第1224号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似８条１丁目１番
     ３８号
     011-716-4660  (011-716-4667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30402,4791,7 有限会社キタ調剤薬局〒006-0815 （調基１）第1381号        平成28年 4月 1日
     　稲積店 札幌市手稲区前田５条６丁目３－
     ２３
     011-681-7161  (011-681-7167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30502,4793,3 有限会社　クレイン薬〒003-0026 （調基１）第315号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市白石区本通１１丁目南１番
     １２号
     011-861-5210  (011-861-5224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30602,4806,3 クリオネ北一条薬局 〒060-0001 （調基１）第1187号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１条西７丁目４番
     地パシフィックマークス札幌北１
     条５階
     011-271-6388  (011-271-6377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30702,4808,9 新発寒こがね薬局 〒006-0804 （調基１）第698号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区新発寒４条５丁目１
     ３番１３号
     011-688-3800  (011-688-3811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30802,4811,3 コープ藤野保険薬局 〒061-2283 （調基１）第1179号        平成28年 4月 1日
     札幌市南区藤野３条６丁目２番１
     号
     011-594-6000  (011-594-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30902,4815,4 もいわ調剤薬局 〒005-0801 （調基１）第1462号        平成28年 4月 1日
     札幌市南区川沿１条３丁目３－２
     ４
     011-578-7777  (011-573-6677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31002,4817,0 かえで調剤薬局北４１〒007-0841 （調基１）第1394号        平成28年 4月 1日
     条店 札幌市東区北４１条東８丁目１６
     番地３
     011-733-1120  (011-733-1130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31102,4819,6 プラム薬局伏見店 〒064-0915 （調基１）第523号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１５条西１５丁目
     ２－２５
     011-522-0081  (011-522-0082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31202,4820,4 東札幌調剤薬局 〒003-0005 （調基１）第1528号        平成28年 6月 1日
     札幌市白石区東札幌５条６丁目６
     －３３理想ビル１階
     011-865-8801  (011-865-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31302,4823,8 ロイテ調剤薬局　大麻〒069-0847 （調基１）第959号         平成28年 4月 1日
     店 江別市大麻ひかり町３２番１
     011-387-5858  (011-387-5868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31402,4824,6 パシフィック薬局　南〒062-0937 （調基１）第1374号        平成28年 4月 1日
     平岸店 札幌市豊平区平岸７条１４丁目１
     番３８号
     011-818-4193  (011-818-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31502,4825,3 クオーレ調剤薬局 〒005-0801 （調基１）第665号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区川沿１条５丁目１番２
     ２号
     011-578-1611  (011-578-1612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31602,4831,1 調剤薬局ツルハドラッ〒065-0012 （調基１）第368号         平成28年 4月 1日
     グ北１２条店 札幌市東区北１２条東８丁目３番
     １
     011-733-9177  (011-733-9177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31702,4837,8 西岡メディカル薬局野〒069-0824 （調基１）第1296号        平成28年 4月 1日
     幌店 江別市東野幌本町２番地４
     011-384-8240  (011-384-8250)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31802,4841,0 りんご調剤薬局琴似店〒063-0812 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区琴似２条２丁目６－２
     ３
     011-633-0555  (011-633-0556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31902,4842,8 薬趣堂調剤薬局 〒063-0036 （調基１）第141号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西野６条７丁目３－３
     ８
     011-671-5500  (011-671-5700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32002,4849,3 フィール調剤薬局栄通〒003-0021 （調基１）第663号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市白石区栄通２１丁目２２－
     ３７
     011-850-3131  (011-850-3132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32102,4855,0 株式会社　くりはら薬〒061-1271 （調基１）第163号         平成28年 4月 1日
     局 北広島市大曲中央２丁目２番地２
     ５
     011-377-2050  (011-377-2250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32202,4856,8 調剤薬局ツルハドラッ〒066-0037 （調基１）第445号         平成28年 4月 1日
     グ千歳新富店 千歳市新富１丁目５番１０号
     0123-40-8910  (0123-40-8910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32302,4857,6 南九条薬局 〒064-0809 （調基１）第1891号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９条西６丁目１番
     ２３号
     011-512-8831  (011-533-7511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32402,4859,2 わかくさ薬局本町店 〒067-0041 （調基１）第181号         平成28年 4月 1日
     江別市元江別本町３５ー２０
     011-391-0020  (011-391-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32502,4864,2 スイス調剤薬局 〒006-0831 （調基１）第653号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区曙１条１丁目１番５
     ８号
     011-699-1212  (011-695-1441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32602,4865,9 クリオネばらと薬局 〒061-3261 （調基１）第1321号        平成28年 4月 1日
     石狩市花川東１条４丁目６１番地
     0133-74-7286  (0133-74-7287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32702,4867,5 スギハラ薬局島松店 〒061-1353 （調基１）第662号         平成28年 4月 1日
     恵庭市島松本町１丁目１０－１
     0123-36-3201  (0123-36-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32802,4869,1 富丘調剤薬局 〒006-0011 （調基１）第942号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区富丘１条４丁目１番
     ５号
     011-699-7575  (011-699-7576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32902,4870,9 バンビ調剤薬局 〒063-0831 （調基１）第40号          平成28年 4月 1日
     札幌市西区発寒１１条１丁目１０
     番７３号
     011-374-7655  (011-374-7655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33002,4872,5 カトウ薬局 〒001-0911 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１１条３丁目３
     番２４号
     011-762-4050  (011-762-4050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33102,4874,1 プラム薬局　あけぼの〒064-0808 （調基１）第524号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市中央区南８条西９丁目７５
     ５－２７カレラ弐番館１Ｆ
     011-520-3280  (011-520-3282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33202,4876,6 エムズ薬局 〒005-0805 （調基１）第680号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区川沿５条２丁目２９番
     ９オサダ川沿ビル１階
     011-573-8000  (011-573-8001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33302,4877,4 エール薬局 〒002-0857 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区屯田７条４丁目７－３
     ５
     011-775-0111  (011-775-0111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33402,4878,2 なんごう薬局 〒003-0023 （調基１）第328号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通８丁目北２－
     ２
     011-867-5155  (011-867-5135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33502,4880,8 めぐみ野駅前調剤薬局〒061-1373 （調基１）第1123号        平成28年 4月 1日
     恵庭市恵み野西２丁目２－１６
     0123-36-0011  (0123-36-0012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33602,4884,0 栄町まる薬局 〒007-0837 （調基１）第1094号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北３７条東１５丁目１
     －２４
     011-748-1311  (011-748-1312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33702,4892,3 江別市民薬局 〒067-0002 （調基１）第1291号        平成28年 4月 1日
     江別市緑町西１丁目１００－６
     011-381-1600  (011-381-1601)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33802,4895,6 ステラ調剤薬局 〒007-0812 （調基１）第476号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂１２条２丁目２
     １－１０
     011-790-1118  (011-790-1115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33902,4898,0 ラスカル調剤薬局　新〒001-0923 （調基１）第44号          平成28年 4月 1日
     川店 札幌市北区新川３条７丁目１－１
     １－７
     011-398-3757  (011-398-3757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34002,4899,8 イチフジ薬局・江別店〒067-0032 （調基１）第533号         平成28年 4月 1日
     江別市元江別７４３－１６
     011-381-3000  (011-381-3022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34102,4901,2 あいの里調剤薬局 〒002-8072 （調基１）第298号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区あいの里２条８丁目４
     －２
     011-778-2989  (011-778-2987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34202,4902,0 西野ハーモニー薬局 〒063-0032 （調基１）第922号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西野２条３丁目１－１
     011-669-6677  (011-669-6678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34302,4903,8 ペンギン保険薬局新川〒001-0024 （調基１）第814号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区北２４条西１４丁目３
     番５号
     011-708-8550  (011-708-8551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34402,4905,3 麻生ポプラ薬局 〒001-0045 （調基１）第811号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区麻生町６丁目１４－５
     011-737-7101  (011-737-3774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34502,4907,9 日本調剤稲積公園前薬〒006-0813 （調基１）第1197号        平成28年 4月 1日
     局 札幌市手稲区前田３条４丁目２－
     １１
     011-682-8881  (011-682-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34602,4909,5 くにおか薬局 〒063-0051 （調基１）第760号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区宮の沢１条５丁目７番
     １号
     011-661-6467  (011-661-6467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34702,4910,3 りんご調剤薬局　菊水〒003-0811 （調基１）第225号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市白石区菊水上町１条３丁目
     ３６－７
     011-817-2007  (011-817-2008)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34802,4911,1 あしたば薬局南２条店〒060-0062 （調基１）第1319号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南２条西１９丁目２
     ９１－６９
     011-616-4193  (011-616-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34902,4912,9 調剤薬局ツルハドラッ〒063-0001 （調基１）第437号         平成28年 4月 1日
     グ山の手店 札幌市西区山の手１条６丁目５－
     １０
     011-612-4648  (011-612-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35002,4913,7 かじわら薬局 〒063-0037 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西野７条７丁目７－１
     ２
     011-663-7567  (011-665-9975)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35102,4916,0 幌西薬局 〒064-0809 （調基１）第890号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南９条西１５丁目２
     番５号
     011-520-5031  (011-520-5032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35202,4917,8 えくぼ調剤薬局 〒001-0910 （調基１）第1105号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１０条８丁目２
     番１１号
     011-765-7235  (011-765-7236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35302,4919,4 はーぶ薬局 〒005-0004 （調基１）第1371号        平成28年 4月 1日
     札幌市南区澄川４条３丁目５－３
     011-813-0030  (011-813-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35402,4921,0 イオン薬局札幌平岡店〒004-0873 （調基１）第1303号        平成28年 4月 1日
     札幌市清田区平岡３条５丁目３番
     １号
     011-889-5290  (011-889-5290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35502,4922,8 イオン薬局札幌元町店〒065-0031 （調基１）第1304号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北３１条東１５丁目１
     －１
     011-750-5273  (011-750-5274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35602,4923,6 イオン薬局札幌桑園店〒060-0008 （調基１）第1302号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北８条西１４丁目２
     ８番地
     011-204-7206  (011-204-7207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35702,4924,4 イオン薬局札幌苗穂店〒007-0802 （調基１）第1305号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂２条３丁目１－
     １
     011-780-7520  (011-780-7508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35802,4928,5 三星薬局野幌店 〒069-0813 （調基１）第839号         平成28年 4月 1日
     江別市野幌町７６番地１
     011-384-1560  (011-382-7324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35902,4929,3 三星薬局 〒067-0014 （調基１）第928号         平成28年 4月 1日
     江別市４条５丁目１０番地２
     011-383-7101  (011-382-1482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36002,4930,1 なの花薬局　新札幌駅〒004-0051 （調基１）第1218号        平成28年 4月 1日
     前店 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目
     ３番１号１Ｆ
     011-892-1144  (011-892-5900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36102,4931,9 わかくさ薬局西店 〒069-0801 （調基１）第189号         平成28年 4月 1日
     江別市中央町１－２６
     011-391-2828  (011-391-2829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36202,4932,7 メディカル薬局Ｎ３３〒001-0033 （調基１）第470号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区北３３条西３丁目２番
     ２３号　豊和ビル１階
     011-717-0131  (011-717-0132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36302,4934,3 クリオネ北２１条薬局〒065-0021 （調基１）第1178号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２１条東２１丁目２
     番地２
     011-783-1727  (011-783-1728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36402,4938,4 東邦生命ビル薬局 〒060-0001 （調基１）第859号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１条西４丁目　札
     幌ノースプラザ３Ｆ
     011-232-7792  (011-232-7899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36502,4939,2 泉調剤薬局 〒061-1145 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     北広島市泉町１丁目２番地８
     011-372-8980  (011-372-8989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36602,4940,0 株式会社ノースフィー〒063-0004 （調基１）第680号         平成28年 4月 1日
     リング　あおば薬局山札幌市西区山の手４条７丁目１－
     の手 ４８
     011-643-3163  (011-641-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36702,4941,8 けやき調剤薬局 〒004-0813 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     札幌市清田区美しが丘３条６丁目
     ９番２１号
     011-884-0882  (011-884-0883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36802,4942,6 野幌よつば調剤薬局 〒069-0815 （調基１）第1082号        平成28年 4月 1日
     江別市野幌末広町２番地３６
     011-389-5995  (011-389-5996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36902,4946,7 あすか薬局 〒063-0802 （調基１）第238号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区二十四軒２条２丁目４
     －２１
     011-633-2311  (011-633-2300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37002,4949,1 福住調剤薬局 〒062-0051 （調基１）第1269号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東１条１５丁目
     １－２０メープル福住ビル３階
     011-852-9078  (011-862-5811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37102,4951,7 プラム薬局南１１条店〒064-0811 （調基１）第525号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１１条西１８丁目
     １－１０
     011-522-2130  (011-522-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37202,4954,1 みどり薬局元町店 〒065-0027 （調基１）第945号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目３
     番８号
     011-787-8005  (011-787-8006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37302,4962,4 プラム薬局　中央店 〒064-0807 （調基１）第522号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南７条西１５丁目１
     －１
     011-521-2500  (011-521-2551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37402,4967,3 光星調剤センター 〒065-0012 （調基１）第1036号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北１２条東７丁目１番
     ３５号
     011-742-8742  (011-753-0572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37502,4968,1 こがね薬局 〒006-0033 （調基１）第1241号        平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区稲穂３条７丁目５－
     １こがねショッピングプラザ１Ｆ
     011-683-0770  (011-683-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37602,4969,9 かえで薬局　宮の沢店〒063-0051 （調基１）第499号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区宮の沢１条１丁目１－
     ５０宮の沢１番館ビル
     011-667-6616  (011-667-6616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37702,4972,3 ドリーム薬局 〒001-0023 （調基１）第1889号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区北２３条西５丁目２－
     ３１Ｊビル１Ｆ
     011-708-0360  (011-708-0390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37802,4975,6 なの花薬局　北１７条〒001-0017 （調基１）第1221号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区北１７条西３丁目２番
     １号
     011-717-1193  (011-717-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37902,4977,2 漢方薬局　いちやく草〒063-0866 （調基１）第1562号        平成28年 8月 1日
     札幌市西区八軒６条東１丁目４－
     １４スカイエイトビル１Ｆ
     011-802-9405  (011-802-9406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38002,4979,8 中の沢調剤薬局 〒005-0831 （調基１）第1464号        平成28年 4月 1日
     札幌市南区中ノ沢１丁目１番４号
     １階
     011-578-6655  (011-578-6657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38102,4980,6 なの花薬局・東札幌店〒003-0003 （調基１）第1148号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区東札幌３条３丁目７
     番２５号
     011-820-3320  (011-820-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38202,4981,4 レインボー薬局豊平店〒062-0012 （調基１）第626号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区美園１２条６丁目１
     －１
     011-818-1001  (011-818-1210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38302,4984,8 サンメディカル調剤薬〒062-0922 （調基１）第244号         平成28年 4月 1日
     局　カムオン店 札幌市豊平区中の島２条１丁目３
     番２５号カムオンビル１階
     011-820-3025  (011-820-3026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38402,4986,3 クリオネ曙６条薬局 〒006-0836 （調基１）第1322号        平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区曙６条２丁目２番１
     ６号
     011-688-1166  (011-688-1169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38502,4987,1 はなぶさ調剤薬局西野〒063-0035 （調基１）第915号         平成28年 4月 1日
     ５条店 札幌市西区西野５条２丁目８－３
     ６
     011-788-6708  (011-788-6709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38602,4991,3 あかしあ薬局 〒003-0023 （調基１）第1447号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１２丁目北１
     番２７号
     011-861-2800  (011-861-2900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38702,4993,9 サワヤ薬局 〒069-0854 （調基１）第201号         平成28年 4月 1日
     江別市大麻中町２番地７
     011-388-3300  (011-388-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38802,4994,7 ドリーム薬局　北３条〒064-0823 （調基１）第39号          平成28年 4月 1日
     店 札幌市中央区北３条西２４丁目１
     －２０
     011-623-6008  (011-623-6015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38902,4997,0 フロンティアていね薬〒006-0811 （調基１）第1190号        平成28年 4月 1日
     局 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     －４３
     011-688-1611  (011-688-1612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39003,4001,9 まどか薬局ラソラ札幌〒003-0004 （調基１）第1877号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区東札幌４条１丁目１
     番１号
     011-816-3339  (011-816-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39103,4002,7 アップル調剤薬局 〒062-0008 （調基１）第317号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区美園８条５丁目３－
     ３
     011-813-6333  (011-813-6334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39203,4008,4 キタ調剤薬局　篠路店〒002-8023 （調基１）第1383号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区篠路３条６丁目４－３
     ２
     011-774-0930  (011-774-0931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39303,4009,2 有限会社　しらかば薬〒061-2282 （調基１）第720号         平成28年 4月 1日
     局南店 札幌市南区藤野２条１１丁目５番
     ５号
     011-596-1171  (011-596-1198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39403,4010,0 なの花薬局　新琴似店〒001-0902 （調基１）第1222号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似２条１１丁目７
     －５
     011-768-5103  (011-768-5102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39503,4011,8 日本調剤　北郷薬局 〒003-0832 （調基１）第1189号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区北郷２条４丁目３番
     ５号北郷メディカル１Ｆ
     011-871-0011  (011-879-8871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39603,4013,4 サッポロドラッグスト〒062-0922 （調基１）第258号         平成28年 4月 1日
     アー中の島店 札幌市豊平区中の島２条２丁目３
     番３号
     011-816-5622  (011-816-5633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39703,4016,7 まつだ薬局 〒062-0007 （調基１）第390号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区美園７条５丁目３－
     ９エムエムビル１Ｆ
     011-841-8921  (011-841-8923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39803,4018,3 三信調剤薬局新札幌店〒004-0052 （調基１）第1281号        平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ４－６
     011-895-1193  (011-895-6393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39903,4022,5 パークサイド薬局 〒066-0047 （調基１）第62号          平成28年 4月 1日
     千歳市本町４丁目２番２－２
     0123-25-5222  (0123-25-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40003,4024,1 美しが丘緑薬局 〒004-0814 （調基１）第745号         平成28年 4月 1日
     札幌市清田区美しが丘４条５丁目
     ３番１６号
     011-889-3390  (011-889-3393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40103,4026,6 安心堂薬局　昭和店 〒063-0038 （調基１）第923号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西野８条５丁目６－３
     011-662-5224  (011-662-5229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40203,4028,2 ファミリー薬局屯田店〒002-0859 （調基１）第257号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区屯田９条３丁目１番２
     ０号屯田メディカルモール１Ｆ
     011-774-6844  (011-774-6875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40303,4030,8 保険調剤いちご薬局　〒063-0812 （調基１）第1245号        平成28年 4月 1日
     琴似店 札幌市西区琴似２条４丁目３番１
     ５号
     011-846-0978  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40403,4035,7 みやのさわ薬局 〒063-0826 （調基１）第824号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区発寒６条１１丁目１－
     １新道北口ビル地下１Ｆ
     011-668-5755  (011-668-5758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40503,4038,1 アイル薬局栄通店 〒003-0021 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区栄通１５丁目９番３
     ４号
     011-858-5500  (011-858-6600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40603,4039,9 きのけん薬局 〒063-0061 （調基１）第592号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区西町北８丁目２番１号
     011-664-1829  (011-661-6766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40703,4042,3 モリモト薬局　伏古店〒007-0865 （調基１）第1120号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区伏古５条３丁目３－７
     011-790-6104  (011-790-6108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40803,4044,9 キタ調剤薬局　発寒南〒063-0822 （調基１）第1380号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市西区発寒２条５丁目６－５
     011-668-9900  (011-668-9901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40903,4045,6 調剤薬局ツルハドラッ〒069-0082 （調基１）第446号         平成28年 4月 1日
     グ東野幌店 江別市東野幌本町３５－２
     011-391-2512  (011-391-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41003,4046,4 レモン調剤薬局　月寒〒062-0020 （調基１）第456号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市豊平区月寒中央通９丁目２
     番１号
     011-859-2121  (011-859-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41103,4047,2 レモン調剤薬局　厚別〒004-0065 （調基１）第602号         平成28年 4月 1日
     通店 札幌市厚別区厚別西５条１丁目１
     ５番１６号
     011-890-5252  (011-890-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41203,4049,8 西岡メディカル薬局　〒062-0034 （調基１）第683号         平成28年 4月 1日
     水源池通り店 札幌市豊平区西岡４条７丁目７－
     ３
     011-859-5570  (011-859-5575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41303,4050,6 なの花薬局　桑園店 〒060-0010 （調基１）第1155号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１０条西１５丁目
     １－４
     011-631-1193  (011-631-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41403,4054,8 ホーム薬局医大前店 〒060-0061 （調基１）第939号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１６丁目１
     番地３２０
     011-676-3741  (011-676-3742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41503,4056,3 サークル薬局　山の手〒063-0005 （調基１）第649号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市西区山の手５条１丁目１番
     ２４号
     011-633-1727  (011-633-1747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41603,4057,1 たけうち薬局　さくら〒006-0812 （調基１）第1015号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市手稲区前田２条１０丁目１
     番８号
     011-676-3962  (011-676-3967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41703,4061,3 川端薬局　八軒店 〒063-0846 （調基１）第511号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区八軒６条西１丁目１番
     ２０号中田ビル１階
     011-633-8882  (011-633-8883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41803,4066,2 ぺネシア調剤薬局 〒003-0806 （調基１）第216号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区菊水６条２丁目１番
     地３４号
     011-837-3773  (011-837-3778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41903,4071,2 ドーム前調剤薬局 〒062-0043 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区福住３条１丁目５－
     ３１
     011-853-8246  (011-853-8612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42003,4072,0 ファミリー薬局二十四〒063-0802 （調基１）第256号         平成28年 4月 1日
     軒店 札幌市西区二十四軒２条４丁目６
     －２３エクセルシュール二十四軒
     011-632-8750  (011-632-8750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42103,4074,6 サッポロドラッグスト〒063-0003 （調基１）第254号         平成28年 4月 1日
     アー調剤薬局山の手店札幌市西区山の手３条６丁目５番
     １５号
     011-621-6010  (011-621-6010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42203,4075,3 アイランド薬局　いな〒006-0032 （調基１）第1170号        平成28年 4月 1日
     ほ店 札幌市手稲区稲穂２条７丁目１番
     ２号
     011-699-1189  (011-699-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42303,4077,9 クライマー北２４条薬〒065-0024 （調基１）第822号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市東区北２４条東１丁目３番
     ３１号
     011-748-1666  (011-748-1670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42403,4079,5 キタ調剤薬局　新琴似〒001-0901 （調基１）第1377号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区新琴似１条３丁目３－
     １３
     011-765-1700  (011-765-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42503,4083,7 きよた調剤薬局 〒004-0841 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     札幌市清田区清田１条４丁目４－
     ３１
     011-888-2288  (011-888-2289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42603,4087,8 らいふ調剤薬局 〒061-1278 （調基１）第203号         平成28年 4月 1日
     北広島市大曲幸町３丁目４－４
     011-377-8900  (011-377-8901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42703,4089,4 まこと調剤薬局　琴似〒063-0812 （調基１）第1432号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市西区琴似２条１丁目２－１
     ５５８８ＫＯＴＯＮＩ　５Ｆ
     011-623-0032  (011-623-0532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42803,4091,0 屯田七条薬局 〒002-0857 （調基１）第956号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区屯田７条８丁目１－１
     ドウ・ミズキビル１Ｆ
     011-770-2070  (011-770-2071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42903,4092,8 中の島調剤薬局 〒062-0921 （調基１）第1271号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区中の島１条７丁目１
     ２番１１号
     011-817-5577  (011-817-5578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43003,4093,6 さくら薬局中央図書館〒064-0921 （調基１）第1017号        平成28年 4月 1日
     前店 札幌市中央区南２１条西１３丁目
     ２番１１号
     011-533-3666  (011-533-8555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43103,4094,4 さくら薬局札幌駅前店〒060-0002 （調基１）第1018号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北２条西３丁目１－
     ８朝日生命札幌ビル２Ｆ
     011-200-8720  (011-200-8721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43203,4097,7 ミズキ薬局 〒002-0854 （調基１）第957号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区屯田４条７丁目１番２
     ３号ミズキビル１Ｆ
     011-772-0170  (011-772-8813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43303,4098,5 ふじい薬局１１条店 〒001-0911 （調基１）第56号          平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１１条１３丁目
     ６番８号
     011-765-8888  (011-765-1188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43403,4103,3 えるむ薬局 〒001-0016 （調基１）第948号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区北１６条西４丁目１番
     １９
     011-737-7951  (011-737-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43503,4104,1 レインボー薬局山の手〒063-0002 （調基１）第629号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市西区山の手２条６丁目３番
     ７号
     011-623-5553  (011-623-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43603,4105,8 新札幌中央薬局 〒004-0052 （調基１）第1451号        平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条４丁目
     ９番１５号
     011-895-1781  (011-895-1752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43703,4110,8 大通メディカル薬局 〒060-0042 （調基１）第1449号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区大通西１０丁目４－
     ５
     011-261-2120  (011-261-2119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43803,4111,6 セントラルファーマシ〒004-0051 （調基１）第1452号        平成28年 4月 1日
     ー 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目
     ２－１５
     011-891-7177  (011-892-9968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43903,4112,4 白石メディカル薬局 〒003-0023 （調基１）第1448号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１丁目北１－
     １ＳＴ相馬ビル１階
     011-865-4322  (011-865-4725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44003,4115,7 カルナ調剤薬局サッポ〒060-0032 （調基１）第1309号        平成28年 4月 1日
     ロファクトリー店 札幌市中央区北２条東４丁目１－
     ２サッポロファクトリー２条館４
     Ｆ
     011-223-5022  (011-223-5021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44103,4116,5 くらら調剤薬局７条店〒061-3207 （調基１）第673号         平成28年 4月 1日
     石狩市花川南７条３丁目４８番地
     0133-76-6868  (0133-76-6869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44203,4118,1 有限会社しらかば薬局〒002-8027 （調基１）第719号         平成28年 4月 1日
     　篠路店 札幌市北区篠路７条４丁目２番８
     号七篠ビル
     011-772-5200  (011-772-5204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44303,4119,9 ユウセイ薬局　新道東〒065-0031 （調基１）第1031号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市東区北３１条東１６丁目１
     －２
     011-785-0888  (011-785-0887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44403,4120,7 宮の沢いづみ調剤薬局〒063-0053 （調基１）第1433号        平成28年 4月 1日
     札幌市西区宮の沢３条５丁目２２
     －１６
     011-590-1238  (011-590-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44503,4122,3 アイランド薬局ほくし〒061-1141 （調基１）第1171号        平成28年 4月 1日
     ん店 北広島市青葉町３丁目１１番１１
     011-372-7878  (011-372-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44603,4123,1 さくら薬局　札幌もい〒064-0924 （調基１）第842号         平成28年 4月 1日
     わ店 札幌市中央区南２４条西１５丁目
     １番１号
     011-532-7011  (011-532-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44703,4127,2 アルファ調剤薬局　環〒065-0015 （調基１）第1294号        平成28年 4月 1日
     状通東店 札幌市東区北１５条東１８丁目５
     番１６号
     011-789-8931  (011-789-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44803,4130,6 サツドラ薬局　真駒内〒005-0013 （調基１）第255号         平成28年 4月 1日
     緑町店 札幌市南区真駒内緑町１丁目１番
     ６号
     011-588-6001  (011-588-6003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44903,4131,4 のっぽろ２番通薬局 〒069-0816 （調基１）第1110号        平成28年 4月 1日
     江別市野幌住吉町２４番地５
     011-385-5300  (011-385-5311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45003,4134,8 みらくる薬局　アリオ〒065-0007 （調基１）第1437号        平成28年 4月 1日
     札幌店 札幌市東区北７条東９丁目２番２
     ０号
     011-712-8000  (011-712-0800)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45103,4136,3 北光調剤薬局 〒007-0838 （調基１）第1248号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北３８条東７丁目１番
     １８号
     011-712-2987  (011-712-2986)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45203,4140,5 サンメディカル調剤薬〒064-0921 （調基１）第243号         平成28年 4月 1日
     局　山鼻店 札幌市中央区南２１条西１４丁目
     ３－１４
     011-512-8881  (011-512-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45303,4141,3 新琴似四番通調剤薬局〒001-0907 （調基１）第1126号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区新琴似７条９丁目６－
     ２４恵ハイム１Ｆ
     011-765-2110  (011-765-2280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45403,4143,9 ハートフル調剤薬局 〒062-0932 （調基１）第389号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸２条７丁目４－
     １３平岸前田ビル１階
     011-827-8131  (011-827-8132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45503,4144,7 サンレイク調剤薬局月〒062-0020 （調基１）第515号         平成28年 4月 1日
     寒中央店 札幌市豊平区月寒中央通２丁目４
     番１０号
     011-859-8931  (011-859-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45603,4145,4 ただ薬局　菊水元町店〒003-0825 （調基１）第666号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区菊水元町５条２丁目
     ２番５号
     011-876-1600  (011-876-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45703,4146,2 ハート元町薬局 〒065-0024 （調基１）第1253号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２４条東１５丁目１
     －７スリールＭＯＴＯＭＡＣＨＩ
     　１階
     011-702-8818  (011-702-8828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45803,4149,6 オーロラ薬局森林公園〒004-0072 （調基１）第1455号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市厚別区厚別北２条５丁目１
     番７号リーヴココプラザ１Ｆ
     011-891-7551  (011-894-7541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45903,4152,0 りんご調剤薬局　北栄〒065-0030 （調基１）第229号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市東区北３０条東１丁目４番
     ６号
     011-750-3200  (011-750-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46003,4156,1 アイエム薬局 〒002-8072 （調基１）第823号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区あいの里２条５丁目１
     番４５号
     011-770-5533  (011-778-5573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46103,4157,9 なの花薬局　南郷店 〒003-0023 （調基１）第1220号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通７丁目北２番
     １７号
     011-862-1193  (011-862-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46203,4159,5 センター薬局月寒ひが〒062-0054 （調基１）第237号         平成28年 4月 1日
     し店 札幌市豊平区月寒東４条７丁目８
     番２５号
     011-858-5533  (011-858-5534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46303,4162,9 株式会社くすりのもり〒066-0028 （調基１）第1498号        平成28年 4月 1日
     た花園店 千歳市花園５丁目２番５号
     0123-25-8889  (0123-22-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46403,4163,7 西岡メディカル薬局み〒062-0034 （調基１）第1493号        平成28年 4月 1日
     なみ店 札幌市豊平区西岡４条１３丁目１
     ７－３
     011-588-5881  (011-588-5882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46503,4164,5 南本通調剤薬局 〒003-0026 （調基１）第947号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区本通８丁目南１番３
     ４号
     011-867-9011  (011-867-9233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46603,4165,2 はるにれ薬局栄通店 〒003-0021 （調基１）第908号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区栄通２１丁目１番１
     ５号
     011-850-5010  (011-850-5030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46703,4166,0 栄通グリーン薬局 〒003-0021 （調基１）第180号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区栄通８丁目１－３
     011-859-1610  (011-859-1620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46803,4169,4 マリン保険薬局 〒005-0006 （調基１）第108号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区澄川６条４丁目１１番
     １０号
     011-818-3633  (011-818-3933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46903,4170,2 りんご調剤薬局　北３〒060-0033 （調基１）第230号         平成28年 4月 1日
     条店 札幌市中央区北３条東２丁目２番
     地２
     011-596-7502  (011-596-7503)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47003,4171,0 稲積駅前薬局 〒006-0011 （調基１）第1520号        平成28年 5月 1日
     札幌市手稲区富丘１条４丁目５－
     ３３
     011-699-1200  (011-699-1201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47103,4173,6 あしりべつ薬局 〒004-0841 （調基１）第1033号        平成28年 4月 1日
     札幌市清田区清田１条４丁目４番
     ３４号
     011-888-1189  (011-888-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47203,4175,1 リープ調剤薬局　北広〒061-1113 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     島店 北広島市共栄町１丁目１３－２０
     011-372-8801  (011-372-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47303,4177,7 株式会社　二十四軒薬〒063-0802 （調基１）第1886号        平成30年 4月 1日
     局 札幌市西区二十四軒２条４丁目２
     番１１－１０６号
     011-642-3039  (011-643-1723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47403,4178,5 ポプラ薬局　新さっぽ〒004-0021 （調基１）第641号         平成28年 4月 1日
     ろ店 札幌市厚別区青葉町２丁目５－３
     　１Ｆ
     011-890-1700  (011-890-1701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47503,4182,7 エイム薬局　円山店 〒064-0804 （調基１）第1283号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南４条西２１丁目１
     －２５第６藤栄ビル１Ｆ
     011-520-1750  (011-520-1751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47603,4185,0 みどり薬局　札苗店 〒007-0807 （調基１）第946号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂７条２丁目５番
     ３３号
     011-789-8005  (011-789-8006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47703,4188,4 ケイマーク薬局 〒063-0031 （調基１）第1180号        平成28年 4月 1日
     札幌市西区西野１条７丁目７ー１
     011-676-3449  (011-676-4493)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47803,4189,2 エリム薬局　手稲前田〒006-0816 （調基１）第213号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市手稲区前田６条６丁目１番
     ２ー２号
     011-699-3822  (011-699-3828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47903,4193,4 ノルデン薬局　山の手〒063-0005 （調基１）第990号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市西区山の手５条９丁目３番
     ２５号
     011-640-5311  (011-640-5312)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48003,4198,3 西線５条薬局 〒064-0805 （調基１）第394号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南５条西１５丁目１
     ー３
     011-551-6900  (011-551-6911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48103,4199,1 センター薬局　エルム〒063-0869 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     通り店 札幌市西区八軒９条東５丁目１番
     ２１号
     011-706-1911  (011-706-1912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48203,4202,3 こぐま薬局 〒062-0053 （調基１）第1864号        平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東３条１７丁目
     １番２０号
     011-836-8008  (011-827-8622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48303,4203,1 あしたば薬局　創成店〒060-0053 （調基１）第1336号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南３条東４丁目３番
     地トムトムビル１階
     011-208-4193  (011-208-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48403,4205,6 なでしこ調剤薬局　星〒006-0852 （調基１）第1921号        平成30年 4月 1日
     置店 札幌市手稲区星置２条４丁目２ー
     ２４
     011-624-6151  (011-624-6152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48503,4206,4 ハート手稲薬局 〒006-0041 （調基１）第1254号        平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区金山１条２丁目１５
     ー４６
     011-624-6701  (011-624-6702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48603,4207,2 ソラリス薬局 〒061-1132 （調基１）第723号         平成28年 4月 1日
     北広島市北進町１丁目２番地２北
     広島ターミナルビル１Ｆ
     011-376-6700  (011-376-6701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48703,4209,8 クオール薬局　札幌東〒065-0011 （調基１）第949号         平成28年 4月 1日
     区役所前店 札幌市東区北１１条東８丁目１ー
     ３
     011-750-1889  (011-750-1890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48803,4212,2 クリオネ　美しが丘薬〒004-0834 （調基１）第1720号        平成29年 4月 1日
     局 札幌市清田区真栄４条１丁目２番
     地１号
     011-802-5038  (011-802-5039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48903,4213,0 さくら薬局　札幌菊水〒003-0804 （調基１）第843号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市白石区菊水４条２丁目１番
     ３号
     011-821-2408  (011-821-2407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49003,4214,8 さくら薬局　札幌南９〒064-0809 （調基１）第844号         平成28年 4月 1日
     条店 札幌市中央区南９条西７丁目１番
     ２８
     011-511-7085  (011-511-7086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49103,4215,5 さくら薬局　札幌福住〒062-0051 （調基１）第845号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目
     １０ー１
     011-853-1000  (011-853-1333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49203,4216,3 なの花薬局　西宮の沢〒006-0003 （調基１）第1158号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目
     １２ー２４
     011-669-1193  (011-669-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49303,4220,5 澄川調剤薬局 〒005-0003 （調基１）第1176号        平成28年 4月 1日
     札幌市南区澄川３条３丁目４番１
     ０号
     011-837-2020  (011-837-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49403,4221,3 クローバー薬局　手稲〒006-0022 （調基１）第1273号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市手稲区手稲本町２条３丁目
     １番３号
     011-691-0216  (011-691-0217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49503,4222,1 三信調剤薬局北２条店〒064-0822 （調基１）第1279号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北２条西２０丁目１
     ー２８
     011-618-1193  (011-643-2111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49603,4226,2 北海道薬剤師会会営薬〒064-0804 （調基１）第489号         平成28年 4月 1日
     局 札幌市中央区南４条西１５丁目１
     番３２号ほくやく南４条ビル２Ｆ
     011-532-6660  (011-532-6661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49703,4228,8 アルファ調剤薬局　月〒062-0051 （調基１）第1408号        平成28年 4月 1日
     寒東店 札幌市豊平区月寒東１条１１丁目
     ２番２号
     011-852-8931  (011-852-8935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49803,4229,6 そうごう薬局　札幌平〒062-0935 （調基１）第300号         平成28年 4月 1日
     岸店 札幌市豊平区平岸５条７丁目８ー
     ２２第２平岸グランドビル１階
     011-824-2901  (011-824-2902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49903,4230,4 ファミリー薬局北３３〒065-0033 （調基１）第236号         平成28年 4月 1日
     条店 札幌市東区北３３条東１４丁目１
     番７号
     011-748-7175  (011-748-7176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50003,4231,2 りぼん調剤薬局 〒003-0021 （調基１）第1403号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区栄通１７丁目１４ー
     １０
     011-836-2211  (011-836-2213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50103,4237,9 澄川さいわい薬局 〒005-0004 （調基１）第1918号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川４条７丁目８番１
     ０号
     011-820-6053  (011-820-6064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50203,4238,7 本郷南調剤薬局 〒003-0024 （調基１）第1402号        平成28年 4月 1日
     札幌市白石区本郷通１０丁目南１
     ー４
     011-861-4320  (011-863-4320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50303,4239,5 北広島東口薬局 〒061-1121 （調基１）第1252号        平成28年 4月 1日
     北広島市中央６丁目８番地９ステ
     ーションサイド赤坂１階
     011-373-2086  (011-373-8787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50403,4243,7 なかのしま調剤薬局 〒062-0922 （調基１）第1311号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区中の島２条２丁目１
     番７号
     011-837-3737  (011-837-3738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50503,4245,2 ひばり薬局 〒064-0821 （調基１）第58号          平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１条西２４丁目４
     ー１東光ストア円山店　５Ｆ
     011-213-8943  (011-213-8944)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50603,4246,0 りんご調剤薬局　北２〒001-0023 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     ３条店 札幌市北区北２３条西７丁目１番
     １５号
     011-776-7170  (011-776-7165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50703,4247,8 聖園調剤薬局　東雁来〒007-0031 （調基１）第484号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市東区東雁来１１条４丁目１
     －８
     011-791-0111  (011-791-0202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50803,4250,2 プラム薬局　大谷地店〒004-0041 （調基１）第526号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区大谷地東５丁目６番
     １０号
     011-827-3000  (011-827-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50903,4251,0 クレバ薬局 〒060-0042 （調基１）第1297号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区大通西１６丁目１ー
     １０ＩＴＣセンタービル１Ｆ
     011-633-8556  (011-633-8557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51003,4252,8 クローバー薬局　百合〒002-8081 （調基１）第1281号        平成28年 4月 1日
     が原店 札幌市北区百合が原６丁目１番３
     ８号
     011-214-0216  (011-214-0217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51103,4253,6 クリオネ　西１８丁目〒060-0042 （調基１）第1325号        平成28年 4月 1日
     薬局 札幌市中央区大通西１８丁目１ー
     ３０道新西ビル２階
     011-213-7831  (011-213-7832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51203,4259,3 えるむ調剤薬局 〒004-0833 （調基１）第75号          平成28年 4月 1日
     札幌市清田区真栄３条２丁目１８
     番３５号
     011-888-3500  (011-888-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51303,4260,1 ラスカル調剤薬局　伏〒064-0915 （調基１）第76号          平成28年 4月 1日
     見店 札幌市中央区南１５条西１９丁目
     １番１号
     011-211-1241  (011-211-1241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51403,4266,8 ココカラファイン薬局〒004-0052 （調基１）第889号         平成28年 4月 1日
     　サンピアザ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ７番２号サンピアザ３階
     011-890-2235  (011-895-8509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51503,4267,6 スズラン薬局真駒内店〒005-0014 （調基１）第887号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区真駒内幸町２丁目１番
     １２号ミュークリスタル地下１階
     011-582-2783  (011-582-4867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51603,4268,4 ココカラファイン薬局〒060-0009 （調基１）第906号         平成28年 4月 1日
     　桑園店 札幌市中央区北９条西１４丁目　
     イーストプラザ１階
     011-261-6350  (011-261-6352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51703,4269,2 ココカラファイン薬局〒062-0932 （調基１）第910号         平成28年 4月 1日
     　平岸店 札幌市豊平区平岸２条６丁目２番
     ３０号
     011-820-6690  (011-820-6691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51803,4275,9 なの花薬局　北広島美〒061-1131 （調基１）第1164号        平成28年 4月 1日
     沢店 北広島市美沢２丁目１番８
     011-372-6328  (011-375-7417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51903,4277,5 サンチェーン北３１条〒001-0031 （調基１）第349号         平成28年 4月 1日
     調剤薬局 札幌市北区北３１条西５丁目１－
     ３０萩中ビル
     011-728-1193  (011-728-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52003,4282,5 アルファ調剤薬局　駅〒060-0001 （調基１）第1409号        平成28年 4月 1日
     前通り店 札幌市中央区北１条西３丁目３番
     地２７札幌北１条駅前通りビル７
     階
     011-221-8931  (011-221-8933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52103,4283,3 ドリーム薬局　白石店〒003-0011 （調基１）第38号          平成28年 4月 1日
     札幌市白石区中央１条７丁目１０
     －３０白石中央メディカルビル１
     階
     011-868-8681  (011-868-8682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52203,4284,1 あおぞら薬局　新川店〒001-0029 （調基１）第654号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区北２９条西１５丁目３
     －１４
     011-792-1972  (011-792-1973)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52303,4287,4 はしもと薬局 〒067-0002 （調基１）第391号         平成28年 4月 1日
     江別市緑町西１丁目１００－３
     011-380-5070  (011-380-5071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52403,4288,2 フロンティア薬局手稲〒006-0811 （調基１）第1189号        平成28年 4月 1日
     駅前店 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     番１０
     011-681-7670  (011-681-7680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52503,4289,0 オアシス薬局南平岸店〒062-0931 （調基１）第521号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸１条１５丁目３
     番１０号
     011-376-1177  (011-376-1176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52603,4294,0 株式会社くすりのもり〒004-0841 （調基１）第1501号        平成28年 4月 1日
     た清田店 札幌市清田区清田１条４丁目１番
     ５５号　第８荒井ビル１Ｆ
     011-398-9839  (011-398-9864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52703,4295,7 アルセ調剤薬局 〒004-0001 （調基１）第1030号        平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別東１条５丁目１
     ８－１５
     011-809-5555  (011-809-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52803,4296,5 アロエ調剤薬局 〒006-0021 （調基１）第1876号        平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区手稲本町１条４丁目
     ２番５号
     011-686-5115  (011-686-5116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52903,4300,5 なの花薬局　江別元町〒067-0031 （調基１）第1160号        平成28年 4月 1日
     店 江別市元町２６番１号
     011-385-6085  (011-378-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53003,4302,1 調剤薬局ツルハドラッ〒004-0866 （調基１）第447号         平成28年 4月 1日
     グ北野６条店 札幌市清田区北野６条２丁目１４
     番１０号
     011-888-6268  (011-888-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53103,4303,9 保険調剤いちご薬局も〒007-0812 （調基１）第1242号        平成28年 4月 1日
     えれ店 札幌市東区東苗穂１２条３丁目２
     １番３３号
     011-788-7631  (011-788-7632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53203,4304,7 調剤薬局ツルハドラッ〒064-0808 （調基１）第443号         平成28年 4月 1日
     グ南８条店 札幌市中央区南８条西７丁目１０
     ３７－２７
     011-530-9268  (011-530-9268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53303,4307,0 アルファ調剤薬局　中〒005-0831 （調基１）第1494号        平成28年 4月 1日
     の沢店 札幌市南区中ノ沢１丁目１２－２
     ２
     011-572-8931  (011-572-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53403,4308,8 えぞりす薬局 〒063-0012 （調基１）第239号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区福井２丁目３番１５号
     011-669-7775  (011-669-7776)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53503,4309,6 調剤薬局ツルハドラッ〒004-0022 （調基１）第395号         平成28年 4月 1日
     グひばりが丘店 札幌市厚別区厚別南２丁目１０番
     １０号
     011-801-2268  (011-801-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53603,4311,2 新道東薬局 〒065-0031 （調基１）第1416号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北３１条東１９丁目２
     －１１
     050-3785-0430 (050-3785-0431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53703,4312,0 エルフ調剤薬局 〒065-0030 （調基１）第102号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北３０条東１３丁目２
     －１４
     011-788-8153  (011-788-8158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53803,4313,8 マーレ保険薬局 〒005-0004 （調基１）第107号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区澄川４条４丁目１１番
     ２８号
     011-826-4447  (011-826-4497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53903,4314,6 日本調剤　菊水三条薬〒003-0803 （調基１）第1218号        平成28年 4月 1日
     局 札幌市白石区菊水３条２丁目３番
     １６号
     011-814-3258  (011-814-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54003,4315,3 手稲すみれ薬局 〒006-0023 （調基１）第530号         平成28年 4月 1日
     札幌市手稲区手稲本町３条３丁目
     ６番１号
     011-695-3631  (011-695-3633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54103,4317,9 あお薬局　白石店 〒003-0029 （調基１）第55号          平成28年 4月 1日
     札幌市白石区平和通３丁目北３番
     １号
     011-374-5774  (011-374-5774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54203,4319,5 エルク保険薬局 〒069-0813 （調基１）第714号         平成28年 4月 1日
     江別市野幌町７１番地１１
     011-383-8947  (011-382-1748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54303,4321,1 ともえ調剤薬局 〒065-0018 （調基１）第359号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北１８条東１丁目３番
     ３号
     011-752-1000  (011-752-1005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  54403,4322,9 ピーナッツ薬局医大前〒060-0042 （調基１）第471号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市中央区大通西１５丁目１－
     １３ニューライフ大通公園１Ｆ
     011-676-6522  (011-676-6582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54503,4325,2 薬局もか 〒063-0062 （調基１）第1016号        平成28年 4月 1日
     札幌市西区西町南１９丁目１－１
     ８
     011-668-7070  (011-668-7080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54603,4328,6 北野通薬局 〒062-0053 （調基１）第1366号        平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東３条１８丁目
     ２２７－５２
     011-853-7700  (011-853-7710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54703,4329,4 株式会社くすりのもり〒066-0073 （調基１）第1496号        平成28年 4月 1日
     た北斗店 千歳市北斗６丁目１番２号
     0123-25-6793  (0123-26-4337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54803,4333,6 プラム薬局　北１０条〒001-0010 （調基１）第527号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区北１０条西４丁目１－
     １３
     011-738-6001  (011-738-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54903,4338,5 新川中央薬局 〒001-0923 （調基１）第1219号        平成28年 4月 1日
     札幌市北区新川３条７丁目１－６
     ５ＤＡＩＣＨＯメディカル・プラ
     ザ１階
     011-299-3806  (011-299-3876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55003,4339,3 大関調剤薬局恵庭駅前〒061-1448 （調基１）第668号         平成28年 4月 1日
     店 恵庭市相生町１３６番地１
     0123-34-8347  (0123-34-8348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55103,4340,1 サッポロドラッグスト〒060-0908 （調基１）第235号         平成28年 4月 1日
     アー調剤薬局北８条店札幌市東区北８条東４丁目１９番
     地２４
     011-702-0700  (011-702-0701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55203,4341,9 りんご調剤薬局江別店〒069-0812 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     江別市幸町９番地２
     011-389-8388  (011-389-8399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55303,4348,4 しろいし薬局 〒003-0005 （調基１）第930号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区東札幌５条５丁目２
     番１号
     011-824-3600  (011-824-5160)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55403,4349,2 スギハラ薬局黄金店 〒061-1409 （調基１）第1086号        平成28年 4月 1日
     恵庭市黄金南５丁目３番３
     0123-29-3656  (0123-29-3689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55503,4350,0 ドレミ調剤薬局札幌南〒005-0850 （調基１）第1426号        平成28年 4月 1日
     札幌市南区石山東７丁目１－８
     011-213-1241  (011-213-1242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55603,4351,8 アルファ調剤薬局大麻〒069-0863 （調基１）第1280号        平成28年 4月 1日
     店 江別市大麻新町２２番地の５
     011-387-8931  (011-387-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55703,4357,5 パール調剤薬局 〒004-0053 （調基１）第783号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央３条２丁目
     １２番４３号
     011-892-1122  (011-892-2200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55803,4360,9 鶴田調剤薬局　北大前〒001-0014 （調基１）第92号          平成28年 4月 1日
     札幌市北区北１４条西４丁目１番
     １２号
     011-709-5560  (011-709-5561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55903,4361,7 南１１条調剤薬局 〒064-0811 （調基１）第336号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南１１条西１３丁目
     ２番３８号
     011-563-6777  (011-563-6780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56003,4362,5 琴似調剤薬局 〒063-0811 （調基１）第505号         平成28年 4月 1日
     札幌市西区琴似１条５丁目４－２
     ６
     011-641-2084  (011-616-8931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56103,4364,1 ケミカル薬局　大谷地〒004-0041 （調基１）第1096号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番
     ２号
     011-801-2201  (011-801-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56203,4367,4 平岸中央薬局 〒062-0931 （調基１）第1740号        平成29年 5月 1日
     札幌市豊平区平岸１条２２丁目２
     －１５
     011-827-8679  (011-827-8697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56303,4368,2 日本調剤江別薬局 〒067-0072 （調基１）第1261号        平成28年 4月 1日
     江別市一番町３－２８
     011-380-5588  (011-381-8870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  56403,4369,0 調剤薬局ツルハドラッ〒064-0808 （調基１）第440号         平成28年 4月 1日
     グ　旭ヶ丘８条店 札幌市中央区南８条西２４丁目２
     －１０
     011-518-5100  (011-518-5100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56503,4376,5 有限会社しらかば薬局〒003-0814 （調基１）第718号         平成28年 4月 1日
     白石店 札幌市白石区菊水上町４条２丁目
     ３５９－７
     011-799-1890  (011-799-1907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56603,4383,1 プラム薬局　桑園店 〒060-0007 （調基１）第528号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北７条西１５丁目２
     ８番地１１中央カクマンビル１階
     011-640-6500  (011-640-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56703,4386,4 札幌薬剤　大谷地薬局〒004-0041 （調基１）第1683号        平成29年 4月 1日
     札幌市厚別区大谷地東２丁目５番
     １５号
     011-398-5192  (011-398-5193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56803,4387,2 篠路調剤薬局 〒002-8024 （調基１）第318号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区篠路４条９丁目１６２
     番地２３
     011-374-1832  (011-374-1834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56903,4388,0 なの花薬局　手稲稲穂〒006-0032 （調基１）第1166号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市手稲区稲穂２条７丁目１－
     ５
     011-683-0501  (011-683-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57003,4391,4 リリィ薬局東雁来店 〒007-0030 （調基１）第826号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区東雁来１０条１丁目１
     ０番１０号
     011-792-5637  (011-792-5638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57103,4392,2 メイプル調剤薬局　栄〒007-0842 （調基１）第1421号        平成28年 4月 1日
     町店 札幌市東区北４２条東１６丁目１
     番１号Ｎ４２メディカルビル１Ｆ
     011-789-2333  (011-789-2331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57203,4393,0 メイプル調剤薬局　大〒060-0001 （調基１）第1424号        平成28年 4月 1日
     通店 札幌市中央区北１条西４丁目１－
     １三甲大通公園ビル１階
     011-281-4200  (011-281-4201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57303,4394,8 メイプル調剤薬局　円〒064-0820 （調基１）第1427号        平成28年 4月 1日
     山店 札幌市中央区大通西２５丁目１－
     ２ハートランド円山ビル１階
     011-616-1811  (011-616-1812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57403,4395,5 梅ヶ丘調剤薬局 〒066-0025 （調基１）第1205号        平成28年 4月 1日
     千歳市梅ケ丘１丁目４番２号
     0123-40-1193  (0123-40-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57503,4396,3 ナカジマ薬局　札幌在〒060-0033 （調基１）第1237号        平成28年 4月 1日
     宅調剤センター 札幌市中央区北３条東８丁目８－
     ４砂子ビル１階
     011-215-1176  (011-215-1186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57603,4399,7 アイランド薬局東札幌〒003-0003 （調基１）第1173号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市白石区東札幌３条３丁目６
     －２４
     011-598-7577  (011-598-7587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57703,4402,9 マツモトファーマシー〒060-0042 （調基１）第1367号        平成28年 4月 1日
     　ママー薬局 札幌市中央区大通西４丁目６番地
     １札幌大通西４ビル５Ｆ
     011-206-7508  (011-206-7509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57803,4403,7 聖園調剤薬局　丘珠店〒007-0883 （調基１）第485号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北丘珠３条１丁目２２
     －１２
     011-299-9631  (011-299-9634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57903,4407,8 かえで薬局　伏見店 〒064-0920 （調基１）第497号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南２０条西１６丁目
     ２番１号
     011-211-6723  (011-211-5317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58003,4409,4 なの花薬局　手稲駅前〒006-0021 （調基１）第1167号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市手稲区手稲本町１条３丁目
     ３番１号手稲駅前プラザ南クリー
     ンリバーフィネス手稲ステーショ
     ンフロント１階
     011-686-4193  (011-686-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58103,4410,2 調剤薬局ツルハドラッ〒006-0814 （調基１）第438号         平成28年 4月 1日
     グ手稲前田店 札幌市手稲区前田４条１０丁目２
     －１０
     011-686-7268  (011-686-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58203,4411,0 斉藤薬局　西岡店 〒062-0033 （調基１）第874号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区西岡３条６丁目８番
     １号
     011-376-5216  (011-376-5236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58303,4412,8 のっぽろ駅前薬局 〒069-0813 （調基１）第259号         平成28年 4月 1日
     江別市野幌町５３番地４８
     011-391-5825  (011-391-5826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58403,4414,4 ソラリス薬局菊水店 〒003-0803 （調基１）第722号         平成28年 4月 1日
     札幌市白石区菊水３条２丁目ニュ
     ーギン札幌ビル１Ｆ
     011-827-6622  (011-827-6655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58503,4415,1 キタ調剤薬局　澄川店〒005-0006 （調基１）第1375号        平成28年 4月 1日
     札幌市南区澄川６条４丁目３－５
     011-820-2300  (011-820-2626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58603,4418,5 クオール薬局　ビック〒060-0005 （調基１）第761号         平成28年 4月 1日
     カメラ札幌店 札幌市中央区北５条西２丁目１札
     幌エスタ２階
     011-207-1489  (011-207-1490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58703,4419,3 かえで薬局　大学通り〒006-0816 （調基１）第498号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市手稲区前田６条１３丁目７
     番１７号グランドールベルス１　
     １Ｆ
     011-688-7190  (0120-644-699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58803,4420,1 有限会社白石調剤薬局〒003-0027 （調基１）第978号         平成28年 4月 1日
     ファーマシー本通り 札幌市白石区本通６丁目北２番１
     号ＳＮ６ビル１階
     011-862-7915  (011-862-7916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58903,4422,7 アルファ調剤薬局　平〒062-0932 （調基１）第1285号        平成28年 4月 1日
     岸駅前店 札幌市豊平区平岸２条７丁目３－
     １アルファビルⅣ１階
     011-820-8931  (011-820-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59003,4423,5 オスト薬局もみじ台店〒004-0014 （調基１）第785号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区もみじ台北６丁目１
     番３０号
     011-807-8830  (011-807-8846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59103,4425,0 プラム薬局　配薬調剤〒064-0806 （調基１）第529号         平成28年 4月 1日
     センター 札幌市中央区南６条西１４丁目２
     －２５ダイアパレス西線　１階
     011-520-2400  (011-520-2401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59203,4426,8 北時計薬局 〒061-1376 （調基１）第1079号        平成28年 4月 1日
     恵庭市恵み野里美一丁目１番地６
     0123-35-2223  (0123-35-2244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59303,4428,4 いしやま調剤薬局 〒005-0842 （調基１）第416号         平成28年 4月 1日
     札幌市南区石山２条８丁目２－４
     011-594-5555  (011-594-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59403,4429,2 調剤薬局ツルハドラッ〒061-1373 （調基１）第331号         平成28年 4月 1日
     グ恵み野西店 恵庭市恵み野西３丁目１－１
     0123-37-4701  (0123-37-4701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59503,4430,0 Ｍ’ｓ南３条調剤薬局〒060-0063 （調基１）第1095号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区南３条西１２丁目プ
     レプラージュ１Ｆ
     011-272-3110  (011-272-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59603,4432,6 イオン薬局札幌栄町店〒007-0842 （調基１）第1300号        平成28年 4月 1日
     札幌市東区北４２条東１６丁目１
     番５号
     011-787-8371  (011-787-8372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59703,4433,4 えにわ市民調剤 〒061-1434 （調基１）第856号         平成28年 4月 1日
     恵庭市柏陽町３丁目２９－７
     0123-25-6471  (0123-25-6472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59803,4434,2 サンチェーンあいの里〒002-8072 （調基１）第353号         平成28年 4月 1日
     保険薬局 札幌市北区あいの里２条３丁目１
     ６－６
     011-768-8868  (011-768-8651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59903,4435,9 みらくる薬局　あすな〒060-0042 （調基１）第1443号        平成28年 4月 1日
     ろ昭和ビル店 札幌市中央区大通西５丁目８番地
     昭和ビル３階
     011-233-8000  (011-206-7511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60003,4436,7 ナカジマ薬局　西円山〒064-1825 （調基１）第1229号        平成28年 4月 1日
     店 札幌市中央区北５条西２７丁目３
     －１２ネオアージュ円山１階
     011-676-5138  (011-676-5238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  60103,4439,1 宮の森よつば薬局 〒064-0824 （調基１）第1068号        平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西２９丁目２
     番７号エヴァンスコート宮の森１
     Ｆ
     011-215-7725  (011-215-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60203,4440,9 メイプル薬局　ｍｉｎ〒063-0826 （調基１）第1423号        平成28年 4月 1日
     ｉ１ 札幌市西区発寒６条９丁目２－１
     ５ニッセ宮の沢１Ｆ
     050-3801-3953 (050-3801-3954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60303,4441,7 メイプル調剤薬局　宮〒063-0061 （調基１）第1422号        平成28年 4月 1日
     の沢店 札幌市西区西町北２０丁目２－１
     ２ＳＲ宮の沢メディカルⅡビル１
     Ｆ
     011-669-3888  (011-669-3889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60403,4445,8 アイン薬局月寒中央店〒062-0020 （調基１）第701号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒中央通７丁目２
     ３１
     011-856-9771  (011-856-9772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60503,4449,0 アイン薬局麻生店 〒001-0040 （調基１）第711号         平成28年 4月 1日
     札幌市北区北４０条西４丁目２番
     １５号東光ストア麻生店内１階
     011-717-7180  (011-717-7182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60603,4450,8 アイン薬局札幌中央店〒060-0063 （調基１）第1605号        平成28年11月 1日
     札幌市中央区南３条西２丁目１－
     １Ｈ＆Ｂプラザビル１Ｆ
     011-200-5625  (011-200-5629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60703,4452,4 アイン薬局桑園駅前店〒060-0011 （調基１）第719号         平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１５丁目
     ２－１サンエーアインビル１Ｆ
     011-726-4907  (011-726-4908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60803,4453,2 アイン薬局北光店 〒065-0027 （調基１）第712号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東８丁目１－
     １５
     011-748-7537  (011-748-7538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60903,4460,7 アイン薬局清田店 〒004-0861 （調基１）第1700号        平成29年 4月 1日
     札幌市清田区北野１条２丁目１１
     番２７号
     011-889-2655  (011-889-2656)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61003,4461,5 アイン薬局栄町店 〒007-0841 （調基１）第702号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区北４１条東１４丁目２
     －２４グリシーヌ４１　１階
     011-733-2011  (011-733-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61103,4464,9 アイン薬局札幌駅北口〒060-0807 （調基１）第697号         平成28年 4月 1日
     店 札幌市北区北７条西２丁目８番地
     １札幌北ビル１階
     011-738-6701  (011-738-6702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61203,4468,0 アイン薬局宮の沢店 〒063-0051 （調基１）第1586号        平成28年10月 1日
     札幌市西区宮の沢１条１丁目１－
     ３０宮の沢ターミナルビル２階
     011-668-5151  (011-668-5153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61303,4473,0 アイン薬局豊平店 〒062-0907 （調基１）第692号         平成28年 4月 1日
     札幌市豊平区豊平７条８丁目２－
     １東光ストア西館Ａ棟１階
     011-813-9980  (011-813-9981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61403,4478,9 アイン薬局北広島店 〒061-1121 （調基１）第1559号        平成28年 8月 1日
     北広島市中央６丁目１－３北広島
     メディカルプラザ１階
     011-373-3533  (011-373-3534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61503,4479,7 アイン薬局厚別通店 〒004-0065 （調基１）第704号         平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別西５条１丁目１
     ６－２０クリニックステーション
     厚別西１Ｆ
     011-891-1162  (011-891-1174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61603,4483,9 調剤薬局ツルハドラッ〒060-0061 （調基１）第454号         平成28年 4月 1日
     グ南１条店 札幌市中央区南１条西４丁目２０
     番地１
     011-223-5268  (011-223-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61703,4486,2 クローバー薬局上江別〒067-0061 （調基１）第1275号        平成28年 4月 1日
     店 江別市上江別東町４番５
     011-391-0216  (011-391-0217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61803,4487,0 ときわ調剤薬局 〒005-0853 （調基１）第1552号        平成28年 7月 1日
     札幌市南区常盤３条１丁目３番７
     号
     011-594-2500  (011-594-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61903,4489,6 みらくる薬局　札幌駅〒060-0806 （調基１）第1445号        平成28年 4月 1日
     西口店 札幌市北区北６条西４丁目２番６
     号
     011-738-8000  (011-738-8080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62003,4491,2 みらくる薬局　スカイ〒060-0807 （調基１）第1441号        平成28年 4月 1日
     ビル店 札幌市北区北７条西５丁目７－１
     札幌北スカイビル５Ｆ
     011-708-8000  (011-708-8030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62103,4493,8 みらくる薬局　もとま〒065-0024 （調基１）第1446号        平成28年 4月 1日
     ち店 札幌市東区北２４条東１６丁目１
     －７グローバリビル１階
     011-780-8008  (011-780-8010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62203,4495,3 クルミ薬局厚別通店 〒003-0864 （調基１）第1534号        平成28年 6月 1日
     札幌市白石区川下４条５丁目４番
     １３号
     011-879-3655  (011-879-3656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62303,4496,1 ハートフル調剤薬局　〒007-0836 （調基１）第452号         平成28年 4月 1日
     新道東店 札幌市東区北３６条東１５丁目１
     番２１号
     011-374-7630  (011-374-7631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62403,4497,9 フォーラム薬局　しの〒002-8022 （調基１）第1106号        平成28年 4月 1日
     ろ店 札幌市北区篠路２条７丁目５番２
     ４号
     011-775-0660  (011-775-0660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62503,4498,7 ふしこ薬局 〒007-0862 （調基１）第405号         平成28年 4月 1日
     札幌市東区伏古２条５丁目３番５
     号
     011-785-2458  (011-785-2459)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62603,4499,5 共済ビル薬局 〒060-0004 （調基１）第1519号        平成28年 5月 1日
     札幌市中央区北４条西１丁目１番
     地共済ビル１Ｆ
     011-223-8333  (011-223-8334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62703,4500,0 聖園調剤薬局　元町店〒065-0025 （調基１）第1564号        平成28年 9月 1日
     札幌市東区北２５条東２０丁目７
     －１
     011-790-6260  (011-790-6270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62803,4504,2 快晴薬局　札幌店 〒004-0074 （調基１）第1565号        平成28年 9月 1日
     札幌市厚別区厚別北４条４丁目１
     －８
     011-801-5222  (011-801-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62903,4505,9 キタ調剤薬局　山鼻店〒064-0921 （調基１）第1569号        平成28年 9月 1日
     札幌市中央区南２１条西１１丁目
     ２番３号
     011-520-0111  (011-520-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63003,4508,3 あさなぎ薬局 〒003-0023 （調基１）第1522号        平成28年 5月 1日
     札幌市白石区南郷通１４丁目北３
     番８号
     011-867-1000  (011-867-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63103,4511,7 大志堂調剤　大麻薬局〒069-0852 （調基１）第1532号        平成28年 5月 1日
     江別市大麻東町１３番地の６６
     011-386-1434  (011-386-1434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63203,4512,5 セイル薬局　札幌 〒060-0011 （調基１）第1547号        平成28年 7月 1日
     札幌市中央区北１１条西２４丁目
     １番２０号
     011-622-5001  (011-622-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63303,4513,3 日本調剤　菊水四条薬〒003-0804 （調基１）第1535号        平成28年 6月 1日
     局 札幌市白石区菊水４条２丁目２番
     ２１号
     011-813-0510  (011-813-0511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63403,4514,1 みらい調剤薬局　花川〒061-3207 （調基１）第1523号        平成28年 6月 1日
     店 石狩市花川南７条１丁目３番地
     0133-67-1158  (0133-67-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63503,4516,6 アルファ調剤薬局　恵〒061-1443 （調基１）第1541号        平成28年 6月 1日
     庭店 恵庭市栄恵町１２６番地
     0123-32-8931  (0123-32-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63603,4517,4 オスト薬局環状通美園〒003-0001 （調基１）第1607号        平成28年12月 1日
     店 札幌市白石区東札幌１条６丁目１
     －１３
     011-850-9860  (011-850-9759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63703,4519,0 サツドラ調剤薬局　曙〒006-0832 （調基１）第1550号        平成28年 7月 1日
     店 札幌市手稲区曙２条２丁目４番２
     １号
     011-685-3388  (011-685-3397)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  63803,4521,6 さんこう調剤薬局　藤〒061-2283 （調基１）第1551号        平成28年 7月 1日
     野店 札幌市南区藤野３条７丁目１－２
     ６
     011-592-3252  (011-592-3253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63903,4522,4 北央調剤薬局 〒061-1431 （調基１）第1553号        平成28年 7月 1日
     恵庭市有明町４丁目１番１６号
     0123-32-1127  (0123-32-1128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64003,4523,2 アガタ薬局 〒060-0063 （調基１）第1555号        平成28年 8月 1日
     札幌市中央区南３条西６丁目１０
     －１
     011-231-2626  (011-231-2635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64103,4526,5 センタービル薬局 〒060-0005 （調基１）第1566号        平成28年 8月12日
     札幌市中央区北５条西６丁目２番
     地札幌センタービル１階
     011-280-1189  (011-280-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64203,4527,3 コア薬局　豊水店 〒064-0807 （調基１）第1570号        平成28年 9月 1日
     札幌市中央区南７条西２丁目２　
     くぼたビル１Ｆ
     011-520-2003  (011-520-2004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64303,4528,1 こころ調剤薬局 〒063-0804 （調基１）第1568号        平成28年 9月 1日
     札幌市西区二十四軒４条２丁目９
     －２ヴェルビリーブ琴似１０２号
     、２０２号
     011-614-4556  (011-676-4880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64403,4529,9 メディカル薬局１９８〒064-0919 （調基１）第1567号        平成28年 9月 1日
     札幌市中央区南１９条西８丁目１
     番１４号
     011-520-9198  (011-520-9199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64503,4531,5 ハマヤ調剤薬局　宮の〒063-0062 （調基１）第1575号        平成28年10月 1日
     沢店 札幌市西区西町南２１丁目２－１
     ５第一ワコービル
     011-668-0005  (011-668-0006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64603,4532,3 調剤薬局ツルハドラッ〒065-0018 （調基１）第1584号        平成28年10月 1日
     グ北１８条東店 札幌市東区北１８条東１５丁目１
     番１０号
     011-733-5268  (011-733-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  64703,4535,6 札幌プラザ薬局 〒060-0004 （調基１）第1582号        平成28年10月 1日
     札幌市中央区北４条西７丁目１－
     ５
     011-204-8855  (011-204-8856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64803,4538,0 きたまち薬局 〒069-0861 （調基１）第1591号        平成28年10月 1日
     江別市大麻北町５１９番１－２
     011-388-7333  (011-388-7340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64903,4539,8 コア薬局　北郷店 〒003-0833 （調基１）第1601号        平成28年10月 1日
     札幌市白石区北郷３条８丁目５番
     ２７号
     011-873-1741  (011-879-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65003,4540,6 コア薬局　環状通東店〒065-0015 （調基１）第1600号        平成28年10月 1日
     札幌市東区北１５条東１６丁目１
     番５号
     011-786-2406  (011-787-3966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65103,4542,2 コア薬局　厚別店 〒004-0004 （調基１）第1595号        平成28年10月 1日
     札幌市厚別区厚別東４条２丁目１
     番３３号
     011-809-7320  (011-809-7336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65203,4543,0 コア薬局　恵み野店 〒061-1373 （調基１）第1859号        平成30年 4月 1日
     恵庭市恵み野西６丁目２１番３号
     0123-36-8889  (0123-36-8890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65303,4545,5 調剤薬局ツルハドラッ〒061-3203 （調基１）第1592号        平成28年11月 1日
     グ花川南店 石狩市花川南３条５丁目８番
     0133-76-1268  (0133-76-1268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65403,4546,3 サツドラ調剤薬局　宮〒064-0953 （調基１）第1594号        平成28年11月 1日
     の森３条店 札幌市中央区宮の森３条２丁目５
     番１号
     011-633-5277  (011-633-5278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65503,4547,1 ナカジマ薬局　麻生店〒007-0840 （調基１）第1603号        平成28年11月 1日
     札幌市東区北４０条東１丁目１番
     １号
     011-733-2151  (011-733-2152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65603,4548,9 あしたば薬局　石狩店〒061-3213 （調基１）第1615号        平成28年11月 1日
     石狩市花川北３条３丁目６番地３
     ＭＭビル１Ｆ
     0133-72-4193  (0133-72-4194)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  65703,4549,7 クリニカル調剤薬局 〒062-0932 （調基１）第1610号        平成28年10月31日
     札幌市豊平区平岸２条５丁目２番
     ４号
     011-831-1611  (011-831-1610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65803,4550,5 みらくる薬局　新川駅〒001-0924 （調基１）第1611号        平成28年12月 1日
     前店 札幌市北区新川４条１丁目３番３
     号ｅｃｏａ新川クリニックモール
     １階
     011-729-8000  (011-729-8100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65903,4551,3 アイン薬局　新さっぽ〒004-0052 （調基１）第1612号        平成28年12月 1日
     ろデュオ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ６番３号新さっぽろアークシティ
     　デュオ－２　４Ｆ
     011-376-0037  (011-376-0038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66003,4553,9 伏見調剤薬局 〒064-0919 （調基１）第1614号        平成28年11月 1日
     札幌市中央区南１９条西１３丁目
     １番１９号
     011-520-1222  (011-520-1224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66103,4554,7 ビートル調剤薬局 〒060-0031 （調基１）第1621号        平成29年 1月 1日
     札幌市中央区北１条東３丁目２－
     ２シティハウス札幌大通東１階
     011-212-1317  (011-212-1318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66203,4555,4 調剤薬局ツルハドラッ〒006-0851 （調基１）第1620号        平成29年 1月 1日
     グ手稲星置駅前店 札幌市手稲区星置１条２丁目２番
     １号
     011-699-7268  (011-699-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66303,4556,2 みらくる薬局　札幌駅〒060-0807 （調基１）第1619号        平成29年 1月 1日
     東口店 札幌市北区北７条西２丁目２０東
     京建物札幌ビル３階
     011-700-0800  (011-700-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66403,4557,0 メトロ調剤薬局　新道〒007-0834 （調基１）第1623号        平成29年 1月 1日
     店 札幌市東区北３４条東８丁目１番
     ２号
     011-214-0570  (011-214-0571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66503,4558,8 薬局あいドラッグ新篠〒068-1100 （調基１）第1625号        平成29年 2月 1日
     津店 石狩郡新篠津村第４６線北１２番
     地
     0126-38-4567  (0126-38-4568)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  66603,4560,4 みらくる薬局　あすな〒060-0061 （調基１）第1629号        平成29年 2月27日
     ろ北辰ビル店 札幌市中央区南１条西６丁目１１
     番地札幌北辰ビル１階
     011-252-8055  (011-252-8066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66703,4562,0 センター薬局向陽台店〒066-0054 （調基１）第1631号        平成29年 3月 1日
     千歳市柏陽４丁目３番２
     0123-25-8573  (0123-25-8574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66803,4563,8 まつもと薬局手稲前田〒006-0816 （調基１）第1634号        平成29年 3月 1日
     店 札幌市手稲区前田６条１６丁目１
     －７
     011-699-1161  (011-699-1157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66903,4564,6 桑園調剤薬局 〒060-0004 （調基１）第1647号        平成29年 3月 1日
     札幌市中央区北４条西１６丁目１
     番地３栗林幌西ビル１Ｆ
     011-643-6750  (011-643-6770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67003,4565,3 ラビット調剤薬局　当〒061-0231 （調基１）第1644号        平成29年 3月 1日
     別店 石狩郡当別町六軒町７２番４０
     0133-22-2712  (0133-22-2713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67103,4566,1 ほろか薬局 〒003-0026 （調基１）第1751号        平成29年 6月 1日
     札幌市白石区本通４丁目南１－８
     011-376-5464  (011-376-5474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67203,4567,9 大通西薬局 〒060-0042 （調基１）第1642号        平成29年 3月 1日
     札幌市中央区大通西７丁目２番地
     アセットプランニング大通ビル１
     Ｆ
     011-290-5051  (011-223-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67303,4569,5 ＳＵＳ株式会社　日之〒064-0914 （調基１）第1708号        平成29年 4月 1日
     出調剤薬局　行啓店 札幌市中央区南１４条西８丁目２
     －６渡辺ビル　１Ｆ
     011-521-3571  (011-521-3572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67403,4570,3 みらくる薬局　北２５〒001-0025 （調基１）第1652号        平成29年 4月 1日
     条アトム店 札幌市北区北２５条西５丁目１番
     ３号リーブル２５　１階
     011-756-5553  (011-756-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67503,4571,1 調剤薬局ツルハドラッ〒004-0867 （調基１）第1662号        平成29年 4月 1日
     グ北野店 札幌市清田区北野７条５丁目１２
     番２０号
     011-887-4268  (011-887-4268)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  67603,4572,9 川端薬局　栄町ひのま〒007-0840 （調基１）第1651号        平成29年 4月 1日
     る店 札幌市東区北４０条東１５丁目２
     －５
     011-733-0077  (011-733-0078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67703,4573,7 そうせい調剤薬局 〒060-0051 （調基１）第1679号        平成29年 4月 1日
     札幌市中央区南１条東１丁目３番
     地パークイースト札幌５階
     011-233-0660  (011-213-0814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67803,4577,8 日之出調剤薬局南９条〒064-0809 （調基１）第1734号        平成29年 5月 8日
     店 札幌市中央区南９条西７丁目１番
     １３号
     011-532-2691  (011-532-2692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67903,4578,6 南区ひまわり薬局 〒005-0812 （調基１）第1731号        平成29年 5月 1日
     札幌市南区川沿１２条２丁目２番
     ３０号
     011-578-4555  (011-578-4556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68003,4579,4 センター薬局　大通東〒060-0041 （調基１）第1737号        平成29年 5月 1日
     店 札幌市中央区大通東３丁目１番１
     トルチュビル１階
     011-522-9967  (011-522-9968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68103,4583,6 東麻生調剤薬局 〒007-0841 （調基１）第1748号        平成29年 5月 1日
     札幌市東区北４１条東２丁目３番
     １４号
     011-731-5533  (011-741-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68203,4584,4 レモン調剤薬局　西野〒063-0036 （調基１）第1744号        平成29年 6月 1日
     二股店 札幌市西区西野６条３丁目１番１
     １号
     011-668-5252  (011-668-5253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68303,4585,1 クリオネ桑園薬局 〒060-0010 （調基１）第1743号        平成29年 6月 1日
     札幌市中央区北１０条西１７丁目
     １－１
     011-633-5570  (011-633-5571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68403,4586,9 ロイヤル薬局札幌豊平〒062-0921 （調基１）第1924号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区中の島１条７丁目１
     ２番３号
     011-374-4065  (011-374-4066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  68503,4587,7 アステル薬局桑園店 〒060-0008 （調基１）第1754号        平成29年 6月 1日
     札幌市中央区北８条西１６丁目２
     ８－１２４
     011-612-7763  (011-612-7764)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68603,4588,5 みらくる薬局　今崎メ〒062-0932 （調基１）第1752号        平成29年 6月 1日
     ディカル店 札幌市豊平区平岸２条１４丁目１
     番２２号今崎メディカルビル１Ｆ
     011-815-0650  (011-815-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68703,4591,9 ナカジマ薬局　旭ヶ丘〒064-0810 （調基１）第1888号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南１０条西２１丁目
     ７－１２
     011-522-8571  (011-522-8578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68803,4592,7 つぐみ薬局 〒060-0063 （調基１）第1768号        平成29年 7月 1日
     札幌市中央区南３条西３丁目１０
     番地三信ビル４階
     011-211-8133  (011-211-8134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68903,4593,5 ハート　メロディ　薬〒064-0927 （調基１）第1769号        平成29年 7月 1日
     局 札幌市中央区南２７条西１３丁目
     １番２８号
     011-312-2371  (011-313-0789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69003,4594,3 アイン薬局白石南郷通〒003-0022 （調基１）第1766号        平成29年 7月 1日
     店 札幌市白石区南郷通１丁目南８番
     １０号白石ガーデンプレイス３階
     011-595-7382  (011-595-7383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69103,4595,0 西野調剤薬局 〒063-0032 （調基１）第1803号        平成29年 7月 1日
     札幌市西区西野２条１丁目２番１
     ３－１０１号
     011-664-6788  (011-664-6789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69203,4596,8 はまなす薬局　元町店〒065-0024 （調基１）第1804号        平成29年 8月 1日
     札幌市東区北２４条東１５丁目４
     番１６号元町大坂ビル１Ｆ
     011-374-7855  (011-374-7844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69303,4598,4 調剤薬局ツルハドラッ〒064-0953 （調基１）第1811号        平成29年 9月 1日
     グ宮の森３条店 札幌市中央区宮の森３条６丁目２
     番１５号
     011-640-5268  (011-640-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  69403,4599,2 ドラッグセイムス平和〒003-0028 （調基１）第1813号        平成29年 9月 1日
     通薬局 札幌市白石区平和通１丁目南２番
     ３号
     011-867-4193  (011-867-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69503,4602,4 アステルホームケア薬〒064-0914 （調基１）第1818号        平成29年11月 1日
     局 札幌市中央区南１４条西１９丁目
     １番４８－２号
     011-215-0950  (011-215-0951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69603,4603,2 なの花薬局　札幌西１〒060-0042 （調基１）第1822号        平成29年11月 1日
     ５丁目店 札幌市中央区大通西１５丁目１番
     １０号ＩＴＯメディカルビル札幌
     １階
     011-631-0805  (011-631-0806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69703,4604,0 トマト調剤薬局 〒064-0821 （調基１）第1827号        平成29年11月 4日
     札幌市中央区北１条西２３丁目２
     番地１４号
     011-623-3113  (011-623-3114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69803,4605,7 アイン薬局大通西店 〒060-0042 （調基１）第1821号        平成29年11月 1日
     札幌市中央区大通西６丁目１０番
     地大通公園ビル２階
     011-205-0996  (011-205-0997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69903,4606,5 みらくる薬局　大通東〒060-0051 （調基１）第1824号        平成29年11月 1日
     店 札幌市中央区南１条東２丁目５－
     １ＭⅡビル地下１階
     011-222-8000  (011-222-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70003,4607,3 株式会社くすりのもり〒066-0037 （調基１）第1831号        平成29年11月 1日
     た 千歳市新富２丁目５番２号
     0123-24-9388  (0123-24-9349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70103,4608,1 ピリカ北郷薬局 〒003-0832 （調基１）第1911号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区北郷２条４丁目６番
     ７号
     011-555-7544  (011-557-1830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70203,4609,9 モモセ薬局　屯田店 〒002-0856 （調基１）第1828号        平成29年12月 1日
     札幌市北区屯田６条１０丁目７番
     ２５号メディカル旭豊１階
     011-299-7861  (011-299-7862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  70303,4610,7 新札幌駅前温泉薬局 〒004-0052 （調基１）第1833号        平成29年12月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     新札幌駅前ビル１階
     011-801-7887  (011-801-7888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70403,4611,5 時計台薬局　平岸店 〒062-0932 （調基１）第1835号        平成30年 1月 1日
     札幌市豊平区平岸２条７丁目４－
     １
     011-825-7090  (011-825-7091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70503,4612,3 モリモト薬局　平岸店〒062-0933 （調基１）第1839号        平成30年 1月 1日
     札幌市豊平区平岸３条６丁目６－
     ３１
     011-826-4070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70603,4613,1 そよかぜ薬局 〒005-0802 （調基１）第1838号        平成30年 1月 1日
     札幌市南区川沿２条３丁目８－３
     011-578-2771  (011-578-2772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70703,4614,9 コストコホールセール〒004-0811 （調基１）第1837号        平成30年 1月 1日
     札幌倉庫店薬局 札幌市清田区美しが丘１条９丁目
     ３－１
     011-887-6656  (011-887-5691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70803,4616,4 わかば薬局 〒001-0017 （調基１）第1841号        平成30年 1月 1日
     札幌市北区北１７条西３丁目２番
     １６号木村ビル１階
     011-716-4233  (011-716-3130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70903,4617,2 みらくる薬局　中の島〒062-0922 （調基１）第1843号        平成30年 2月 1日
     店 札幌市豊平区中の島２条２丁目１
     番１号中の島ステーションビル１
     階
     011-841-8815  (011-841-8825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71003,4618,0 リジョン薬局 〒003-0022 （調基１）第1845号        平成30年 3月 1日
     札幌市白石区南郷通１６丁目南１
     番１６号南郷ビル１階
     011-598-6713  (011-598-6714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71103,4619,8 調剤薬局ツルハドラッ〒063-0861 （調基１）第1847号        平成30年 3月 1日
     グ琴似駅東口店 札幌市西区八軒１条東１丁目４番
     １号
     011-623-2268  (011-623-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  71203,4620,6 調剤薬局ツルハドラッ〒001-0901 （調基１）第1849号        平成30年 3月 1日
     グ新琴似１条店 札幌市北区新琴似１条７丁目９番
     ３５号
     011-769-7268  (011-769-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71303,4621,4 調剤薬局ツルハドラッ〒001-0907 （調基１）第1848号        平成30年 3月 1日
     グ新琴似７条店 札幌市北区新琴似７条６丁目２番
     １号
     011-769-3268  (011-769-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71403,4622,2 りんご調剤薬局　野幌〒069-0824 （調基１）第1850号        平成30年 3月 1日
     店 江別市東野幌本町７番５
     011-385-3170  (011-385-7176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71503,4623,0 行啓通調剤薬局 〒064-0914 （調基１）第1851号        平成30年 3月 1日
     札幌市中央区南１４条西７丁目３
     －３フォレスト行啓１４７－１階
     011-520-3384  (011-520-3784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71603,4624,8 保険調剤　いちご薬局〒006-0851 （調基１）第1852号        平成30年 2月13日
     　星置店 札幌市手稲区星置１条４丁目７番
     ２号
     011-688-3515  (011-688-3516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71703,4625,5 かしわおか薬局 〒005-0022 （調基１）第1856号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区真駒内柏丘１１丁目１
     番９４号
     011-213-1549  (011-213-1559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71803,4626,3 しののめ薬局 〒066-0042 （調基１）第1858号        平成30年 4月 1日
     千歳市東雲町２丁目１４－１
     0123-25-9704  (0123-25-9724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71903,4627,1 アルファ調剤薬局　美〒062-0009 （調基１）第1934号        平成30年 6月 1日
     園９条店 札幌市豊平区美園９条５丁目４－
     ２１
     011-814-8931  (011-821-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72003,4630,5 メディモテイネ調剤薬〒006-0812 （調基１）第1926号        平成30年 5月 1日
     局 札幌市手稲区前田２条１３丁目３
     番１８号メディモテイネメディカ
     ルモール１階
     011-699-3008  (011-699-3008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  72103,4631,3 みらくる薬局　とんで〒002-0855 （調基１）第1928号        平成30年 5月 1日
     ん店 札幌市北区屯田５条７丁目１番５
     ０号
     011-775-8008  (011-775-8018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72203,4632,1 かえで薬局　手稲駅北〒006-0811 （調基１）第1927号        平成30年 5月 1日
     口店 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     番５０号
     011-624-7247  (011-624-7248)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72314,4023,0 有限会社　ツジ薬局 〒049-4313 （調基１）第951号         平成28年 4月 1日
     瀬棚郡今金町字今金１７５番地
     0137-82-0002  (0137-82-0462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72414,4071,9 合資会社　ライト薬局〒043-0511 （調基１）第496号         平成28年 4月 1日
     久遠郡せたな町大成区久遠１５５
     番地１
     01398-4-5041  (01398-4-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72514,4103,0 ニシダ薬局 〒040-0072 （調基１）第224号         平成28年 4月 1日
     函館市亀田町１０－７
     0138-41-8046  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72614,4106,3 有限会社　根本一貫堂〒041-1402 （調基１）第1257号        平成28年 4月 1日
     薬局 茅部郡鹿部町字鹿部１４７番地
     01372-7-2034  (01372-7-2430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72714,4108,9 阿部薬局 〒049-2222 （調基１）第327号         平成28年 4月 1日
     茅部郡森町字砂原４丁目４１番地
     01374-8-2019  (01374-8-2226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72814,4130,3 天賜堂薬局 〒041-0806 （調基１）第1689号        平成29年 4月 1日
     函館市美原２丁目１３番８号　函
     館メディカルビル１階
     0138-46-5586  (0138-46-5586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72914,4131,1 スター薬局 〒042-0941 （調基１）第1044号        平成28年 4月 1日
     函館市深堀町１３－６
     0138-55-5010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73014,4146,9 アサヒ調剤薬局株式会〒040-0072 （調基１）第883号         平成28年 4月 1日
     社　亀田支店 函館市亀田町２０番６号
     0138-45-0266  (0138-45-0571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73114,4147,7 クロサキ調剤薬局 〒040-0053 （調基１）第685号         平成28年 4月 1日
     函館市末広町６番１８号
     0138-26-4223  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  73214,4149,3 はこだて調剤薬局 〒041-0853 （調基１）第1046号        平成28年 4月 1日
     函館市中道１丁目４番１１号
     0138-53-6006  (0138-53-6727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73314,4152,7 アサヒ調剤薬局株式会〒040-0001 （調基１）第887号         平成28年 4月 1日
     社　五稜郭支店 函館市五稜郭町１１番１８号
     0138-52-7627  (0138-52-7667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73414,4158,4 ヒカリ調剤薬局　深堀〒042-0941 （調基１）第933号         平成28年 4月 1日
     店 函館市深堀町１２番２号
     0138-32-8972  (0138-32-6440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73514,4160,0 キタガワ薬局 〒049-4501 （調基１）第85号          平成28年 4月 1日
     久遠郡せたな町北檜山区北檜山２
     １番地
     0137-84-5416  (0137-84-6510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73614,4161,8 日吉　調剤薬局 〒041-0841 （調基１）第216号         平成28年 4月 1日
     函館市日吉町３丁目４３番２０号
     0138-55-5288  (0138-32-9099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73714,4163,4 はまなす　調剤薬局 〒042-0932 （調基１）第382号         平成28年 4月 1日
     函館市湯川町３丁目４０番３号
     0138-57-2700  (0138-57-1199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73814,4171,7 はこだて調剤薬局　湯〒042-0932 （調基１）第1050号        平成28年 4月 1日
     川店 函館市湯川町３丁目３１番６号
     0138-59-1331  (0138-59-1337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73914,4174,1 アサヒ調剤薬局　株式〒040-0012 （調基１）第885号         平成28年 4月 1日
     会社　中央支店 函館市時任町８－５
     0138-55-4818  (0138-55-4616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74014,4178,2 はこだて調剤薬局　柏〒042-0942 （調基１）第1045号        平成28年 4月 1日
     木店 函館市柏木町３番４０号
     0138-32-6006  (0138-32-6595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74114,4180,8 すこやか調剤薬局 〒041-1111 （調基１）第1456号        平成28年 4月 1日
     亀田郡七飯町本町３丁目１０番４
     ８号
     0138-65-0051  (0138-65-0050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74214,4182,4 おもと薬局　ちとせ店〒040-0033 （調基１）第159号         平成28年 4月 1日
     函館市千歳町２１番８号
     0138-27-7327  (0138-27-7333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  74314,4195,6 コスモス調剤薬局ふか〒042-0941 （調基１）第211号         平成28年 4月 1日
     ぼり店 函館市深堀町３番１５号
     0138-31-8958  (0138-31-8968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74414,4198,0 ひまわり調剤薬局 〒041-0841 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     函館市日吉町３丁目５番８号
     0138-31-3545  (0138-31-3545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74514,4199,8 コウエ調剤薬局 〒041-0841 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     函館市日吉町３丁目３５－６
     0138-32-3640  (0138-32-3640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74614,4200,4 おもと薬局　かめだ店〒040-0072 （調基１）第158号         平成28年 4月 1日
     函館市亀田町１番１１号
     0138-42-2884  (0138-42-2994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74714,4202,0 有限会社　山本薬局 〒049-3106 （調基１）第588号         平成28年 4月 1日
     二海郡八雲町富士見町４４
     0137-63-3433  (0137-62-2165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74814,4204,6 いこい薬局 〒041-1122 （調基１）第924号         平成28年 4月 1日
     亀田郡七飯町大川８丁目１２－１
     ７
     0138-65-5960  (0138-65-1636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74914,4206,1 有限会社　一山　吉田〒049-2325 （調基１）第109号         平成28年 4月 1日
     薬局 茅部郡森町字本町１４３
     01374-2-2003  (01374-2-0012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75014,4207,9 はこだて調剤薬局　美〒041-0806 （調基１）第1051号        平成28年 4月 1日
     原店 函館市美原１丁目１４番１２号
     0138-45-6006  (0138-45-9311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75114,4214,5 タカラ薬局 〒040-0043 （調基１）第666号         平成28年 4月 1日
     函館市宝来町８番１０号
     0138-27-8987  (0138-27-8987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75214,4218,6 ヒカリ調剤薬局　松風〒040-0035 （調基１）第932号         平成28年 4月 1日
     店 函館市松風町２０番１５号
     0138-23-1772  (0138-23-8588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75314,4219,4 函館中央薬局 〒040-0074 （調基１）第1389号        平成28年 4月 1日
     函館市松川町１０番１号
     0138-40-5311  (0138-40-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  75414,4224,4 レインボー薬局　美原〒041-0806 （調基１）第1007号        平成28年 4月 1日
     店 函館市美原５丁目１９番２号
     0138-46-8110  (0138-46-8050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75514,4229,3 レインボー薬局　上磯〒049-0121 （調基１）第1008号        平成28年 4月 1日
     店 北斗市久根別１丁目２６番８号
     0138-73-8311  (0138-73-1822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75614,4232,7 メデック前田薬局 〒040-0014 （調基１）第578号         平成28年 4月 1日
     函館市中島町１３番２４号
     0138-56-7880  (0138-56-7881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75714,4234,3 有限会社　山口薬局 〒040-0083 （調基１）第492号         平成28年 4月 1日
     函館市八幡町２１番１６号
     0138-43-6426  (0138-43-2353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75814,4237,6 シマダ薬局　五稜郭店〒040-0011 （調基１）第1923号        平成30年 4月 1日
     函館市本町２８番１３号
     0138-31-6561  (0138-31-6234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75914,4247,5 調剤薬局　ルピナス 〒042-0932 （調基１）第347号         平成28年 4月 1日
     函館市湯川町３丁目２５番１５号
     0138-59-5070  (0138-59-6080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76014,4249,1 函館中央薬局　元町店〒040-0054 （調基１）第1390号        平成28年 4月 1日
     函館市元町２８番１４号
     0138-22-2720  (0138-22-2723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76114,4250,9 湯の川薬局 〒042-0932 （調基１）第736号         平成28年 4月 1日
     函館市湯川町３丁目２４番３号　
     0138-36-2251  (0138-36-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76214,4253,3 レインボー薬局　戸井〒041-0311 （調基１）第1006号        平成28年 4月 1日
     店 函館市浜町３５５番地６
     0138-82-3611  (0138-82-3613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76314,4256,6 ウェルネス薬局　湯の〒042-0932 （調基１）第618号         平成28年 4月 1日
     川店 函館市湯川町１丁目２９番８号
     0138-59-2011  (0138-59-2240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76414,4260,8 みなかわ調剤薬局 〒041-1611 （調基１）第635号         平成28年 4月 1日
     函館市川汲町１６０４番地３
     01372-2-6622  (01372-2-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76514,4270,7 レインボー薬局　港店〒041-0822 （調基１）第1014号        平成28年 4月 1日
     函館市亀田港町３９番１号
     0138-41-8100  (0138-41-3225)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  76614,4271,5 日本調剤　東雲薬局 〒049-3105 （調基１）第1185号        平成28年 4月 1日
     二海郡八雲町東雲町５１番地４
     0137-64-3100  (0137-64-3108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76714,4275,6 アイリス調剤薬局 〒041-1213 （調基１）第952号         平成28年 4月 1日
     北斗市開発２２５番地の７
     0138-77-1712  (0138-77-1713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76814,4282,2 はこだて調剤薬局　本〒041-0851 （調基１）第1047号        平成28年 4月 1日
     通店 函館市本通２丁目２１番２２号
     0138-31-6006  (0138-31-6078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76914,4283,0 いなば調剤薬局　富岡〒041-0811 （調基１）第894号         平成28年 4月 1日
     店 函館市富岡町２丁目１０番１号
     0138-40-8080  (0138-40-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77014,4284,8 有限会社　おおたに調〒042-0932 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     剤薬局 函館市湯川町１丁目２２ー１５
     0138-36-3211  (0138-36-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77114,4287,1 サフラン調剤薬局 〒041-1122 （調基１）第273号         平成28年 4月 1日
     亀田郡七飯町大川４丁目１番２号
     0138-65-2310  (0138-65-8166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77214,4289,7 アサヒ調剤薬局株式会〒049-0122 （調基１）第880号         平成28年 4月 1日
     社　久根別支店 北斗市東浜２丁目４ー１１
     0138-73-1850  (0138-73-1852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77314,4291,3 はこだて調剤薬局　本〒040-0011 （調基１）第1048号        平成28年 4月 1日
     町店 函館市本町２９番９号
     0138-52-6006  (0138-52-6013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77414,4294,7 有限会社　ワールド薬〒041-1111 （調基１）第310号         平成28年 4月 1日
     局 亀田郡七飯町本町３丁目１０番４
     ７号
     0138-65-0505  (0138-65-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77514,4297,0 函館中央薬局　亀田本〒041-0813 （調基１）第1391号        平成28年 4月 1日
     町店 函館市亀田本町５５番２号
     0138-42-5311  (0138-42-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77614,4299,6 クスリのスズキ　東山〒041-0835 （調基１）第933号         平成28年 4月 1日
     店 函館市東山２丁目１番２６号
     0138-31-0230  (0138-31-0300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  77714,4300,2 シマダ薬局　せたな店〒049-4812 （調基１）第686号         平成28年 4月 1日
     久遠郡せたな町瀬棚区本町７９２
     番地５
     01378-7-2233  (01378-7-2255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77814,4303,6 ニーケー薬局 〒041-0851 （調基１）第375号         平成28年 4月 1日
     函館市本通２丁目３９ー８
     0138-31-2222  (0138-51-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77914,4304,4 マリン薬局 〒040-0036 （調基１）第966号         平成28年 4月 1日
     函館市東雲町６番１号
     0138-27-7727  (0138-27-7728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78014,4306,9 アサヒ調剤薬局株式会〒042-0941 （調基１）第886号         平成28年 4月 1日
     社　深堀支店 函館市深堀町２６番３号
     0138-56-2551  (0138-56-2553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78114,4316,8 ヒカリ調剤薬局 〒042-0942 （調基１）第934号         平成28年 4月 1日
     函館市柏木町２番５号
     0138-53-6631  (0138-53-6654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78214,4322,6 日本調剤　長万部薬局〒049-3521 （調基１）第1184号        平成28年 4月 1日
     山越郡長万部町字長万部１８番地
     ３０
     01377-2-5050  (01377-2-5621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78314,4327,5 アカサキ薬局　八幡通〒041-0813 （調基１）第1899号        平成30年 4月 1日
     店 函館市亀田本町６０番１６号
     0138-40-0222  (0138-40-0333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78414,4330,9 とみおか薬局 〒041-0811 （調基１）第385号         平成28年 4月 1日
     函館市富岡町２丁目５９番２号
     0138-43-7110  (0138-43-7120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78514,4338,2 すみれ薬局 〒040-0083 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     函館市八幡町２１番１４号
     0138-40-7377  (0138-40-7770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78614,4341,6 有限会社　にしむら薬〒049-1505 （調基１）第1425号        平成28年 4月 1日
     局支店 松前郡松前町字博多２３１－１
     01394-6-2135  (01394-6-2500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78714,4345,7 みすず調剤薬局 〒040-0002 （調基１）第965号         平成28年 4月 1日
     函館市柳町９番５号
     0138-54-3800  (0138-54-3870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  78814,4347,3 コーワ調剤薬局　港店〒041-0822 （調基１）第830号         平成28年 4月 1日
     函館市亀田港町１番５号
     0138-45-4562  (0138-45-4667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78914,4349,9 レインボー薬局大野店〒041-1201 （調基１）第1012号        平成28年 4月 1日
     北斗市本町２丁目７番１号
     0138-77-5001  (0138-77-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79014,4352,3 レインボー薬局大川店〒040-0084 （調基１）第1010号        平成28年 4月 1日
     函館市大川町１２番２１号
     0138-62-3381  (0138-62-3382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79114,4353,1 レインボー薬局かじ店〒041-0852 （調基１）第1013号        平成28年 4月 1日
     函館市鍛治１丁目１４番２号
     0138-35-3381  (0138-35-3382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79214,4355,6 湯の川タウン薬局 〒042-0932 （調基１）第589号         平成28年 4月 1日
     函館市湯川町１丁目２９番１号
     0138-57-4124  (0138-57-4126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79314,4356,4 みなと町調剤薬局 〒049-2302 （調基１）第387号         平成28年 4月 1日
     茅部郡森町字港町１８６番地の１
     ０
     01374-2-6566  (01374-2-7282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79414,4360,6 ミドリ調剤薬局 〒042-0932 （調基１）第1681号        平成29年 4月 1日
     函館市湯川町２丁目３７番５号
     0138-59-3655  (0138-59-3655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79514,4361,4 シマダ薬局おおてまち〒040-0064 （調基１）第674号         平成28年 4月 1日
     店 函館市大手町２番５号
     0138-22-2945  (0138-22-7562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79614,4370,5 もりかわ町薬局 〒049-2313 （調基１）第380号         平成28年 4月 1日
     茅部郡森町森川町９９番地
     01374-2-6688  (01374-2-6632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79714,4372,1 レインボー薬局中央店〒040-0015 （調基１）第1011号        平成28年 4月 1日
     函館市梁川町１６番４号
     0138-30-7000  (0138-30-7012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79814,4373,9 やよい調剤薬局 〒040-0052 （調基１）第1339号        平成28年 4月 1日
     函館市大町４－４
     0138-21-4055  (0138-21-4066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  79914,4374,7 石川中央薬局 〒041-0802 （調基１）第733号         平成28年 4月 1日
     函館市石川町３５０番地１８
     0138-47-6600  (0138-47-6622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80014,4381,2 ケイツー調剤薬局 〒040-0035 （調基１）第1906号        平成30年 4月 1日
     函館市松風町１８番１７号
     0138-26-5696  (0138-26-5697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80114,4382,0 あかまつ調剤薬局 〒041-1112 （調基１）第37号          平成28年 4月 1日
     亀田郡七飯町鳴川５丁目１番５号
     0138-66-2771  (0138-66-2777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80214,4383,8 おもと薬局十字街店 〒040-0065 （調基１）第1649号        平成29年 4月 1日
     函館市豊川町１番２号
     0138-24-8200  (0138-24-8233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80314,4384,6 つじ薬粧調剤部 〒043-0043 （調基１）第1430号        平成28年 4月 1日
     檜山郡江差町字本町４０番地
     01395-2-0034  (01395-2-0048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80414,4388,7 おもと薬局　日吉店 〒041-0841 （調基１）第144号         平成28年 4月 1日
     函館市日吉町１丁目１番１４号
     0138-55-2201  (0138-55-2209)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80514,4389,5 ホーム薬局　本町店 〒040-0011 （調基１）第676号         平成28年 4月 1日
     函館市本町５番２２号
     0138-31-5151  (0138-31-4141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80614,4392,9 調剤薬局ツルハドラッ〒042-0932 （調基１）第370号         平成28年 4月 1日
     グ　湯川店 函館市湯川町２丁目１８番１０号
     0138-36-5523  (0138-36-5523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80714,4394,5 みすず調剤薬局　湯の〒042-0932 （調基１）第924号         平成28年 4月 1日
     川店 函館市湯川町２丁目１７－９
     0138-59-0003  (0138-59-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80814,4396,0 フジ調剤薬局　西部店〒040-0065 （調基１）第679号         平成28年 4月 1日
     函館市豊川町２番２号
     0138-24-1220  (0138-24-1230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80914,4400,0 ウェルネス薬局　七飯〒041-1111 （調基１）第621号         平成28年 4月 1日
     店 亀田郡七飯町本町５丁目４番１０
     号
     0138-64-7711  (0138-64-7710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  81014,4401,8 サフラン調剤薬局　中〒041-1121 （調基１）第605号         平成28年 4月 1日
     央店 亀田郡七飯町大中山２丁目１９－
     ２０
     0138-66-2486  (0138-66-2487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81114,4402,6 いなば調剤薬局　北斗〒049-0122 （調基１）第895号         平成28年 4月 1日
     店 北斗市東浜２丁目２２番２号
     0138-74-3301  (0138-74-3302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81214,4403,4 りんご調剤薬局　五稜〒040-0011 （調基１）第206号         平成28年 4月 1日
     郭店 函館市本町５番１２号
     0138-33-5155  (0138-33-5156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81314,4404,2 川田調剤薬局 〒040-0035 （調基１）第1672号        平成29年 4月 1日
     函館市松風町１９番１１号
     0138-22-1112  (0138-22-1114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81414,4405,9 美原調剤薬局 〒041-0806 （調基１）第735号         平成28年 4月 1日
     函館市美原２丁目１－２７
     0138-34-5333  (0138-34-5336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81514,4407,5 クローバー薬局 〒041-0802 （調基１）第734号         平成28年 4月 1日
     函館市石川町３５０－１７
     0138-34-7511  (0138-34-7522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81614,4410,9 あっさぶ調剤薬局 〒043-1113 （調基１）第920号         平成28年 4月 1日
     檜山郡厚沢部町新町１６番地
     0139-64-3041  (0139-64-3360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81714,4413,3 レインボー薬局森川店〒049-2313 （調基１）第1026号        平成28年 4月 1日
     茅部郡森町字森川町２７８番地１
     ３０
     01374-2-2333  (01374-2-6333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81814,4417,4 おもと薬局昭和店 〒041-0812 （調基１）第143号         平成28年 4月 1日
     函館市昭和２丁目３７番１９号
     0138-44-3820  (0138-44-3830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81914,4418,2 調剤薬局ツルハドラッ〒040-0082 （調基１）第372号         平成28年 4月 1日
     グ白鳥店 函館市白鳥町２１番２６号
     0138-62-5411  (0138-62-5411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82014,4421,6 函館中央薬局　桔梗店〒041-0801 （調基１）第1474号        平成28年 4月 1日
     函館市桔梗町４１８番地１４５
     0138-34-3550  (0138-34-3551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  82114,4428,1 プラス調剤薬局 〒040-0011 （調基１）第850号         平成28年 4月 1日
     函館市本町３３番１号
     0138-52-3676  (0138-52-6660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82214,4430,7 いなば調剤薬局　本町〒040-0011 （調基１）第896号         平成28年 4月 1日
     店 函館市本町３３番９号
     0138-83-5550  (0138-83-5551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82314,4434,9 おおつき薬局 〒041-0811 （調基１）第1682号        平成29年 4月 1日
     函館市富岡町２丁目２３番１６号
     0138-41-9395  (0138-83-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82414,4436,4 ドラッグまるや調剤部〒043-1113 （調基１）第1636号        平成29年 4月 1日
     檜山郡厚沢部町新町３６番地の１
     0139-67-2856  (0139-67-2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82514,4440,6 はこだて調剤薬局昭和〒041-0812 （調基１）第1049号        平成28年 4月 1日
     店 函館市昭和３丁目３６番８号
     0138-46-8228  (0138-46-8237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82614,4444,8 いなば調剤薬局追分店〒049-0101 （調基１）第897号         平成28年 4月 1日
     北斗市追分２丁目５６番７号
     0138-84-8221  (0138-84-8225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82714,4445,5 コスモス調剤薬局とど〒041-0611 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     ほっけ店 函館市新浜町１７１番地の９
     0138-86-2626  (0138-86-2629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82814,4446,3 みすず調剤薬局　本通〒041-0851 （調基１）第1100号        平成28年 4月 1日
     店 函館市本通３丁目２７番８号
     0138-30-3808  (0138-30-3805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82914,4447,1 ホーム薬局グリーンヴ〒049-0101 （調基１）第664号         平成28年 4月 1日
     ィラ店 北斗市追分２丁目６６番１号
     0138-48-0505  (0138-48-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83014,4448,9 あおぞら薬局日吉店 〒041-0841 （調基１）第678号         平成28年 4月 1日
     函館市日吉町２丁目９番８号
     0138-55-0181  (0138-55-0182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83114,4450,5 天賜堂薬局北斗店 〒041-1201 （調基１）第502号         平成28年 4月 1日
     北斗市本町５丁目３３番３０号
     0138-77-0017  (0138-77-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83214,4451,3 ワールド薬局杉並店 〒040-0004 （調基１）第659号         平成28年 4月 1日
     函館市杉並町４番１号
     0138-33-0550  (0138-33-0560)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  83314,4452,1 あおい薬局 〒040-0063 （調基１）第1399号        平成28年 4月 1日
     函館市若松町２５番３号
     0138-27-7677  (0138-27-7678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83414,4453,9 調剤薬局ツルハドラッ〒049-1501 （調基１）第427号         平成28年 4月 1日
     グ松前店 松前郡松前町字建石４９－５１
     0139-46-2008  (0139-46-2008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83514,4454,7 アサヒ調剤薬局株式会〒041-1111 （調基１）第888号         平成28年 4月 1日
     社七飯支店 亀田郡七飯町字本町６丁目６番６
     号
     0138-66-2222  (0138-66-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83614,4456,2 いなば調剤薬局石川店〒041-0802 （調基１）第898号         平成28年 4月 1日
     函館市石川町３３６番地４４
     0138-86-7213  (0138-86-7216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83714,4457,0 みゆき町薬局 〒049-2326 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     茅部郡森町字御幸町３１－９
     01374-2-8222  (01374-2-4888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83814,4461,2 おごし薬局　いなり店〒049-0161 （調基１）第65号          平成28年 4月 1日
     北斗市飯生１丁目２番２１号　
     0138-74-2233  (0138-74-2333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83914,4462,0 いなば調剤薬局　五稜〒040-0011 （調基１）第899号         平成28年 4月 1日
     郭店 函館市本町３１番１９号
     0138-85-6571  (0138-85-6572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84014,4464,6 調剤薬局ツルハドラッ〒041-0821 （調基１）第449号         平成28年 4月 1日
     グ五稜郭店 函館市港町１丁目１番２号
     0138-62-6268  (0138-62-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84114,4465,3 コスモス調剤薬局おお〒040-0052 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     まち店 函館市大町３番１６号
     0138-26-7532  (0138-26-5365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84214,4466,1 山の手調剤薬局 〒041-0836 （調基１）第309号         平成28年 4月 1日
     函館市山の手２丁目１１番１４号
     0138-33-1600  (0138-33-1616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84314,4468,7 アサヒ調剤薬局株式会〒041-0812 （調基１）第889号         平成28年 4月 1日
     社昭和支店 函館市昭和１丁目２３番７号
     0138-44-3000  (0138-45-3800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  84414,4469,5 たけうち薬局 〒042-0922 （調基１）第133号         平成28年 4月 1日
     函館市銭亀町５７番地
     0138-58-3108  (0138-58-3108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84514,4470,3 ハート薬局 〒041-0851 （調基１）第879号         平成28年 4月 1日
     函館市本通１丁目７番２２号メデ
     ィカルプレイス１Ｆ
     0138-33-1189  (0138-33-1179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84614,4472,9 まとば調剤薬局 〒040-0021 （調基１）第247号         平成28年 4月 1日
     函館市的場町２番２４号
     0138-33-5566  (0138-33-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84714,4475,2 かもめ調剤薬局　東浜〒049-0122 （調基１）第827号         平成28年 4月 1日
     店 北斗市東浜２丁目１４番１６号
     0138-84-6266  (0138-73-1104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84814,4477,8 レインボー薬局　知内〒049-1103 （調基１）第627号         平成28年 4月 1日
     店 上磯郡知内町重内３１番１４８
     01392-5-7701  (01392-5-7703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84914,4480,2 ただ調剤薬局 〒041-1111 （調基１）第199号         平成28年 4月 1日
     亀田郡七飯町本町６丁目７番４１
     号
     0138-65-0020  (0138-65-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85014,4481,0 函館中央薬局　美原店〒041-0806 （調基１）第1476号        平成28年 4月 1日
     函館市美原２丁目４６番２５号
     0138-83-8844  (0138-83-8845)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85114,4482,8 ふかぼり薬局 〒042-0941 （調基１）第392号         平成28年 4月 1日
     函館市深堀町１番３７号
     0138-84-6852  (0138-84-6853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85214,4484,4 サフラン調剤薬局湯の〒042-0932 （調基１）第671号         平成28年 4月 1日
     川店 函館市湯川町１丁目１７番３６号
     0138-84-5627  (0138-84-5628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85314,4488,5 河野薬局 〒049-3107 （調基１）第656号         平成28年 4月 1日
     二海郡八雲町本町２４２番地
     0137-62-2548  (0137-63-4163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85414,4489,3 しらかば薬局 〒041-0853 （調基１）第562号         平成28年 4月 1日
     函館市中道２丁目５１番３号
     0138-32-9870  (0138-32-9488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  85514,4491,9 ホーム薬局七飯店 〒041-1111 （調基１）第495号         平成28年 4月 1日
     亀田郡七飯町本町３丁目９番２８
     号
     0138-84-6434  (0138-84-6474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85614,4492,7 レインボー薬局当別店〒049-0282 （調基１）第630号         平成28年 4月 1日
     北斗市当別６９７番１２８
     0138-75-5000  (0138-75-5001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85714,4493,5 レインボー薬局宮前店〒040-0073 （調基１）第1025号        平成28年 4月 1日
     函館市宮前町２０番２号
     0138-45-4003  (0138-45-4005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85814,4495,0 函館中央薬局　五稜郭〒040-0011 （調基１）第1472号        平成28年 4月 1日
     店 函館市本町２０番１５号
     0138-83-6144  (0138-83-6145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85914,4496,8 スマイル薬局 〒040-0001 （調基１）第1904号        平成30年 4月 1日
     函館市五稜郭町２８番２４号
     0138-32-2211  (0138-32-2228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86014,4500,7 あおぞら薬局　石川店〒041-0802 （調基１）第1250号        平成28年 4月 1日
     函館市石川町１４９番地８
     0138-86-6831  (0138-86-6832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86114,4503,1 おもと薬局　石川店 〒041-0802 （調基１）第157号         平成28年 4月 1日
     函館市石川町４５１番地４
     0138-34-2500  (0138-34-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86214,4504,9 白ゆり薬局　乙部店 〒043-0103 （調基１）第938号         平成28年 4月 1日
     爾志郡乙部町字緑町７０４番地の
     １４
     0139-62-5777  (0139-62-5778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86314,4505,6 いにしえ調剤薬局 〒043-0041 （調基１）第637号         平成28年 4月 1日
     檜山郡江差町字姥神町８５番１号
     0139-56-1886  (0139-56-1887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86414,4506,4 レインボー薬局　恵山〒041-0525 （調基１）第631号         平成28年 4月 1日
     店 函館市日ノ浜町２２番地２
     0138-85-3515  (0138-85-3516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86514,4508,0 さくら薬局　函館松川〒040-0074 （調基１）第849号         平成28年 4月 1日
     店 函館市松川町４１番３号
     0138-44-3388  (0138-40-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  86614,4510,6 さくら薬局　函館富岡〒041-0811 （調基１）第851号         平成28年 4月 1日
     店 函館市富岡町３丁目１番１７号
     0138-40-4416  (0138-40-4418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86714,4512,2 さくら薬局　鹿部店 〒041-1402 （調基１）第820号         平成28年 4月 1日
     茅部郡鹿部町字鹿部１００番１１
     ４
     01372-7-5100  (01372-7-5200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86814,4517,1 ききょう調剤薬局 〒041-0808 （調基１）第473号         平成28年 4月 1日
     函館市桔梗３丁目３０番８号
     0138-84-8364  (0138-84-8365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86914,4518,9 おもと薬局　大川店 〒040-0084 （調基１）第160号         平成28年 4月 1日
     函館市大川町８番２３号
     0138-84-1015  (0138-84-1651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87014,4519,7 ココカラファイン薬局〒042-0935 （調基１）第914号         平成28年 4月 1日
     　函館駒場店 函館市駒場町５番１４号
     0138-32-7515  (0138-32-7510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87114,4523,9 サンセイつじ薬局 〒043-0022 （調基１）第1235号        平成28年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５３１－
     ４
     0139-52-3367  (0139-52-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87214,4527,0 サンセイ調剤薬局 〒040-0001 （調基１）第1234号        平成28年 4月 1日
     函館市五稜郭町３４番１２号
     0138-31-9388  (0138-31-9372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87314,4531,2 あんず薬局　五稜郭店〒040-0001 （調基１）第231号         平成28年 4月 1日
     函館市五稜郭町２０番１７号
     0138-52-2586  (0138-54-1264)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87414,4536,1 あおぞら薬局　日吉文〒041-0841 （調基１）第651号         平成28年 4月 1日
     教通り店 函館市日吉町２丁目１番１号
     0138-83-6812  (0138-83-6813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87514,4537,9 そうごう薬局　函館石〒041-0802 （調基１）第721号         平成28年 4月 1日
     川店 函館市石川町３５０番地８石川学
     園通りメディカルビル３号館１階
     0138-84-1008  (0138-84-1087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87614,4538,7 白ゆり薬局　末広店 〒040-0053 （調基１）第1358号        平成28年 4月 1日
     函館市末広町３番１４号
     0138-24-5010  (0138-24-5030)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  87714,4539,5 調剤薬局ツルハドラッ〒040-0035 （調基１）第441号         平成28年 4月 1日
     グ　函館松風店 函館市松風町１２番６号
     0138-21-1268  (0138-21-1268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87814,4540,3 桔梗タウン薬局 〒041-0808 （調基１）第590号         平成28年 4月 1日
     函館市桔梗５丁目７番１６号
     0138-85-8963  (0138-85-8964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87914,4541,1 アカサキ薬局　柏木店〒042-0942 （調基１）第1902号        平成30年 4月 1日
     函館市柏木町１５番４号
     0138-55-3060  (0138-55-3063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88014,4542,9 ダリア調剤薬局 〒041-0802 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     函館市石川町１２５番地４
     0138-47-7505  (0138-47-7506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88114,4543,7 おもと薬局　セカンド〒041-0802 （調基１）第145号         平成28年 4月 1日
     石川 函館市石川町４５７番１
     0138-34-7533  (0138-47-0707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88214,4544,5 函館中央薬局　産業道〒041-0806 （調基１）第1475号        平成28年 4月 1日
     路店 函館市美原２丁目１番２６号
     0138-85-6057  (0138-85-6058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88314,4546,0 グリーン調剤　堀川店〒040-0025 （調基１）第224号         平成28年 4月 1日
     函館市堀川町８番３号
     0138-53-6062  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88414,4552,8 株式会社あさひ薬局　〒043-0034 （調基１）第650号         平成28年 4月 1日
     江差店 檜山郡江差町字中歌町１９９番地
     １０
     0139-54-2100  (0139-54-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88514,4553,6 万代調剤薬局 〒040-0075 （調基１）第379号         平成28年 4月 1日
     函館市万代町１番１６号
     0138-45-5444  (0138-45-5445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88614,4554,4 大手町クサカリ薬局 〒040-0064 （調基１）第1077号        平成28年 4月 1日
     函館市大手町１番１９号
     0138-23-9977  (0138-23-9988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88714,4555,1 日本調剤　深堀薬局 〒042-0941 （調基１）第1265号        平成28年 4月 1日
     函館市深堀町１１番１号
     0138-30-6101  (0138-55-3850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  88814,4556,9 のむら薬局 〒042-0935 （調基１）第346号         平成28年 4月 1日
     函館市駒場町７番１４号
     0138-35-3500  (0138-35-3566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88914,4559,3 クリオネ東洋薬局 〒041-0822 （調基１）第1327号        平成28年 4月 1日
     函館市亀田港町１番２１号
     0138-45-6833  (0138-45-6834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89014,4560,1 アサヒ調剤薬局株式会〒049-0161 （調基１）第878号         平成28年 4月 1日
     社　北斗支店 北斗市飯生２丁目１０番１１号
     0138-74-4700  (0138-74-4710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89114,4563,5 アイン薬局　江差店 〒043-0022 （調基１）第723号         平成28年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５３１－
     ７
     0139-52-4155  (0139-52-4133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89214,4566,8 アイン薬局今金店 〒049-4308 （調基１）第724号         平成28年 4月 1日
     瀬棚郡今金町字今金４８番地１６
     0137-82-3250  (0137-82-3251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89314,4567,6 江差調剤薬局 〒043-0022 （調基１）第699号         平成28年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５５４－
     ２
     0139-52-5700  (0139-52-5800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89414,4568,4 アイン薬局　函館湯の〒042-0932 （調基１）第715号         平成28年 4月 1日
     川店 函館市湯川町１丁目２９番１１号
     0138-36-2121  (0138-57-6781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89514,4574,2 ごひら調剤薬局 〒041-0851 （調基１）第655号         平成28年 4月 1日
     函館市本通２丁目３９番２３号
     0138-85-6733  (0138-85-6744)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89614,4575,9 調剤薬局ツルハドラッ〒041-0812 （調基１）第455号         平成28年 4月 1日
     グ　昭和店 函館市昭和１丁目２９番７号
     0138-62-2723  (0138-62-2723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89714,4576,7 みすず調剤薬局　宮前〒040-0073 （調基１）第1572号        平成28年10月 1日
     店 函館市宮前町３１番５号
     0138-85-8606  (0138-85-8706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89814,4578,3 調剤薬局ツルハドラッ〒041-0802 （調基１）第1525号        平成28年 6月 1日
     グ函館石川店 函館市石川町３１５番地９
     0138-34-3268  (0138-34-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  89914,4579,1 アサヒ調剤薬局株式会〒041-0801 （調基１）第1539号        平成28年 7月 1日
     社　桔梗支店 函館市桔梗町４０３番地３５７
     0138-34-6667  (0138-34-6668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90014,4580,9 函館中央薬局　本町店〒040-0011 （調基１）第1578号        平成28年10月 1日
     函館市本町２９番２３号
     0138-84-6900  (0138-84-6901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90114,4581,7 函館中央薬局　昭和店〒041-0812 （調基１）第1579号        平成28年10月 1日
     函館市昭和２丁目１８番１１号プ
     リムローズＡ号室
     0138-85-8888  (0138-85-6234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90214,4582,5 コア薬局　函館亀田港〒041-0822 （調基１）第1861号        平成30年 4月 1日
     店 函館市亀田港町３９番７－１号
     0138-62-5366  (0138-62-5366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90314,4583,3 コア薬局　函館昭和店〒041-0812 （調基１）第1597号        平成28年10月 1日
     函館市昭和１丁目２９番７号昭和
     タウンプラザＡ館２階
     0138-44-0570  (0138-44-0571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90414,4584,1 コア薬局　函館時任店〒040-0012 （調基１）第1599号        平成28年10月 1日
     函館市時任町２３番１１号
     0138-33-1311  (0138-33-1322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90514,4585,8 ほのぼの薬局　富岡店〒041-0811 （調基１）第1633号        平成29年 2月 1日
     函館市富岡町３丁目３０番２１号
     0138-44-2222  (0138-44-2552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90614,4586,6 かすみ園薬局 〒042-0942 （調基１）第1654号        平成29年 4月 1日
     函館市柏木町１０番６号
     0138-51-3700  (0138-51-3800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90714,4589,0 にしむら薬局　建石支〒049-1501 （調基１）第1741号        平成29年 5月 1日
     店 松前郡松前町字建石４９番地５５
     0139-46-7120  (0139-46-7121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90814,4592,4 コスモ調剤薬局長万部〒049-3521 （調基１）第1746号        平成29年 5月 1日
     店 山越郡長万部町字長万部１８番地
     の２６
     01377-6-7800  (01377-6-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90914,4594,0 ホーム薬局　藤城店 〒041-1104 （調基１）第1758号        平成29年 6月 1日
     亀田郡七飯町上藤城１２５番３
     0138-66-6660  (0138-66-6661)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  91014,4595,7 わかば薬局 〒049-0162 （調基１）第1764号        平成29年 7月 1日
     北斗市中央２丁目４番１号
     0138-74-3636  (0138-74-3637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91114,4596,5 ホーム薬局　桔梗店 〒041-0808 （調基１）第1809号        平成29年 9月 1日
     函館市桔梗１丁目２番９号
     0138-34-3666  (0138-34-3667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91214,4597,3 ニック函館センター薬〒041-0812 （調基１）第1826号        平成29年11月 1日
     局 函館市昭和１丁目２４番２０号ラ
     ンドマーク昭和１０２
     0138-86-5003  (0138-86-5004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91314,4598,1 わかくさ薬局 〒041-0853 （調基１）第1855号        平成30年 4月 1日
     函館市中道２丁目１７番１７号
     0138-33-1133  (0138-33-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91414,4599,9 えにしあ薬局 〒041-0841 （調基１）第1932号        平成30年 6月 1日
     函館市日吉町４丁目１６番２１号
     0138-85-6316  (0138-85-6386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91520,4007,0 有限会社　クシダ薬局〒047-0032 （調基１）第1686号        平成29年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目６番６号
     0134-32-3818  (0138-23-6438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91620,4036,9 有限会社　明治堂目時〒047-0027 （調基１）第1419号        平成28年 4月 1日
     薬局 小樽市堺町２番１１号
     0134-24-0474  (0134-24-0475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91720,4045,0 有限会社　茶木薬局 〒046-0003 （調基１）第211号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町３丁目１４０
     番地
     0135-23-3193  (0135-22-6781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91820,4049,2 株式会社　オリンピッ〒047-0032 （調基１）第689号         平成28年 4月 1日
     ク薬局 小樽市稲穂２丁目２０番１号
     0134-22-7270  (0134-33-4383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91920,4070,8 有限会社　グリーン薬〒047-0032 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     局 小樽市稲穂３丁目７番９号
     0134-32-8927  (0134-32-8928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92020,4092,2 山田薬局 〒047-0013 （調基１）第1272号        平成28年 4月 1日
     小樽市奥沢１丁目１４番５号
     0134-24-3535  (0134-33-8626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  92120,4099,7 有限会社　てらにし調〒047-0032 （調基１）第222号         平成28年 4月 1日
     剤薬局 小樽市稲穂２丁目２２番８号小樽
     駅前第一ビル３階
     0134-32-2348  (0134-32-2366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92220,4108,6 株式会社　丸三　三ツ〒047-0032 （調基１）第566号         平成28年 4月 1日
     野薬局本店 小樽市稲穂１丁目４番１５号
     0134-24-0145  (0134-33-2180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92320,4113,6 鹿島薬局 〒047-0036 （調基１）第535号         平成28年 4月 1日
     小樽市長橋３丁目８番１号
     0134-22-7941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92420,4115,1 マリン薬局 〒047-0032 （調基１）第276号         平成28年 4月 1日
     小樽市稲穂４丁目２番２１号
     0134-32-7507  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92520,4116,9 松ケ枝堂薬局 〒047-0022 （調基１）第601号         平成28年 4月 1日
     小樽市松ケ枝１丁目１８番７号
     0134-33-0322  (0134-33-2496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92620,4118,5 ちば薬局 〒047-0155 （調基１）第665号         平成28年 4月 1日
     小樽市望洋台１丁目１番９号
     0134-54-2252  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92720,4135,9 ハロー薬局 〒047-0034 （調基１）第520号         平成28年 4月 1日
     小樽市緑２丁目２７番１号
     0134-32-8610  (0134-32-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92820,4140,9 とみおか薬局 〒047-0033 （調基１）第690号         平成28年 4月 1日
     小樽市富岡１丁目１３番３号
     0134-32-3722  (0134-32-3722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92920,4142,5 有限会社　碧薬局 〒047-0023 （調基１）第1510号        平成28年 4月 1日
     小樽市最上１丁目３番６号
     0134-34-1232  (0134-34-1250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93020,4147,4 ソイック薬局 〒046-0003 （調基１）第691号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１２丁目８１
     番地７
     0135-23-8500  (0135-22-7566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93120,4148,2 愛生堂薬局 〒047-0036 （調基１）第337号         平成28年 4月 1日
     小樽市長橋２丁目２１番１２号
     0134-25-1489  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  93220,4163,1 有限会社　錦町調剤薬〒047-0039 （調基１）第580号         平成28年 4月 1日
     局 小樽市錦町１５番３号
     0134-24-4022  (0134-24-4027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93320,4166,4 なるみ薬局　稲穂店 〒047-0032 （調基１）第313号         平成28年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目１９番１２号
     0134-31-4006  (0134-31-4007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93420,4172,2 アルファ調剤薬局　見〒047-0263 （調基１）第1257号        平成28年 4月 1日
     晴店 小樽市見晴町９ー１
     0134-61-2323  (0134-61-2324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93520,4177,1 日本調剤　余市薬局 〒046-0003 （調基１）第1173号        平成28年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１９丁目１５
     番地１３
     0135-22-6883  (0135-22-6856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93620,4181,3 イチノ薬局 〒046-0004 （調基１）第78号          平成28年 4月 1日
     余市郡余市町大川町３丁目９１番
     地
     0135-22-3805  (0135-22-3805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93720,4182,1 桜調剤薬局 〒047-0156 （調基１）第919号         平成28年 4月 1日
     小樽市桜２丁目３２番１９号
     0134-51-2200  (0134-51-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93820,4185,4 クローバー薬局 〒047-0024 （調基１）第1282号        平成28年 4月 1日
     小樽市花園３丁目１９番１６号
     0134-31-5036  (0134-31-5037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93920,4199,5 くるみ調剤薬局 〒046-0003 （調基１）第597号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町２丁目２１番
     地グリーンビル１Ｆ
     0135-21-4720  (0135-21-4721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94020,4201,9 岡島薬局 〒047-0031 （調基１）第743号         平成28年 4月 1日
     小樽市色内１丁目６番１６号
     0134-22-2044  (0134-22-2044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94120,4203,5 有限会社　シゲル薬局〒046-0004 （調基１）第282号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町大川町３丁目７４番
     地
     0135-23-5550  (0135-22-3628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94220,4206,8 ミナト調剤薬局　稲穂〒047-0032 （調基１）第667号         平成28年 4月 1日
     店 小樽市稲穂３丁目１番１５号
     0134-21-3550  (0134-21-3552)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  94320,4207,6 商大薬局 〒047-0034 （調基１）第20号          平成28年 4月 1日
     小樽市緑１丁目１８番２号
     0134-23-2276  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94420,4212,6 オグラ薬局 〒047-0013 （調基１）第494号         平成28年 4月 1日
     小樽市奥沢３丁目２６番１号
     0134-23-2062  (0134-23-2163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94520,4213,4 有限会社　アルブル　〒047-0039 （調基１）第1041号        平成28年 4月 1日
     イルカ薬局　錦町店 小樽市錦町５番１０号
     0134-21-5775  (0134-21-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94620,4214,2 スナダ薬局　新光店 〒047-0152 （調基１）第1108号        平成28年 4月 1日
     小樽市新光２丁目２７番１６号
     0134-54-8585  (0134-54-8014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94720,4215,9 有限会社　ハルミ薬局〒047-0152 （調基１）第1071号        平成28年 4月 1日
     小樽市新光１丁目１０番１２号
     0134-54-5503  (0134-64-1737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94820,4217,5 有限会社　なるみ薬局〒046-0120 （調基１）第314号         平成28年 4月 1日
     　古平店 古平郡古平町大字浜町６４５番地
     0135-41-2011  (0135-41-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94920,4219,1 あけぼの調剤薬局　豊〒047-0043 （調基１）第836号         平成28年 4月 1日
     川店 小樽市豊川町３番９号
     0134-33-1313  (0134-33-1311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95020,4220,9 ぜにばこ調剤薬局 〒047-0261 （調基１）第25号          平成28年 4月 1日
     小樽市銭函３丁目２９９番地１７
     0134-61-2116  (0134-61-2118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95120,4227,4 セピア調剤薬局 〒047-0032 （調基１）第1357号        平成28年 4月 1日
     小樽市稲穂４丁目１番１０号大竹
     ビル１Ｆ
     0134-27-1515  (0134-27-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95220,4228,2 有限会社　くるみ薬局〒047-0264 （調基１）第892号         平成28年 4月 1日
     小樽市桂岡町２番１９号
     0134-61-2828  (0134-61-2822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95320,4230,8 メルヘン調剤薬局 〒047-0021 （調基１）第577号         平成28年 4月 1日
     小樽市入船１丁目８番１６号
     0134-21-5755  (0134-21-5760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  95420,4231,6 パシフィック薬局　南〒047-0002 （調基１）第1471号        平成28年 4月 1日
     小樽店 小樽市潮見台１丁目５番６号
     0134-27-4193  (0134-27-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95520,4233,2 北央薬品仁木薬局 〒048-2405 （調基１）第657号         平成28年 4月 1日
     余市郡仁木町北町１丁目４番地１
     0135-32-3814  (0135-32-3888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95620,4234,0 なの花薬局　望洋台店〒047-0155 （調基１）第1130号        平成28年 4月 1日
     小樽市望洋台１丁目８番１号
     0134-52-2100  (0134-52-4664)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95720,4235,7 なの花薬局　西小樽店〒047-0036 （調基１）第1129号        平成28年 4月 1日
     小樽市長橋２丁目１７番１７号
     0134-34-2489  (0134-21-2389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95820,4236,5 なの花薬局　南小樽店〒047-0021 （調基１）第1131号        平成28年 4月 1日
     小樽市入船２丁目３番２号
     0134-27-3989  (0134-22-3483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95920,4241,5 なの花薬局　潮見台店〒047-0002 （調基１）第1212号        平成28年 4月 1日
     小樽市潮見台１丁目１５番３３号
     0134-23-9993  (0134-23-9995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96020,4242,3 なの花薬局　小樽店 〒047-0032 （調基１）第1214号        平成28年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目７番１３号
     0134-25-6888  (0134-25-7555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96120,4243,1 なの花薬局　長橋店 〒047-0036 （調基１）第1215号        平成28年 4月 1日
     小樽市長橋３丁目８番３号
     0134-23-8121  (0134-23-8122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96220,4245,6 入船調剤薬局 〒047-0021 （調基１）第576号         平成28年 4月 1日
     小樽市入船２丁目４番３号
     0134-27-5505  (0134-27-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96320,4246,4 あい調剤薬局 〒047-0033 （調基１）第117号         平成28年 4月 1日
     小樽市富岡１丁目３番１２号
     0134-33-3311  (0134-33-3313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96420,4249,8 さくら薬局 〒046-0201 （調基１）第1896号        平成30年 4月 1日
     積丹郡積丹町大字美国町字小泊６
     １番
     0135-44-3088  (0135-44-3087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日     99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  96520,4251,4 チェリー薬局 〒046-0004 （調基１）第166号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町大川町５丁目２７番
     ６
     0135-23-8126  (0135-23-8126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96620,4252,2 プラス調剤薬局 〒047-0032 （調基１）第961号         平成28年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目２番２号
     0134-27-5555  (0134-27-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96720,4253,0 住ノ江薬局 〒047-0014 （調基１）第1459号        平成28年 4月 1日
     小樽市住ノ江２丁目１番２号
     0134-65-8338  (0134-65-8355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96820,4254,8 アーバン調剤薬局 〒047-0014 （調基１）第1290号        平成28年 4月 1日
     小樽市住ノ江１丁目７番１３号
     0134-31-5300  (0134-31-5301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96920,4256,3 株式会社　おたる中央〒047-0032 （調基１）第251号         平成28年 4月 1日
     調剤薬局 小樽市稲穂１丁目９番４号
     0134-31-5401  (0134-31-5100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97020,4258,9 オリンピック薬局中央〒047-0032 （調基１）第219号         平成28年 4月 1日
     通店 小樽市稲穂２丁目９番１号
     0134-22-6681  (0134-22-6682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97120,4260,5 なの花薬局　桜店 〒047-0156 （調基１）第1154号        平成28年 4月 1日
     小樽市桜２丁目２５－１７
     0134-51-2220  (0134-51-2323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97220,4261,3 大正堂薬局 〒046-0003 （調基１）第666号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町７丁目３５番
     地
     0135-48-5555  (0135-48-5539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97320,4262,1 坂の街薬局 〒047-0032 （調基１）第1458号        平成28年 4月 1日
     小樽市稲穂３丁目２１番１２号
     0134-22-7718  (0134-22-7719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97420,4263,9 木下薬局 〒047-0004 （調基１）第624号         平成28年 4月 1日
     小樽市新富町１５番１４号
     0134-22-8593  (0134-22-1282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97520,4264,7 レインボー薬局余市店〒046-0004 （調基１）第628号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町大川町６丁目９２－
     ７
     0135-21-5557  (0135-21-5558)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  97620,4268,8 株式会社　朝里調剤薬〒047-0152 （調基１）第1256号        平成28年 4月 1日
     局 小樽市新光２丁目１４番３０号
     0134-52-4305  (0134-52-4308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97720,4269,6 あすなろ薬局　小樽店〒047-0032 （調基１）第646号         平成28年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目１７番１号
     0134-26-6530  (0134-26-6531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97820,4270,4 ソウマ薬局 〒047-0032 （調基１）第1191号        平成28年 4月 1日
     小樽市稲穂１丁目８番１７号
     0134-32-5400  (0134-32-5403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97920,4273,8 ココカラファイン薬局〒047-0014 （調基１）第905号         平成28年 4月 1日
     　小樽住ノ江店 小樽市住ノ江１丁目４番１６号
     0134-31-5111  (013431-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98020,4274,6 ココカラファイン薬局〒047-0152 （調基１）第885号         平成28年 4月 1日
     　朝里店 小樽市新光２丁目１４番３５号
     0134-51-3232  (0134-51-3234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98120,4275,3 株式会社スズラン薬局〒047-0034 （調基１）第888号         平成28年 4月 1日
     グリーンピース薬局 小樽市緑２丁目３４番１号
     0134-31-2310  (0134-31-2313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98220,4276,1 スズラン薬局　余市店〒046-0003 （調基１）第907号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１９丁目１３
     番１号
     0135-21-2300  (0135-21-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98320,4277,9 イオン薬局小樽店 〒047-0008 （調基１）第1299号        平成28年 4月 1日
     小樽市築港１１番６号
     0134-21-6497  (0134-21-6498)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98420,4281,1 碧薬局　花園店 〒047-0024 （調基１）第1509号        平成28年 4月 1日
     小樽市花園２丁目１番２号
     0134-31-4280  (0134-31-4281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98520,4282,9 クリオネ住ノ江薬局 〒047-0014 （調基１）第1326号        平成28年 4月 1日
     小樽市住ノ江１丁目４番１４号
     0134-61-1375  (0134-61-1376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98620,4285,2 センター薬局　南小樽〒047-0014 （調基１）第625号         平成28年 4月 1日
     店 小樽市住ノ江１丁目２番１５号
     0134-64-1452  (0134-64-1462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  98720,4287,8 サッポロドラッグスト〒047-0017 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     アー調剤薬局小樽若松小樽市若松２丁目６番８号
     店 0134-21-6221  (0134-21-6222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98820,4288,6 株式会社シマダ薬局 〒047-0013 （調基１）第57号          平成28年 4月 1日
     小樽市奥沢２丁目６番１０号
     0134-25-1615  (0134-25-1624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98920,4289,4 わかくさ薬局小樽店 〒047-0014 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     小樽市住ノ江１丁目４番１０号
     0134-64-1337  (0134-64-1357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99020,4292,8 イルカ薬局幸店 〒047-0037 （調基１）第1558号        平成28年 7月 1日
     小樽市幸４丁目３０番１８号
     0134-24-4025  (0134-24-4025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99120,4293,6 松ヶ枝堂薬局住吉支店〒047-0015 （調基１）第1639号        平成29年 3月 1日
     小樽市住吉町８番１８号
     0134-33-0939  (0134-61-1062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99220,4295,1 いなほ薬局 〒047-0032 （調基１）第1819号        平成29年10月 1日
     小樽市稲穂２丁目２２番８号
     0134-31-5110  (0134-31-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99326,4020,0 ヤマヤ薬局 〒044-0013 （調基１）第474号         平成28年 4月 1日
     虻田郡倶知安町南３条東１丁目８
     0136-22-1293  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99426,4027,5 株式会社アライ大学堂〒045-0021 （調基１）第1062号        平成28年 4月 1日
     薬局 岩内郡岩内町字大和１番地８
     0135-62-0456  (0135-62-0338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99526,4032,5 かねた薬局　名店街店〒045-0003 （調基１）第809号         平成28年 4月 1日
     岩内郡岩内町字万代６番地９
     0135-62-0040  (0120-62-0340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99626,4037,4 菜の花調剤薬局 〒045-0023 （調基１）第338号         平成28年 4月 1日
     岩内郡岩内町字相生２０２番地
     0135-62-2287  (0135-62-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99726,4043,2 若林調剤薬局 〒045-0022 （調基１）第716号         平成28年 4月 1日
     岩内郡岩内町字清住１０１番地
     0135-62-0698  (0135-62-0724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99826,4049,9 あけぼの調剤薬局 〒045-0031 （調基１）第717号         平成28年 4月 1日
     岩内郡共和町梨野舞納２－２６８
     0135-63-1500  (0135-63-1501)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  99926,4050,7 日の出薬局 〒045-0011 （調基１）第1903号        平成30年 4月 1日
     岩内郡岩内町字栄２番地の１０
     0135-62-2250  (0135-62-0733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100026,4051,5 京極調剤薬局 〒044-0101 （調基１）第89号          平成28年 4月 1日
     虻田郡京極町字京極２３０番地
     0136-41-2277  (0136-41-2278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100126,4052,3 レモン薬局 〒046-0003 （調基１）第165号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町２丁目１５番
     地
     0135-23-6088  (0135-23-6088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100226,4053,1 有限会社　オリーブ調〒044-0052 （調基１）第65号          平成28年 4月 1日
     剤薬局 虻田郡倶知安町北２条西２丁目１
     ８番地
     0136-22-6356  (0136-21-5165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100326,4054,9 ライク調剤薬局倶知安〒044-0052 （調基１）第281号         平成28年 4月 1日
     店 虻田郡倶知安町北２条西３丁目１
     ０－１
     0136-21-5111  (0136-21-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100426,4056,4 秀世堂薬局 〒048-1501 （調基１）第121号         平成28年 4月 1日
     虻田郡ニセコ町字富士見２番地５
     0136-43-2233  (0136-43-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100526,4058,0 あけぼの調剤薬局　倶〒044-0003 （調基１）第201号         平成28年 4月 1日
     知安店 虻田郡倶知安町北３条東２丁目６
     番６
     0136-23-4567  (0136-23-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100626,4062,2 寿都そよかぜ薬局 〒048-0406 （調基１）第669号         平成28年 4月 1日
     寿都郡寿都町字渡島町７２番地６
     0136-62-3381  (0136-62-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100726,4063,0 余市ひまわり薬局 〒046-0003 （調基１）第835号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１２丁目４６
     番地
     0135-22-0251  (0135-22-0252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100826,4066,3 株式会社　ＹＯＵ　優〒044-0011 （調基１）第936号         平成28年 4月 1日
     調剤薬局 虻田郡倶知安町南１条東３丁目３
     －５０
     0136-23-0703  (0136-55-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 100926,4069,7 ココカラファイン薬局〒045-0011 （調基１）第912号         平成28年 4月 1日
     　岩内店 岩内郡岩内町字栄１７２番地
     0135-61-4774  (0134-61-4884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101026,4070,5 ステラ薬局倶知安店 〒044-0003 （調基１）第414号         平成28年 4月 1日
     虻田郡倶知安町北３条東７丁目３
     －１０
     0136-21-7755  (0136-21-2300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101126,4071,3 大正堂薬局山田店 〒046-0012 （調基１）第681号         平成28年 4月 1日
     余市郡余市町山田町５０番地２３
     0135-23-7000  (0135-23-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101226,4072,1 アイン薬局岩内店 〒045-0011 （調基１）第708号         平成28年 4月 1日
     岩内町字栄１８６番地３
     0135-62-5150  (0135-62-5170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101326,4074,7 優調剤薬局　２号店 〒044-0054 （調基１）第1643号        平成29年 4月 1日
     虻田郡倶知安町北４条西３丁目６
     番１
     0136-21-7600  (0136-21-7601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101426,4075,4 株式会社のぞみ薬局 〒046-0003 （調基１）第1624号        平成29年 1月 1日
     余市郡余市町黒川町９１３番５
     0135-22-0511  (0135-22-0511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101529,4110,3 ホリイ薬局 〒071-8143 （調基１）第1411号        平成28年 4月 1日
     旭川市春光台３条４丁目
     0166-51-8406  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101629,4136,8 小池薬局 〒078-0349 （調基１）第23号          平成28年 4月 1日
     上川郡比布町寿町１丁目５番１２
     号
     0166-85-2635  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101729,4140,0 有限会社松野薬局中央〒070-0034 （調基１）第1518号        平成28年 4月 1日
     店 旭川市４条通６丁目６１４番地６
     0166-22-1632  (0166-25-1023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101829,4154,1 有限会社　フジモト天〒089-0354 （調基１）第71号          平成28年 4月 1日
     光堂薬局 上川郡清水町字御影本通リ２丁目
     ２０
     0156-63-2033  (0156-63-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101929,4181,4 井上薬局 〒070-0825 （調基１）第667号         平成28年 4月 1日
     旭川市北門町１９丁目
     0166-52-6500  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102029,4187,1 くどう薬局 〒070-0033 （調基１）第326号         平成28年 4月 1日
     旭川市３条通２丁目左８号
     0166-22-6802  (0166-22-6854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102129,4198,8 株式会社　中央薬局 〒070-0034 （調基１）第1200号        平成28年 4月 1日
     旭川市４条通１１丁目２２３０番
     地の２
     0166-22-2108  (0166-22-2134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102229,4204,4 山口薬局 〒095-0029 （調基１）第1674号        平成29年 4月 1日
     士別市大通西１丁目７１７番地１
     ６
     01652-2-2525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102329,4215,0 有限会社　池田薬局 〒096-0011 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     名寄市西１条南５丁目１０番地
     01654-3-2031  (01654-3-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102429,4227,5 石原薬局 〒089-0136 （調基１）第76号          平成28年 4月 1日
     上川郡清水町本通３丁目１８番地
     01566-2-2528  (01566-2-2808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102529,4228,3 永山中央薬局 〒079-8412 （調基１）第1239号        平成28年 4月 1日
     旭川市永山２条２０丁目７番１１
     号
     0166-47-5372  (0166-47-5373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102629,4243,2 かむい中央薬局 〒070-8012 （調基１）第1246号        平成28年 4月 1日
     旭川市神居２条１２丁目２番地１
     ４号
     0166-62-5418  (0166-62-6384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102729,4251,5 本町中央薬局 〒070-0810 （調基１）第1245号        平成28年 4月 1日
     旭川市本町３丁目４３７番地の１
     ７
     0166-54-3767  (0166-54-3568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102829,4274,7 北日本調剤末広調剤薬〒071-8121 （調基１）第1200号        平成28年 4月 1日
     局 旭川市末広東１条５丁目１番５号
     0166-52-3100  (0166-52-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102929,4279,6 有限会社　野間漢方薬〒079-8402 （調基１）第1524号        平成28年 6月 1日
     局 旭川市秋月２条１丁目６番１００
     0166-47-4033  (0166-46-1783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 103029,4293,7 永山南調剤薬局 〒079-8418 （調基１）第1183号        平成28年 4月 1日
     旭川市永山８条５丁目１番２号
     0166-46-0077  (0166-46-0590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103129,4294,5 東光調剤薬局 〒078-8349 （調基１）第825号         平成28年 4月 1日
     旭川市東光９条３丁目１番１２号
     0166-33-3023  (0166-33-3029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103229,4299,4 コア薬局　旭川店 〒079-8412 （調基１）第1061号        平成28年 4月 1日
     旭川市永山２条４丁目５８番地５
     号
     0166-46-2436  (0166-46-2436)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103329,4301,8 有限会社　林薬局 〒098-1206 （調基１）第670号         平成28年 4月 1日
     上川郡下川町幸町１０７番地
     01655-4-2213  (01655-4-2702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103429,4302,6 道北調剤薬局 〒078-8211 （調基１）第1361号        平成28年 4月 1日
     旭川市１条通２５丁目４８９番地
     ７９
     0166-35-8633  (0166-35-8660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103529,4303,4 末広みくに調剤薬局 〒071-8121 （調基１）第1102号        平成28年 4月 1日
     旭川市未広東１条１丁目２番１号
     0166-55-1392  (0166-54-1392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103629,4305,9 平成堂調剤薬局 〒078-8355 （調基１）第1350号        平成28年 4月 1日
     旭川市東光１５条５丁目４番６号
     0166-35-5201  (0166-35-5202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103729,4306,7 有限会社　今田薬局 〒096-0013 （調基１）第1669号        平成29年 4月 1日
     名寄市西３条南７丁目１番地
     01654-2-2445  (01654-3-8109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103829,4315,8 北日本調剤あたご調剤〒078-8239 （調基１）第1197号        平成28年 4月 1日
     薬局 旭川市豊岡９条７丁目１番２号
     0166-35-0220  (0166-35-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103929,4317,4 豊岡聖園調剤薬局 〒078-8238 （調基１）第480号         平成28年 4月 1日
     旭川市豊岡８条５丁目１番２０号
     0166-35-2290  (0160-35-2392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104029,4325,7 十仁薬局 〒070-0031 （調基１）第1435号        平成28年 4月 1日
     旭川市１条通８丁目５０４番地　
     西武パーキングビル２階
     0166-23-6611  (0166-24-1661)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 104129,4330,7 有限会社　フクヤ薬局〒071-0543 （調基１）第84号          平成28年 4月 1日
     空知郡上富良野町中町２丁目３番
     ２４号
     0167-45-2009  (0167-45-5039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104229,4334,9 １７丁目聖園調剤薬局〒070-0034 （調基１）第481号         平成28年 4月 1日
     旭川市４条通１７丁目４１０２番
     地　オール商店街７号館
     0166-25-8331  (0166-25-8332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104329,4339,8 コマヤ春光調剤薬局 〒070-0874 （調基１）第1098号        平成28年 4月 1日
     旭川市春光４条７丁目５－１５
     0166-55-1330  (0166-55-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104429,4345,5 はまなす薬局 〒079-8414 （調基１）第248号         平成28年 4月 1日
     旭川市永山４条６丁目６３番
     0166-48-8909  (0166-48-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104529,4346,3 ケンコウ調剤薬局 〒078-8346 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     旭川市東光６条２丁目１ー２６
     0166-39-2270  (0166-39-2271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104629,4349,7 神楽調剤薬局 〒070-8003 （調基１）第519号         平成28年 4月 1日
     旭川市神楽３条２丁目２８６
     0166-61-7379  (0166-61-7379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104729,4351,3 調剤薬局　ツルハドラ〒070-8013 （調基１）第420号         平成28年 4月 1日
     ッグ　神居３条店 旭川市神居３条５丁目４０５番地
     0166-62-5016  (0166-62-5016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104829,4352,1 三条北海調剤薬局 〒070-0033 （調基１）第881号         平成28年 4月 1日
     旭川市３条通９丁目１７０４番５
     ３
     0166-22-4600  (0166-22-4600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104929,4358,8 神居西中央薬局 〒070-8012 （調基１）第1242号        平成28年 4月 1日
     旭川市神居２条６丁目２番１４号
     0166-63-2821  (0166-63-2818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105029,4369,5 株式会社　ホシ山崎薬〒071-0208 （調基１）第75号          平成28年 4月 1日
     局 上川郡美瑛町本町１丁目３番１８
     号
     0166-92-1444  (0166-92-1719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 105129,4370,3 春光台薬局 〒071-8144 （調基１）第87号          平成28年 4月 1日
     旭川市春光台４条３丁目１３番１
     ５号
     0166-59-2272  (0166-59-2273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105229,4376,0 啓北薬局 〒070-0873 （調基１）第1659号        平成29年 4月 1日
     旭川市春光３条９丁目５番３号
     0166-59-2522  (0166-59-2523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105329,4379,4 旭薬　ホクト薬局 〒070-0032 （調基１）第1253号        平成28年 4月 1日
     旭川市２条通１丁目左１号
     0166-24-6611  (0166-22-4562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105429,4382,8 有限会社　ひまわり調〒078-8346 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     剤薬局 旭川市東光６条３丁目２番１２号
     0166-34-1447  (0166-34-1515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105529,4393,5 有限会社　あおぞら調〒070-0061 （調基１）第1917号        平成30年 4月 1日
     剤薬局 旭川市曙１条５丁目１番５号曙ビ
     ル１Ｆ
     0166-22-5885  (0166-23-5878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105629,4398,4 緑橋調剤薬局 〒070-0033 （調基１）第1185号        平成28年 4月 1日
     旭川市３条通９丁目１７０４番の
     １
     0166-27-3311  (0166-27-3799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105729,4406,5 ノルデン薬局　旭川４〒070-0034 （調基１）第1005号        平成28年 4月 1日
     条店 旭川市４条通１６丁目４１１ー１
     ４、１６ビル１Ｆ
     0166-25-5558  (0166-25-5700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105829,4407,3 平成堂調剤　東光南６〒078-8354 （調基１）第1348号        平成28年 4月 1日
     条通薬局 旭川市東光１４条５丁目２８０番
     ２９
     0166-34-1101  (0166-34-1119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105929,4411,5 末広東調剤薬局 〒071-8121 （調基１）第1181号        平成28年 4月 1日
     旭川市末広東１条２丁目４９番地
     １３１
     0166-55-7755  (0166-55-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106029,4413,1 ノルデン薬局　旭川春〒071-8142 （調基１）第1003号        平成28年 4月 1日
     光台店 旭川市春光台２条６丁目２番
     0166-55-6011  (0166-55-4011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 106129,4415,6 有限会社　パワーズ薬〒079-8421 （調基１）第138号         平成28年 4月 1日
     局 旭川市永山１１条４丁目１１９番
     地５１
     0166-49-2939  (0166-49-2939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106229,4416,4 河合薬局 〒095-0029 （調基１）第845号         平成28年 4月 1日
     士別市大通西４丁目７１４番地２
     01652-3-2045  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106329,4418,0 早坂調剤薬局　東光９〒078-8349 （調基１）第131号         平成28年 4月 1日
     条店 旭川市東光９条６丁目１番１２号
     0166-39-3520  (0166-39-3520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106429,4420,6 東６条調剤薬局 〒070-0026 （調基１）第1489号        平成28年 4月 1日
     旭川市東６条６丁目１番８号
     0166-29-6100  (0166-29-6195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106529,4422,2 はなさき調剤薬局 〒070-0901 （調基１）第194号         平成28年 4月 1日
     旭川市花咲町７丁目３８４２番の
     ３
     0166-59-5447  (0166-59-5515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106629,4424,8 くろだ薬局 〒079-2403 （調基１）第249号         平成28年 4月 1日
     空知郡南富良野町字幾寅市街６１
     ７ー２４
     0167-52-3232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106729,4429,7 薬局マツモトファーマ〒071-1521 （調基１）第1362号        平成28年 4月 1日
     シー 上川郡東神楽町ひじり野北１条３
     丁目１番１号
     0166-83-7211  (0166-83-7212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106829,4430,5 はやし調剤薬局 〒079-8417 （調基１）第649号         平成28年 4月 1日
     旭川市永山７条１０丁目１ー２
     0166-49-2353  (0166-49-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106929,4432,1 あすか薬局 〒078-8351 （調基１）第356号         平成28年 4月 1日
     旭川市東光１１条３丁目３番
     0166-39-1177  (0166-39-1218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107029,4435,4 コスモス薬局 〒070-0061 （調基１）第1369号        平成28年 4月 1日
     旭川市曙１条６丁目２番１５号
     0166-24-4193  (0166-29-3933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107129,4438,8 調剤薬局　ツルハドラ〒078-8242 （調基１）第417号         平成28年 4月 1日
     ッグ豊岡１２条店 旭川市豊岡１２条４丁目５番６号
     0166-37-8332  (0166-37-8332)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 107229,4440,4 名寄中央調剤薬局 〒096-0012 （調基１）第342号         平成28年 4月 1日
     名寄市西２条南６丁目６番地２
     01654-2-1890  (01654-2-1877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107329,4443,8 聖園調剤薬局　動物園〒078-8243 （調基１）第482号         平成28年 4月 1日
     通り店 旭川市豊岡１３条４丁目５番１６
     号
     0166-37-8100  (011-37-8101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107429,4444,6 丘のうえ薬局 〒078-8811 （調基１）第1363号        平成28年 4月 1日
     旭川市緑が丘南１条２丁目３番１
     １号
     0166-60-7211  (0166-60-7212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107529,4446,1 調剤薬局ツルハドラッ〒076-0031 （調基１）第434号         平成28年 4月 1日
     グ　富良野店 富良野市本町２番８号
     0167-39-2299  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107629,4448,7 旭川中央薬局 〒070-0029 （調基１）第1241号        平成28年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目２番１７号
     0166-29-7770  (0166-29-7711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107729,4449,5 旭薬　ナナカマド薬局〒070-0029 （調基１）第1254号        平成28年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目２ー１５
     0166-20-1100  (0166-20-1103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107829,4455,2 グリーン調剤薬局 〒070-0031 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     旭川市１条通８丁目３４８ー２旭
     川１条ビル４階
     0166-29-7655  (0166-29-7655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107929,4458,6 美瑛調剤薬局 〒071-0208 （調基１）第918号         平成28年 4月 1日
     上川郡美瑛町本町３丁目１０１番
     ８０
     0166-92-8801  (011-92-8803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108029,4459,4 有限会社　コマヤ薬局〒070-0832 （調基１）第568号         平成28年 4月 1日
     旭川市旭町２条３丁目１１番２９
     0166-51-2171  (0166-54-2160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108129,4460,2 調剤薬局　ツルハドラ〒070-0842 （調基１）第435号         平成28年 4月 1日
     ッグ大町店 旭川市大町２条１４丁目
     0166-46-8797  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 108229,4467,7 ドラッグストア・調剤〒071-0207 （調基１）第115号         平成28年 4月 1日
     薬局セサミ美瑛店 上川郡美瑛町中町２丁目６ー３２
     ホクレンショップ美瑛店
     0166-92-8118  (0166-92-8118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108329,4468,5 みずほ調剤薬局 〒076-0056 （調基１）第1887号        平成30年 4月 1日
     富良野市瑞穂町１番２号
     0167-22-9727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108429,4469,3 比布調剤薬局 〒078-0343 （調基１）第1228号        平成28年 4月 1日
     上川郡比布町中町２丁目２番３４
     号
     0166-58-9900  (0166-58-9001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108529,4471,9 松野薬局　東光店 〒078-8343 （調基１）第277号         平成28年 4月 1日
     旭川市東光３条６丁目１ー２３
     0166-45-6036  (0166-45-6037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108629,4474,3 有限会社　フタバ堂　〒070-0832 （調基１）第1346号        平成28年 4月 1日
     アイリス調剤薬局 旭川市旭町２条１０丁目１２８番
     ２３８
     0166-53-2815  (0166-53-2810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108729,4480,0 北海調剤薬局 〒078-8234 （調基１）第882号         平成28年 4月 1日
     旭川市豊岡４条３丁目３番８号
     0166-35-0935  (0166-35-0935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108829,4482,6 だいいち薬局　クスリ〒078-8236 （調基１）第190号         平成28年 4月 1日
     のだいいち 旭川市豊岡６条６丁目７番１５号
     0166-31-8924  (0166-31-8980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108929,4483,4 ペンギン調剤薬局 〒078-8261 （調基１）第64号          平成28年 4月 1日
     旭川市東旭川南１条１丁目２番８
     号
     0166-36-7807  (0166-36-7808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109029,4485,9 株式会社　ロータリー〒079-8417 （調基１）第925号         平成28年 4月 1日
     調剤薬局せせらぎ店 旭川市永山７条１６丁目２番１６
     0166-49-5050  (0166-47-9333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109129,4486,7 やまざき調剤薬局 〒079-8413 （調基１）第79号          平成28年 4月 1日
     旭川市永山３条１６丁目３番３号
     0166-40-1954  (0166-40-2932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 109229,4489,1 南四条中央薬局 〒078-8334 （調基１）第1240号        平成28年 4月 1日
     旭川市南４条通２２丁目３番地の
     ５１
     0166-38-6800  (0166-38-6811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109329,4491,7 太光堂薬局 〒070-0034 （調基１）第749号         平成28年 4月 1日
     旭川市４条通１３丁目１４３４番
     ３号
     0166-29-5630  (0166-29-3618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109429,4500,5 丸山薬局花咲店 〒070-0901 （調基１）第661号         平成28年 4月 1日
     旭川市花咲町６丁目４０４６番３
     0166-59-0051  (0166-59-0052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109529,4502,1 有限会社　大谷薬局 〒095-0029 （調基１）第147号         平成28年 4月 1日
     士別市大通西７丁目７１１ー４
     0165-23-2079  (0165-22-4300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109629,4503,9 村中薬局緑新店 〒078-8315 （調基１）第661号         平成28年 4月 1日
     旭川市神楽岡５条５丁目１番２４
     号
     0166-66-6226  (0166-66-6237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109729,4505,4 あざぶ調剤薬局 〒096-0018 （調基１）第706号         平成28年 4月 1日
     名寄市西８条南１１丁目２８－１
     ６２
     01654-9-4577  (01654-2-1611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109829,4509,6 ふじさわ薬局　末広５〒071-8135 （調基１）第53号          平成28年 4月 1日
     条店 旭川市末広５条１２丁目１－１６
     0166-57-1888  (0166-57-1887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109929,4511,2 ハート薬局ながやま店〒079-8415 （調基１）第245号         平成28年 4月 1日
     旭川市永山５条１１丁目１番９号
     0166-46-0863  (0166-46-0840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110029,4514,6 小川薬局 〒096-0018 （調基１）第1072号        平成28年 4月 1日
     名寄市西８条南２丁目３番地
     01654-2-3723  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110129,4516,1 きりん調剤薬局末広店〒071-8121 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     旭川市末広東１条３丁目２番７号
     0166-59-0085  (0166-59-0086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 110229,4517,9 ポテト調剤薬局　旭町〒070-0831 （調基１）第1466号        平成28年 4月 1日
     店 旭川市旭町１条３丁目２２５２－
     １
     0166-46-6780  (0166-46-6781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110329,4518,7 ほしば薬局 〒070-8012 （調基１）第663号         平成28年 4月 1日
     旭川市神居２条２１丁目９１番地
     の１０５
     0166-63-7060  (0166-63-7060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110429,4525,2 有限会社　野々村薬局〒078-1324 （調基１）第59号          平成28年 4月 1日
     上川郡当麻町４条南３丁目１番３
     ４号
     0166-84-2048  (0166-84-5195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110529,4526,0 辻薬局 〒096-0010 （調基１）第127号         平成28年 4月 1日
     名寄市大通南６丁目２番地
     01654-2-3390  (01654-2-3390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110629,4527,8 十字街中央薬局 〒070-8011 （調基１）第1244号        平成28年 4月 1日
     旭川市神居１条１０丁目２番９号
     0166-63-0088  (0166-63-0165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110729,4531,0 調剤薬局ツルハドラッ〒070-0034 （調基１）第422号         平成28年 4月 1日
     グ西店 旭川市４条通３丁目１６１６番の
     １
     0166-20-0036  (0166-20-0036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110829,4538,5 鈴木薬局 〒070-0035 （調基１）第467号         平成28年 4月 1日
     旭川市５条通１５丁目右１号
     0166-23-6053  (0166-23-6053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110929,4539,3 当麻はまなす薬局 〒078-1304 （調基１）第245号         平成28年 4月 1日
     上川郡当麻町４条西３丁目１６１
     ２番地５８
     0166-84-5502  (0166-84-5504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111029,4540,1 オーベル薬局　永山店〒079-8413 （調基１）第83号          平成28年 4月 1日
     旭川市永山３条２２丁目３番４号
     0166-40-2270  (0166-40-2271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111129,4541,9 愛別調剤薬局 〒078-1405 （調基１）第824号         平成28年 4月 1日
     上川郡愛別町字本町１５７番地１
     01658-9-3355  (01658-9-3456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 111229,4542,7 神居聖園調剤薬局 〒070-8012 （調基１）第483号         平成28年 4月 1日
     旭川市神居２条１丁目１９９番２
     の２
     0166-69-5820  (0166-69-5821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111329,4544,3 パープル調剤薬局 〒071-0206 （調基１）第1641号        平成29年 4月 1日
     上川郡美瑛町北町２丁目２番２０
     号
     0166-92-5353  (0166-92-5353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111429,4553,4 松井薬局 〒071-0542 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     空知郡上富良野町錦町２丁目２番
     １号
     0167-45-2365  (0167-45-2365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111529,4555,9 当麻薬局 〒078-1304 （調基１）第1647号        平成29年 4月 1日
     上川郡当麻町４条西３丁目１７番
     ２１号
     0166-84-3050  (0166-84-3307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111629,4557,5 マツモトファーマシー〒070-0034 （調基１）第1221号        平成28年 4月 1日
     ユーアンドアス薬局 旭川市４条通１６丁目４１２番１
     0166-27-7221  (0166-27-7216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111729,4558,3 あおい調剤薬局 〒078-8243 （調基１）第288号         平成28年 4月 1日
     旭川市豊岡１３条６丁目６番１２
     号
     0166-37-4193  (0166-37-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111829,4559,1 どうぶつ園通り薬局 〒078-8244 （調基１）第1184号        平成28年 4月 1日
     旭川市豊岡１４条７丁目４番４号
     0166-37-4545  (0166-37-4546)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111929,4560,9 和寒調剤薬局 〒098-0132 （調基１）第155号         平成28年 4月 1日
     上川郡和寒町字西町１０９番地
     0165-32-3337  (0165-32-3367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112029,4561,7 早坂調剤薬局末広４条〒071-8134 （調基１）第115号         平成28年 4月 1日
     店 旭川市末広４条１丁目１番５号
     0166-52-0911  (0166-52-0911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112129,4562,5 曽田薬局 〒071-8131 （調基１）第925号         平成28年 4月 1日
     旭川市末広１条１丁目２番３号
     0166-51-0695  (0166-51-4978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 112229,4563,3 ノルデン薬局富良野店〒076-0028 （調基１）第999号         平成28年 4月 1日
     富良野市錦町１番２号
     0167-23-8211  (0167-23-8212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112329,4564,1 どろっぷ調剤薬局 〒076-0057 （調基１）第661号         平成28年 4月 1日
     富良野市住吉町３番３１号
     0167-22-3540  (0167-22-3540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112429,4566,6 日本調剤　ふらの薬局〒076-0057 （調基１）第1229号        平成28年 4月 1日
     富良野市住吉町３番２７号
     0167-22-0808  (0167-22-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112529,4567,4 株式会社ヨシミ調剤薬〒096-0012 （調基１）第97号          平成28年 4月 1日
     局 名寄市西２条南６丁目２７番地２
     　メディケアビル１Ｆ
     01654-3-7377  (01654-2-0743)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112629,4568,2 パルム薬局 〒078-8341 （調基１）第921号         平成28年 4月 1日
     旭川市東光１条６丁目２番４号
     0166-37-0660  (0166-37-0661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112729,4570,8 マツモトファーマシー〒070-8013 （調基１）第1365号        平成28年 4月 1日
     神居すみれ薬局 旭川市神居３条１０丁目３０７－
     ２
     0166-63-1193  (0166-63-7212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112829,4572,4 有限会社　松永薬局 〒078-1741 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     上川郡上川町中央町５８６番地
     01658-2-1266  (01658-2-1513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112929,4574,0 ハート薬局かぐら店 〒070-8002 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     旭川市神楽２条４丁目２番１２号
     0166-63-6699  (0166-73-4881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113029,4575,7 勉強堂薬局 〒076-0026 （調基１）第1898号        平成30年 4月 1日
     富良野市朝日町１番５号
     0167-22-2729  (0167-22-2729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113129,4579,9 旭川薬局 〒071-8133 （調基１）第1208号        平成28年 4月 1日
     旭川市末広３条３丁目２番１６号
     0166-55-2755  (0166-55-2756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113229,4580,7 ぎんざ調剤薬局 〒070-0034 （調基１）第669号         平成28年 4月 1日
     旭川市４条通１４丁目１６０６－
     １
     0166-26-2625  (0166-26-2639)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 113329,4583,1 カブトヤ薬局 〒070-0039 （調基１）第570号         平成28年 4月 1日
     旭川市九条通１４丁目右１０号
     0166-23-3742  (0166-25-7400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113429,4585,6 株式会社グリーン薬局〒096-0016 （調基１）第96号          平成28年 4月 1日
     名寄市西６条南６丁目
     01654-9-2670  (01654-9-2688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113529,4586,4 ひがしかわ薬局 〒071-1423 （調基１）第847号         平成28年 4月 1日
     上川郡東川町東町１丁目１４番２
     号
     0166-82-0001  (0166-82-0002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113629,4589,8 センター薬局　上川店〒078-1743 （調基１）第632号         平成28年 4月 1日
     上川郡上川町花園町２１２番３
     01658-9-2600  (01658-9-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113729,4592,2 パルム薬局　永山店 〒079-8413 （調基１）第923号         平成28年 4月 1日
     旭川市永山３条１３丁目２番１号
     0166-85-6037  (0166-85-6038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113829,4593,0 どんぐり調剤薬局 〒070-0824 （調基１）第831号         平成28年 4月 1日
     旭川市錦町１７丁目２６６２番地
     の１
     0166-74-3691  (0166-74-3694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113929,4595,5 旭川医大前調剤薬局 〒078-8302 （調基１）第1186号        平成28年 4月 1日
     旭川市緑が丘２条４丁目６番２２
     号
     0166-60-7001  (0166-60-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114029,4597,1 医大前グリーンヒル薬〒078-8302 （調基１）第239号         平成28年 4月 1日
     局 旭川市緑が丘２条４丁目１１番５
     号
     0166-73-6600  (0166-73-6636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114129,4598,9 さくら薬局　富良野店〒076-0028 （調基１）第846号         平成28年 4月 1日
     富良野市錦町１番１号
     0167-22-1331  (0167-22-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114229,4599,7 株式会社ロータリー調〒070-0824 （調基１）第918号         平成28年 4月 1日
     剤薬局北星店 旭川市錦町１９丁目２１６６番２
     ８８
     0166-85-6700  (0166-85-6798)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 114329,4600,3 調剤薬局ツルハドラッ〒078-8211 （調基１）第404号         平成28年 4月 1日
     グ１条店 旭川市１条通２３丁目１１１－２
     ４
     0166-37-5225  (0166-37-5225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114430,4002,0 プラタナス薬局 〒070-0032 （調基１）第1892号        平成30年 4月 1日
     旭川市２条通６丁目右１号
     0166-73-8248  (0166-73-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114530,4003,8 風連調剤薬局 〒098-0504 （調基１）第725号         平成28年 4月 1日
     名寄市風連町本町７７番１
     01655-7-2101  (01655-3-2422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114630,4005,3 朝日調剤薬局 〒095-0401 （調基１）第7号           平成28年 4月 1日
     士別市朝日町中央４０２９番地５
     ３
     0165-28-3535  (0165-28-3545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114730,4007,9 センター薬局高台通店〒071-8132 （調基１）第269号         平成28年 4月 1日
     旭川市末広２条１丁目１番１０号
     0166-46-8800  (0166-46-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114830,4009,5 日本調剤　旭川四条薬〒070-0034 （調基１）第1231号        平成28年 4月 1日
     局 旭川市４条通１３丁目８３４番地
     0166-21-3151  (0166-24-2261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114930,4012,9 村中薬局 〒070-0874 （調基１）第220号         平成28年 4月 1日
     旭川市春光４条６丁目４番１８号
     0166-52-2111  (0166-52-0237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115030,4016,0 かなもり薬局 〒070-0031 （調基１）第350号         平成28年 4月 1日
     旭川市１条通１１丁目１１８番地
     ２８
     0166-22-6556  (0166-22-6558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115130,4018,6 いるか薬局 〒070-0832 （調基１）第874号         平成28年 4月 1日
     旭川市旭町２条１０丁目１２８番
     地２０５
     0166-46-8111  (0166-46-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115230,4020,2 平成堂調剤薬局　士別〒095-0011 （調基１）第1349号        平成28年 4月 1日
     店 士別市東１条９丁目９番２
     0165-26-7111  (0165-26-7115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 115330,4022,8 日本調剤春光一条薬局〒070-0871 （調基１）第1217号        平成28年 4月 1日
     旭川市春光１条８丁目１２番３６
     号
     0166-46-6030  (0166-51-5230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115430,4024,4 しろくま調剤薬局 〒071-8131 （調基１）第1226号        平成28年 4月 1日
     旭川市末広１条５丁目１番２６号
     0166-59-5566  (0166-59-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115530,4026,9 ステラ調剤薬局　富良〒076-0011 （調基１）第472号         平成28年 4月 1日
     野店 富良野市末広町７番２５号
     0167-22-0741  (0167-22-0742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115630,4027,7 調剤薬局ツルハドラッ〒079-8417 （調基１）第401号         平成28年 4月 1日
     グ永山７条店 旭川市永山７条４丁目１００ー９
     ９
     0166-40-2268  (0166-40-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115730,4030,1 ココカラファイン薬局〒070-0032 （調基１）第902号         平成28年 4月 1日
     　マルカツ店 旭川市２条通７丁目２２７番地１
     マルカツデパート１階
     0166-24-9050  (0166-24-9033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115830,4031,9 ココカラファイン薬局〒071-1201 （調基１）第903号         平成28年 4月 1日
     　鷹栖メロディー店 上川郡鷹栖町南一条２丁目１番１
     号
     0166-59-3311  (0166-87-5858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115930,4032,7 はな保険薬局 〒070-0054 （調基１）第148号         平成28年 4月 1日
     旭川市４条西７丁目１番３－１号
     0166-24-8789  (0166-21-8789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116030,4033,5 調剤薬局ツルハドラッ〒096-0014 （調基１）第426号         平成28年 4月 1日
     グ名寄西４条店 名寄市西４条南６丁目７番地
     01654-9-7268  (01654-9-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116130,4037,6 紅屋薬局 〒076-0024 （調基１）第463号         平成28年 4月 1日
     富良野市幸町７番２８号
     0167-22-2601  (0167-22-1782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116230,4038,4 調剤薬局ツルハドラッ〒076-0021 （調基１）第432号         平成28年 4月 1日
     グ富良野緑町店 富良野市緑町１番１４号
     0167-39-1151  (0167-39-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116330,4039,2 あしたば薬局　日赤前〒070-0032 （調基１）第1331号        平成28年 4月 1日
     店 旭川市２条通１丁目４９９－１
     0166-22-4193  (0166-22-4194)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 116430,4040,0 あかね薬局 〒071-8135 （調基１）第1460号        平成28年 4月 1日
     旭川市末広５条７丁目１番１１号
     0166-57-1181  (0166-57-1617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116530,4043,4 アイム調剤薬局 〒078-8220 （調基１）第844号         平成28年 4月 1日
     旭川市１０条通２１丁目２番２０
     号
     0166-37-5551  (0166-37-5552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116630,4046,7 調剤薬局ツルハドラッ〒070-0824 （調基１）第398号         平成28年 4月 1日
     グ錦町店 旭川市錦町１５丁目２９０３番２
     0166-59-2466  (0166-59-2466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116730,4047,5 カムイ調剤薬局 〒070-8017 （調基１）第110号         平成28年 4月 1日
     旭川市神居７条１２丁目１番４－
     ２号
     0166-63-3883  (0166-63-3237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116830,4048,3 旭町調剤薬局 〒070-0832 （調基１）第1182号        平成28年 4月 1日
     旭川市旭町２条４丁目１２番地３
     ０８
     0166-55-6262  (0166-55-7676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116930,4050,9 調剤薬局クスリのツル〒070-0036 （調基１）第397号         平成28年 4月 1日
     ハ旭川６条店 旭川市６条通７丁目３１－１アク
     ア旭川ビル１Ｆ
     0166-29-3362  (0166-29-3362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117030,4051,7 マリー薬局 〒070-0832 （調基１）第575号         平成28年 4月 1日
     旭川市旭町２条６丁目１２番地７
     ４オークヒルズ２・６　１階
     0166-53-1234  (0166-53-1201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117130,4052,5 ハーブ調剤薬局 〒078-8372 （調基１）第784号         平成28年 4月 1日
     旭川市旭神２条３丁目６番２２号
     0166-68-2345  (0166-68-2346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117230,4054,1 あすなろ調剤薬局 〒070-0030 （調基１）第825号         平成28年 4月 1日
     旭川市宮下通７丁目３８９７番地
     旭川駅前ビル４階
     0166-29-7300  (0166-29-7333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117330,4055,8 ノーブル調剤薬局 〒078-8315 （調基１）第781号         平成28年 4月 1日
     旭川市神楽岡５条６丁目４番１６
     号
     0166-60-7177  (0166-60-7178)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 117430,4057,4 きのえ薬局 〒078-8232 （調基１）第803号         平成28年 4月 1日
     旭川市豊岡２条７丁目４番１１号
     0166-37-8838  (0166-37-8839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117530,4058,2 キタ調剤薬局中川店 〒098-2802 （調基１）第1467号        平成28年 4月 1日
     中川郡中川町字中川３８２番４
     01656-7-3050  (01656-7-3051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117630,4059,0 豊岡環状通り薬局 〒078-8239 （調基１）第1386号        平成28年 4月 1日
     旭川市豊岡９条７丁目２番１号
     0166-35-8611  (0166-74-8146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117730,4060,8 忠和調剤薬局 〒070-8044 （調基１）第1388号        平成28年 4月 1日
     旭川市忠和４条５丁目４番１号
     0166-69-2377  (0166-69-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117830,4061,6 ひかり調剤薬局 〒078-8345 （調基１）第1385号        平成28年 4月 1日
     旭川市東光５条６丁目３番３号
     0166-39-2727  (0166-39-2728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117930,4062,4 オレンジ薬局 〒071-8136 （調基１）第1209号        平成28年 4月 1日
     旭川市末広６条４丁目１番１８号
     0166-73-3987  (0166-73-3771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118030,4066,5 旭川いづみ調剤薬局 〒070-0034 （調基１）第1384号        平成28年 4月 1日
     旭川市４条通１０丁目２２３３－
     ６
     0166-25-1238  (0166-25-1237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118130,4068,1 といろ薬局 〒070-0875 （調基１）第1070号        平成28年 4月 1日
     旭川市春光５条５丁目１番７号
     0166-76-6608  (0166-76-6609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118230,4069,9 ハート薬局 〒078-8341 （調基１）第243号         平成28年 4月 1日
     旭川市東光１条１丁目４番８号
     0166-31-1135  (0166-31-3131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118330,4071,5 アイン薬局旭川東店 〒078-8214 （調基１）第712号         平成28年 4月 1日
     旭川市４条通１９丁目１７１９番
     ４
     0166-34-2228  (0166-34-2222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118430,4075,6 アイン薬局美瑛店 〒071-0207 （調基１）第726号         平成28年 4月 1日
     上川郡美瑛町中町４丁目１００－
     １０４
     0166-92-9014  (0166-92-9015)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 118530,4079,8 アイン薬局士別店 〒095-0048 （調基１）第716号         平成28年 4月 1日
     士別市東１１条６丁目２３０９番
     ２
     0165-29-2081  (0165-29-2084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118630,4085,5 東光１条薬局 〒078-8341 （調基１）第1656号        平成29年 4月 1日
     旭川市東光１条２丁目１番５号
     0166-85-6143  (0166-85-6144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118730,4087,1 調剤薬局ツルハドラッ〒070-0843 （調基１）第1548号        平成28年 7月 1日
     ク旭川大町３条店 旭川市大町３条５丁目２３９７－
     １８
     0166-46-7268  (0166-46-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118830,4088,9 ミント調剤薬局永山店〒079-8412 （調基１）第1556号        平成28年 7月 1日
     旭川市永山２条７丁目５８－３８
     0166-46-4193  (0166-46-4198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118930,4091,3 ココカラファイン薬局〒078-8251 （調基１）第1577号        平成28年 9月 1日
     　東旭川店 旭川市東旭川北１条６丁目６番２
     号
     0166-36-7780  (0166-36-7790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119030,4092,1 サンビレッジ調剤薬局〒070-8012 （調基１）第1589号        平成28年10月 1日
     旭川市神居２条１８丁目１６番地
     １５
     0166-61-2289  (0166-61-2939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119130,4095,4 ふじさわ薬局永山４条〒079-8414 （調基１）第1617号        平成28年12月 1日
     店 旭川市永山４条１０丁目２番１４
     号
     0166-49-1881  (0166-49-1888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119230,4096,2 まつもと調剤薬局 〒078-8353 （調基１）第1622号        平成28年12月 1日
     旭川市東光１３条１丁目５番４号
     0166-35-7211  (0166-73-7313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119330,4097,0 有限会社健保堂エール〒079-8417 （調基１）第1618号        平成28年12月 1日
     薬局 旭川市永山７条５丁目１番５号
     0166-46-5250  (0166-46-5251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119430,4099,6 すずらん薬局音威子府〒098-2501 （調基１）第1661号        平成29年 4月 1日
     店 中川郡音威子府村字音威子府５０
     ９番１４２
     01656-9-3433  (01656-9-3453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 119530,4100,2 ほたる調剤薬局上富良〒071-0561 （調基１）第1745号        平成29年 5月 1日
     野店 空知郡上富良野町大町３丁目３－
     ４１
     0167-45-0208  (0167-45-2331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119630,4101,0 くらら薬局銀座店 〒070-0034 （調基１）第1755号        平成29年 6月 1日
     旭川市４条通１５丁目１６９３番
     地３
     0166-67-9039  (0166-56-1802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119730,4102,8 なの花薬局豊岡店 〒078-8232 （調基１）第1792号        平成29年 7月 1日
     旭川市豊岡２条６丁目６番９号
     0166-31-9898  (0166-31-9696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119830,4103,6 なの花薬局永山店 〒079-8416 （調基１）第1793号        平成29年 7月 1日
     旭川市永山６条１１丁目６番１６
     号
     0166-46-1189  (0166-46-1093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119930,4104,4 なの花薬局忠和店 〒070-8044 （調基１）第1794号        平成29年 7月 1日
     旭川市忠和４条６丁目３番１０号
     0166-63-6889  (0166-63-1093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120030,4106,9 なの花薬局ふらの店 〒076-0018 （調基１）第1780号        平成29年 7月 1日
     富良野市弥生町６番３２号
     0167-23-6889  (0167-39-1155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120130,4107,7 なの花薬局ネーブル店〒076-0024 （調基１）第1781号        平成29年 7月 1日
     富良野市幸町９番１０号
     0167-39-1193  (0167-39-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120230,4108,5 しんとみ調剤薬局 〒070-0002 （調基１）第1808号        平成29年 8月 1日
     旭川市新富２条１丁目１番１３号
     0166-24-8228  (0166-24-8237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120330,4109,3 さいほう薬局 〒079-2403 （調基１）第1812号        平成29年 9月 1日
     空知郡南富良野町字幾寅６１７－
     ２３
     0167-39-7033  (0167-39-7033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120430,4110,1 サツドラ薬局旭川４条〒070-0034 （調基１）第1820号        平成29年11月 1日
     通店 旭川市４条通１０丁目２１８９番
     １
     0166-21-9200  (0166-21-9201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 120530,4111,9 飛騨調剤薬局 〒078-8214 （調基１）第1925号        平成30年 4月 1日
     旭川市４条通１８丁目９２９－１
     0166-34-2151  (0166-34-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120635,4026,8 株式会社　多田薬局本〒051-0011 （調基１）第656号         平成28年 4月 1日
     店 室蘭市中央町３丁目４番１４号
     0143-24-1230  (0143-24-2074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120735,4085,4 しお薬局 〒059-0464 （調基１）第109号         平成28年 4月 1日
     登別市登別東町２丁目４３番地２
     01438-3-2544  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120835,4088,8 ギンザ薬局 〒050-0085 （調基１）第1273号        平成28年 4月 1日
     室蘭市輪西町２丁目１１番２号
     0143-43-5522  (0143-43-5509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120935,4089,6 まるやま薬局本店 〒059-0032 （調基１）第871号         平成28年 4月 1日
     登別市新生町３丁目１１番地１７
     01438-6-4343  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121035,4093,8 太平堂薬局 〒050-0074 （調基１）第563号         平成28年 4月 1日
     室蘭市中島町２丁目２７番８号
     0143-44-3621  (0143-44-7879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121135,4100,1 たかの調剤薬局 〒052-0022 （調基１）第1681号        平成29年 4月 1日
     伊達市梅本町３５番１１号
     0142-25-6100  (0142-23-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121235,4102,7 上条薬局 〒052-0032 （調基１）第118号         平成28年 4月 1日
     伊達市山下町５４番地の２
     0142-23-2539  (0142-23-2539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121335,4111,8 有限会社　伊達光調剤〒052-0027 （調基１）第1249号        平成28年 4月 1日
     薬局 伊達市大町３
     0142-25-5425  (0142-25-6892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121435,4127,4 有限会社　ホリタ薬局〒059-0032 （調基１）第1919号        平成30年 4月 1日
     登別市新生町３丁目１０ー１０
     0143-86-1331  (0143-86-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121535,4131,6 むらかみ薬局 〒059-0014 （調基１）第179号         平成28年 4月 1日
     登別市富士町５丁目１番地１
     0143-85-2006  (0143-88-1378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121635,4134,0 アオバ薬局 〒049-5611 （調基１）第290号         平成28年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町旭町７６番地
     0142-76-2049  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 121735,4139,9 株式会社　宝山堂中島〒059-0034 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     薬局 登別市鷲別町３丁目２０番地５
     0143-86-6155  (0143-86-8876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121835,4148,0 ひかり薬局 〒052-0021 （調基１）第1312号        平成28年 4月 1日
     伊達市末永町６２番地
     0142-21-2888  (0142-21-2777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121935,4155,5 ひかり薬局　洞爺湖店〒049-5605 （調基１）第1247号        平成28年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町高砂町３２ー４
     0142-74-2211  (0142-74-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122035,4156,3 登別中央調剤薬局 〒059-0012 （調基１）第1392号        平成28年 4月 1日
     登別市中央町５丁目１番地１
     0143-88-2112  (0143-88-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122135,4157,1 こじま薬局 〒050-0083 （調基１）第681号         平成28年 4月 1日
     室蘭市東町２丁目１６番地２４号
     0143-41-3788  (0143-41-3789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122235,4160,5 パルス薬局　伊達店 〒052-0021 （調基１）第1288号        平成28年 4月 1日
     伊達市末永町６２番２号
     0142-21-2121  (0142-21-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122335,4165,4 有限会社　山本薬局 〒049-5603 （調基１）第1359号        平成28年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町入江５１番地２１
     0142-76-1122  (0142-76-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122435,4170,4 駅前通り調剤薬局 〒052-0032 （調基１）第240号         平成28年 4月 1日
     伊達市山下町１５９番地１
     0142-21-5665  (0142-21-3080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122535,4174,6 株式会社　多田薬局本〒059-0026 （調基１）第754号         平成28年 4月 1日
     店　若山店 登別市若山町４丁目４１番地１若
     山ビル
     0143-82-2260  (0143-82-2265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122635,4178,7 みどり薬局　若草店 〒059-0035 （調基１）第168号         平成28年 4月 1日
     登別市若草町４丁目２５番地７
     0143-82-6015  (0143-82-6016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122735,4182,9 ぼこい薬局 〒051-0004 （調基１）第547号         平成28年 4月 1日
     室蘭市母恋北町２丁目３番５号
     0143-23-1284  (0143-23-1286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 122835,4183,7 日本調剤　室蘭薬局 〒051-0012 （調基１）第1234号        平成28年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目７番１号
     0143-25-6800  (0143-22-6802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122935,4187,8 みうら薬局 〒049-5605 （調基１）第1306号        平成28年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町高砂町１５９番地
     ２
     0142-74-3333  (0142-74-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123035,4189,4 かしま調剤薬局 〒052-0024 （調基１）第724号         平成28年 4月 1日
     伊達市鹿島町６２番地２
     0142-22-2266  (0142-22-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123135,4194,4 有限会社　プログレス〒050-0073 （調基１）第549号         平成28年 4月 1日
     　みやのもり薬局 室蘭市宮の森町４丁目１２番１８
     号メディカル宮の森１階
     0143-41-0065  (0143-41-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123235,4205,8 みどり薬局 〒051-0016 （調基１）第169号         平成28年 4月 1日
     室蘭市幸町７番６号
     0143-23-3655  (0143-24-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123335,4206,6 海岸町ひぐち薬局 〒051-0022 （調基１）第553号         平成28年 4月 1日
     室蘭市海岸町１丁目５８番地
     0143-25-2411  (0143-25-2412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123435,4215,7 室蘭ひまわり薬局 〒050-0085 （調基１）第834号         平成28年 4月 1日
     室蘭市輪西町２丁目３番２０号
     0143-41-7001  (0143-41-7007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123535,4216,5 こうほく薬局 〒050-0063 （調基１）第546号         平成28年 4月 1日
     室蘭市港北町１丁目１１番３号
     0143-58-3100  (0143-55-2500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123635,4219,9 かえで調剤薬局富士町〒059-0014 （調基１）第1393号        平成28年 4月 1日
     店 登別市富士町６丁目２１番地６
     0143-81-4670  (0143-81-4671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123735,4220,7 ひかり薬局舟岡店 〒052-0014 （調基１）第1248号        平成28年 4月 1日
     伊達市舟岡町２１２番地９
     0142-21-1710  (0142-21-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123835,4221,5 中島薬局本店 〒050-0074 （調基１）第285号         平成28年 4月 1日
     室蘭市中島町１丁目３４番７号
     0143-44-2636  (0143-44-2869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 123935,4223,1 すばる薬局 〒050-0074 （調基１）第304号         平成28年 4月 1日
     室蘭市中島町１丁目８番６号　プ
     レアディス中島ビル１階
     0143-44-1717  (0143-44-1919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124035,4224,9 きりん調剤薬局 〒049-5602 （調基１）第377号         平成28年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町泉３４番地２２
     0142-76-3350  (0142-76-3351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124135,4225,6 有限会社ツケダ薬局本〒050-0074 （調基１）第458号         平成28年 4月 1日
     店 室蘭市中島町３丁目７番１１号
     0143-44-3370  (0143-43-8288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124235,4226,4 ふなおか薬局 〒052-0014 （調基１）第24号          平成28年 4月 1日
     伊達市舟岡町３２９番地１３
     0142-25-7026  (0142-25-7026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124335,4227,2 わにし薬局 〒050-0085 （調基１）第545号         平成28年 4月 1日
     室蘭市輪西町１丁目１１番４号
     0143-41-1700  (0143-41-1701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124435,4232,2 ちりべつ薬局 〒050-0076 （調基１）第544号         平成28年 4月 1日
     室蘭市知利別町１丁目３番１０号
     土屋マンション１階
     0143-41-1100  (0143-41-2400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124535,4236,3 株式会社　くすりのも〒051-0005 （調基１）第1500号        平成28年 4月 1日
     りた母恋店 室蘭市新富町１丁目４番２４号
     0143-83-6008  (0143-83-6028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124635,4237,1 たいへいばし薬局 〒050-0074 （調基１）第543号         平成28年 4月 1日
     室蘭市中島町２丁目２１番１０号
     メディカル中島１階
     0143-41-5155  (0143-41-5156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124735,4238,9 さくら薬局　室蘭山手〒051-0012 （調基１）第1710号        平成29年 5月 1日
     店 室蘭市山手町３丁目１２番４号
     0143-25-2000  (0143-25-2011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124835,4239,7 なぎさ調剤薬局 〒050-0072 （調基１）第900号         平成28年 4月 1日
     室蘭市高砂町５丁目７番１４号
     0143-41-0637  (0143-41-0638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124935,4243,9 おおつぼ薬局 〒052-0022 （調基１）第22号          平成28年 4月 1日
     伊達市梅本町２番地２
     0142-22-3001  (0142-22-3002)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 125035,4247,0 ポチヤ薬局 〒050-0065 （調基１）第594号         平成28年 4月 1日
     室蘭市本輪西町１丁目６番９号
     0143-55-8433  (0143-55-8633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125135,4258,7 インター薬局 〒052-0012 （調基１）第801号         平成28年 4月 1日
     伊達市松ケ枝町３０番地１３
     0142-21-3636  (0142-21-3638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125235,4259,5 調剤薬局ツルハドラッ〒050-0074 （調基１）第439号         平成28年 4月 1日
     グ室蘭中島北店 室蘭市中島町１丁目２８番９－２
     0143-42-2177  (0143-42-2177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125335,4262,9 アイン薬局東室蘭店 〒050-0083 （調基１）第731号         平成28年 4月 1日
     室蘭市東町４丁目１番１７号
     0143-41-5030  (0143-41-5036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125435,4263,7 アイン薬局白鳥台店 〒050-0054 （調基１）第698号         平成28年 4月 1日
     室蘭市白鳥台５丁目１９番２３号
     0143-59-7522  (0143-59-7523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125535,4264,5 マリン調剤薬局 〒050-0083 （調基１）第252号         平成28年 4月 1日
     室蘭市東町２丁目２２番１４号
     0143-47-2207  (0143-47-2208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125635,4265,2 パール調剤薬局 〒050-0061 （調基１）第358号         平成28年 4月 1日
     室蘭市八丁平２丁目７番２８号
     0143-41-0122  (0143-41-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125735,4266,0 おうらん薬局 〒050-0074 （調基１）第541号         平成28年 4月 1日
     室蘭市中島町１丁目２８番１８号
     メディカル中島Ⅲ１階
     0143-41-6060  (0143-41-6061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125835,4269,4 桜の杜薬局 〒052-0021 （調基１）第1609号        平成28年12月 1日
     伊達市末永町４９番地７
     0142-21-7557  (0142-21-0080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125935,4270,2 エスタ薬局 〒050-0074 （調基１）第1645号        平成29年 3月 1日
     室蘭市中島町３丁目２２番５号エ
     スタビル１階
     0143-43-0160  (0143-43-0162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126035,4278,5 なの花薬局とんけし店〒059-0028 （調基１）第1776号        平成29年 7月 1日
     登別市富岸町２丁目２番地１９
     0143-86-7500  (0143-86-3434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 126135,4281,9 なの花薬局伊達梅本店〒052-0022 （調基１）第1782号        平成29年 7月 1日
     伊達市梅本町６番地
     0142-23-3911  (0142-23-3987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126235,4283,5 なの花薬局室蘭宮の森〒050-0073 （調基１）第1784号        平成29年 7月 1日
     店 室蘭市宮の森町１丁目１番３６号
     0143-45-1193  (0143-45-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126335,4284,3 アンカー薬局 〒059-0464 （調基１）第1805号        平成29年 8月 1日
     登別市登別東町２丁目１５番２４
     0143-84-5353  (0143-84-5355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126435,4286,8 クローバー薬局登別店〒059-0032 （調基１）第1817号        平成29年10月 1日
     登別市新生町１丁目２６番２２号
     0143-82-1010  (0143-82-1011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126536,4053,0 グリーン調剤薬局 〒053-0006 （調基１）第1909号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市新中野町３丁目９番８号
     0144-36-6600  (0144-36-6512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126636,4054,8 錦岡薬局 〒059-1275 （調基１）第34号          平成28年 4月 1日
     苫小牧市字錦岡５７３番３２０　
     ドリームショプ　錦西内
     0144-68-0433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126736,4057,1 アスティー調剤薬局 〒053-0831 （調基１）第249号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市豊川町３丁目６番２号
     0144-75-7575  (0144-75-7576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126836,4062,1 グリーン調剤薬局　と〒059-1261 （調基１）第1908号        平成30年 4月 1日
     きわ店 苫小牧市ときわ町５丁目１８番１
     ８号
     0144-68-1777  (0144-68-1811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126936,4065,4 山崎正効堂薬局 〒053-0044 （調基１）第1116号        平成28年 4月 1日
     苫小牧市音羽町２丁目１６番１２
     号
     0144-32-2392  (0144-32-2395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127036,4066,2 ふじい薬局　花園店 〒053-0853 （調基１）第767号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市花園町４丁目３－２６
     0144-75-0000  (0144-75-0010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127136,4070,4 タカダ薬局 〒053-0811 （調基１）第574号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市光洋町１丁目１６番１３
     号
     0144-76-6500  (0144-76-6300)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 127236,4073,8 たいせい薬局 〒053-0806 （調基１）第1717号        平成29年 4月 1日
     苫小牧市大成町２丁目３番１号
     0144-75-1221  (0144-75-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127336,4075,3 グリーン調剤薬局　と〒059-1261 （調基１）第1910号        平成30年 4月 1日
     きわ東店 苫小牧市ときわ町６丁目２１番５
     号
     0144-61-2345  (0144-61-2346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127436,4085,2 ホワイト調剤薬局 〒053-0833 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市日新町２丁目６番４６号
     0144-76-8858  (0144-76-8859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127536,4087,8 グリーン調剤薬局　西〒059-1261 （調基１）第1907号        平成30年 4月 1日
     インター店 苫小牧市ときわ町３丁目１５番１
     号
     0144-61-2600  (0144-61-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127636,4097,7 泉町調剤薬局 〒053-0047 （調基１）第670号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市泉町２丁目５番５号
     0144-36-3666  (0144-32-0399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127736,4098,5 旭町調剤薬局 〒053-0018 （調基１）第1725号        平成29年 4月 1日
     苫小牧市旭町４丁目４番３号
     0144-36-3669  (0144-32-0388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127836,4099,3 木場町薬局 〒053-0033 （調基１）第341号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市木場町２丁目９番１５号
     0144-31-7180  (0144-31-7181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127936,4105,8 クルミ薬局　若草店 〒053-0021 （調基１）第928号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市若草町５丁目１０番２４
     号
     0144-31-5760  (0144-31-5761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128036,4108,2 クローバー薬局　元中〒053-0005 （調基１）第682号         平成28年 4月 1日
     野店 苫小牧市元中野町３丁目８番１１
     号
     0144-31-3005  (0144-31-3006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128136,4118,1 ふじい薬局　王子通り〒053-0022 （調基１）第766号         平成28年 4月 1日
     本店 苫小牧市表町５丁目２－７風都市
     ビル１階
     0144-35-1000  (0144-35-1002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 128236,4122,3 タカダ薬局　宮前店 〒053-1264 （調基１）第573号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市宮前町２丁目３３番５号
     0144-61-6116  (0144-61-6118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128336,4123,1 アルビ調剤薬局　苫小〒059-1364 （調基１）第672号         平成28年 4月 1日
     牧店 苫小牧市東開町３丁目１７番１９
     号
     0144-52-5575  (0144-52-5576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128436,4124,9 伊達いづみ調剤薬局 〒052-0024 （調基１）第1434号        平成28年 4月 1日
     伊達市鹿島町１番地５
     0142-22-1238  (0142-22-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128536,4125,6 赤いひまわり薬局 〒059-1911 （調基１）第1875号        平成30年 4月 1日
     勇払郡安平町追分本町１丁目３７
     －３
     01452-6-6555  (01452-6-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128636,4126,4 ハッピー調剤薬局 〒059-1601 （調基１）第660号         平成28年 4月 1日
     勇払郡厚真町京町１００番地１
     01452-7-3132  (01452-7-3133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128736,4127,2 新冠薬局 〒059-2402 （調基１）第1677号        平成29年 4月 1日
     新冠郡新冠町字中央町２４番地１
     ４
     0146-47-2338  (0146-47-4747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128836,4128,0 キタ調剤薬局　北星店〒059-1303 （調基１）第1470号        平成28年 4月 1日
     苫小牧市拓勇東町４丁目４番地の
     ８
     0144-53-5050  (0144-53-5051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128936,4130,6 有限会社　十字屋薬局〒053-0023 （調基１）第271号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市錦町２丁目５番１５号セ
     ントラル三条１Ｆ
     0144-32-2735  (0144-32-2738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129036,4133,0 調剤薬局ツルハドラッ〒053-0805 （調基１）第366号         平成28年 4月 1日
     グ　大成店 苫小牧市新富町１丁目８－２５
     0144-71-6501  (0144-71-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129136,4143,9 フラワー調剤薬局緑町〒053-0032 （調基１）第668号         平成28年 4月 1日
     店 苫小牧市緑町２丁目５番１号
     0144-31-5880  (0144-31-5881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 129236,4147,0 ふじい薬局緑ヶ丘店 〒053-0034 （調基１）第772号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市清水町１丁目２番地１号
     0144-31-6111  (0144-31-6112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129336,4149,6 調剤薬局ツルハドラッ〒053-0046 （調基１）第444号         平成28年 4月 1日
     グ苫小牧住吉店 苫小牧市住吉町２丁目２９番
     0144-31-7077  (0144-31-7077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129436,4150,4 ナカジマ薬局みどりヶ〒053-0046 （調基１）第1228号        平成28年 4月 1日
     丘店 苫小牧市住吉町２丁目８番１７号
     0144-38-0077  (0144-36-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129536,4152,0 株式会社　ほべつ調剤〒054-0211 （調基１）第137号         平成28年 4月 1日
     薬局 勇払郡むかわ町穂別８１番地３９
     0145-45-7711  (0145-45-7722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129636,4154,6 アルファ調剤薬局双葉〒053-0045 （調基１）第126号         平成28年 4月 1日
     店 苫小牧市双葉町３丁目２６－１４
     0144-38-3307  (0144-38-3308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129736,4155,3 ヤマザキ薬局 〒053-0042 （調基１）第1117号        平成28年 4月 1日
     苫小牧市三光町５丁目６番４号コ
     ープさっぽろステイ店内
     0144-34-5768  (0144-34-7490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129836,4156,1 白老町民薬局 〒059-0903 （調基１）第1676号        平成29年 4月 1日
     白老郡白老町日の出町３丁目１番
     ４８号
     0144-85-2626  (0144-85-2320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129936,4157,9 ポプラ薬局青葉店 〒053-0807 （調基１）第640号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市青葉町２丁目９番１８号
     0144-78-2315  (0144-78-2316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130036,4158,7 調剤薬局ツルハドラッ〒053-0022 （調基１）第448号         平成28年 4月 1日
     グ苫小牧王子店 苫小牧市表町４丁目３－２３
     0144-38-8028  (0144-38-8028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130136,4163,7 川沿調剤薬局 〒053-0822 （調基１）第672号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市川沿町４丁目８－５
     0144-73-3666  (0144-75-0399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130236,4164,5 樽前調剤薬局 〒059-1265 （調基１）第673号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市字樽前２２２－３４
     0144-68-8001  (0144-68-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 130336,4169,4 ふじい薬局早来調剤 〒059-1501 （調基１）第945号         平成28年 4月 1日
     勇払郡安平町早来大町１４８番地
     １
     0145-22-3233  (0145-22-3433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130436,4170,2 あかり薬局 〒053-0811 （調基１）第156号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市光洋町１丁目１２番２３
     号
     0144-78-3003  (0144-78-3013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130536,4172,8 センター薬局　拓勇店〒059-1303 （調基１）第213号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市拓勇東町３丁目３番１０
     号
     0144-84-7314  (0144-84-7315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130636,4175,1 調剤薬局ツルハドラッ〒059-1304 （調基１）第442号         平成28年 4月 1日
     グ沼ノ端北店 苫小牧市北栄町１丁目２３番地１
     ５号
     0144-52-5811  (0144-52-5811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130736,4176,9 ふじい薬局沼ノ端北調〒059-1304 （調基１）第1602号        平成28年11月 1日
     剤 苫小牧市北栄町２丁目２７番３７
     号
     0144-53-3600  (0144-53-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130836,4179,3 ふじい薬局旭町店 〒053-0018 （調基１）第752号         平成28年 4月 1日
     苫小牧市旭町４丁目２９番２号
     0144-33-5561  (0144-33-5562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130936,4191,8 なの花薬局苫小牧北栄〒059-1304 （調基１）第1771号        平成29年 7月 1日
     店 苫小牧市北栄町１丁目２２番３９
     号
     0144-53-8858  (0144-53-8859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131036,4195,9 マリア調剤薬局 〒053-0005 （調基１）第1834号        平成29年12月 1日
     苫小牧市元中野町２丁目１７番５
     号
     0144-38-8115  (0144-38-8116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131136,4196,7 日本調剤　日新薬局 〒053-0833 （調基１）第1853号        平成30年 3月 1日
     苫小牧市日新町２丁目７番１５号
     0144-71-1400  (0144-71-1433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131236,4197,5 日本調剤　三光薬局 〒053-0042 （調基１）第1854号        平成30年 3月 1日
     苫小牧市三光町２丁目５番５号
     0144-38-5080  (0144-38-5081)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 131336,4198,3 調剤薬局ツルハドラッ〒059-1302 （調基１）第1931号        平成30年 6月 1日
     グ苫小牧拓勇西店 苫小牧市拓勇西町３丁目２番１号
     0144-53-6268  (0144-53-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131438,4029,6 株式会社　静内薬局 〒056-0018 （調基１）第1258号        平成28年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内吉野町１丁
     目１番８号
     0146-42-0338  (0146-42-6163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131538,4039,5 株式会社　アミヤ薬局〒057-0013 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     浦河郡浦河町大通３丁目６番地
     01462-2-2222  (0146-22-5757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131638,4041,1 斉木薬局 〒056-0017 （調基１）第514号         平成28年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内御幸町３丁
     目２－５３
     01464-2-0453  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131738,4043,7 有限会社　奈良薬局 〒057-0013 （調基１）第1905号        平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町大通り３丁目５３番
     地ショッピングセンターミオ内
     0146-22-2518  (0146-22-7715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131838,4044,5 有限会社　めぐみ調剤〒057-0006 （調基１）第1073号        平成28年 4月 1日
     薬局 浦河郡浦河町東町かしわ１丁目２
     ２０番地の１３
     0146-22-7811  (0146-22-7855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131938,4045,2 あさひ薬局 〒056-0003 （調基１）第940号         平成28年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内旭町１丁目
     ３０番３０号
     0146-43-1770  (0146-43-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132038,4049,4 あおば調剤薬局　富川〒055-0006 （調基１）第295号         平成28年 4月 1日
     店 沙流郡日高町富川南４丁目２番５
     ０号
     01456-3-2266  (01456-2-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132138,4050,2 よしづ薬局 〒057-0033 （調基１）第335号         平成28年 4月 1日
     浦河郡浦河町堺町東２丁目１３番
     ３号
     01462-2-1050  (01462-2-3377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132238,4053,6 様似調剤薬局 〒058-0014 （調基１）第1880号        平成30年 4月 1日
     様似郡様似町大通２丁目６９番地
     0146-39-6193  (0146-39-6118)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 132338,4054,4 あさひ薬局　青柳店 〒056-0019 （調基１）第939号         平成28年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内青柳町１丁
     目１１番９号
     0146-43-1170  (0146-43-1171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132438,4056,9 株式会社　中村薬局み〒059-3108 （調基１）第105号         平成28年 4月 1日
     ついし調剤 日高郡新ひだか町三石本町１１５
     番地の１
     01463-2-3558  (0146-33-2318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132538,4066,8 コア薬局　静内店 〒056-0017 （調基１）第1862号        平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内御幸町２丁
     目４番８号
     01464-5-0701  (01464-5-0702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132638,4070,0 ポプラ薬局　浦河店 〒057-0033 （調基１）第642号         平成28年 4月 1日
     浦河郡浦河町堺町東１丁目１２番
     １号
     01462-2-5855  (01462-2-5870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132738,4073,4 株式会社　浦河薬局 〒057-0033 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     浦河郡浦河町堺町東１丁目３番１
     ４号
     0146-22-2247  (0146-22-5414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132838,4074,2 こもれびの森薬局 〒055-2303 （調基１）第726号         平成28年 4月 1日
     沙流郡日高町栄町東１丁目３０３
     番２３
     01457-6-7070  (01457-6-3737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132938,4078,3 平取町民薬局 〒055-0107 （調基１）第1355号        平成28年 4月 1日
     沙流郡平取町本町６６番地３
     01457-3-7610  (01457-3-7611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133038,4079,1 富川調剤薬局 〒055-0006 （調基１）第18号          平成28年 4月 1日
     沙流郡日高町富川南１丁目５番６
     号
     01456-3-4660  (01456-3-4661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133138,4080,9 イルカ薬局　静内店 〒056-0019 （調基１）第1042号        平成28年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内青柳町４丁
     目１４番８号
     0146-49-0701  (0146-49-0721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 133238,4082,5 えりも調剤薬局 〒058-0204 （調基１）第773号         平成28年 4月 1日
     幌泉郡えりも町字本町２１５．２
     １６．２１７
     01466-2-4050  (01466-2-4051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133338,4086,6 なの花薬局浦河店 〒057-0007 （調基１）第1785号        平成29年 7月 1日
     浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１
     番９号
     0146-24-2100  (0146-24-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133438,4087,4 なの花薬局荻伏店 〒059-3451 （調基１）第1786号        平成29年 7月 1日
     浦河郡浦河町荻伏町３４番２
     0146-24-5500  (0146-24-5501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133538,4088,2 なの花薬局静内東店 〒056-0019 （調基１）第1787号        平成29年 7月 1日
     日高郡新ひだか町静内青柳町１丁
     目７番１５号
     0146-43-1193  (0146-43-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133638,4092,4 なの花薬局静内青柳店〒056-0019 （調基１）第1789号        平成29年 7月 1日
     日高郡新ひだか町静内青柳町１丁
     目１１番５号
     0146-43-1212  (0146-43-3355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133741,4084,5 株式会社　白糠薬局 〒088-0301 （調基１）第654号         平成28年 4月 1日
     白糠郡白糠町東１条南１丁目２番
     地２０
     01547-2-2197  (01547-2-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133841,4117,3 株式会社　金安薬局　〒085-0841 （調基１）第559号         平成28年 4月 1日
     南大通店 釧路市南大通１丁目３番６号
     0154-43-0546  (0154-43-0547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133941,4132,2 斉藤薬局　貝塚店 〒085-0816 （調基１）第900号         平成28年 4月 1日
     釧路市貝塚２丁目６番２８号
     0154-43-2772  (0154-43-2882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134041,4136,3 大森寿堂薬局 〒084-0912 （調基１）第237号         平成28年 4月 1日
     釧路市星が浦大通１丁目５番２５
     号
     0154-51-9817  (0154-51-5631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134141,4154,6 有限会社　みま薬局 〒088-0572 （調基１）第344号         平成28年 4月 1日
     白糠郡白糠町西庶路西１条南３丁
     目１番地２５
     01547-5-3793  (01547-5-2693)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 134241,4156,1 株式会社　金安薬局　〒085-0046 （調基１）第558号         平成28年 4月 1日
     新橋大通店 釧路市新橋大通２丁目２番１６号
     0154-23-0924  (0154-23-1005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134341,4159,5 星が浦薬局 〒084-0912 （調基１）第1708号        平成29年 4月 1日
     釧路市星が浦大通３丁目９番地７
     ５
     0154-52-5052  (0154-52-5055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134441,4164,5 昭和調剤薬局 〒084-0909 （調基１）第968号         平成28年 4月 1日
     釧路市昭和南４丁目２５番２１号
     0154-52-6393  (0154-55-4466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134541,4165,2 有限会社　かんの薬局〒088-0331 （調基１）第604号         平成28年 4月 1日
     白糠郡白糠町東１条北４丁目１番
     地２３
     01547-2-2745  (0157-2-2839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134641,4167,8 遠矢調剤薬局 〒088-2143 （調基１）第656号         平成28年 4月 1日
     釧路郡釧路町河畔７丁目５１番地
     ５
     0154-40-5222  (0154-40-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134741,4168,6 菅野薬局 〒085-0034 （調基１）第1360号        平成28年 4月 1日
     釧路市白金町２２番２２号
     0154-23-3575  (0154-23-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134841,4175,1 標茶調剤薬局 〒088-2311 （調基１）第27号          平成28年 4月 1日
     川上郡標茶町開運２丁目５６番地
     01548-5-4188  (01548-5-4155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134941,4178,5 ハートランド薬局 〒085-0034 （調基１）第1231号        平成28年 4月 1日
     釧路市白金町２番１３号
     0154-24-8002  (0154-24-8005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135041,4182,7 株式会社　金安薬局　〒085-0063 （調基１）第557号         平成28年 4月 1日
     文苑店 釧路市文苑４丁目６６番７号
     0154-39-2660  (0154-39-2661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135141,4183,5 株式会社　金安薬局　〒085-0053 （調基１）第730号         平成28年 4月 1日
     中園店 釧路市豊川町１７番２０号
     0154-24-0122  (0154-24-6667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135241,4191,8 有限会社　カトウ薬局〒085-0835 （調基１）第971号         平成28年 4月 1日
     　浦見店 釧路市浦見４丁目２番２１号
     0154-41-2801  (0154-41-2803)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 135341,4194,2 斉藤薬局　東川店 〒085-0056 （調基１）第899号         平成28年 4月 1日
     釧路市東川町３番６号
     0154-32-7088  (0154-32-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135441,4197,5 マルク薬局 〒085-0061 （調基１）第270号         平成28年 4月 1日
     釧路市芦野２丁目１番２１号
     0154-39-6464  (0154-39-7654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135541,4199,1 有限会社　ふみぞの薬〒085-0063 （調基１）第1878号        平成30年 4月 1日
     局 釧路市文苑４丁目２番８号
     0154-38-5251  (0154-38-5251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135641,4209,8 クリスタル薬局 〒088-0616 （調基１）第1255号        平成28年 4月 1日
     釧路郡釧路町曙１丁目１番地２８
     0154-39-6266  (0154-39-6267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135741,4211,4 釧路調剤薬局　春採店〒085-0813 （調基１）第671号         平成28年 4月 1日
     釧路市春採４丁目１１番５号
     0154-44-0010  (0154-44-0040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135841,4212,2 音別調剤薬局 〒088-0116 （調基１）第652号         平成28年 4月 1日
     釧路市音別町中園２丁目１１９番
     １０号
     01547-9-5577  (01547-9-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135941,4219,7 調剤薬局　くすり工房〒085-0046 （調基１）第343号         平成28年 4月 1日
     新橋館 釧路市新橋大通３丁目２番１５号
     0154-21-9483  (0154-21-9484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136041,4223,9 フロンティア薬局　鳥〒084-0906 （調基１）第1316号        平成28年 4月 1日
     取店 釧路市鳥取大通５丁目１５番１号
     0154-51-5587  (0154-51-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136141,4227,0 斉藤薬局　浪花店 〒085-0021 （調基１）第877号         平成28年 4月 1日
     釧路市浪花町７丁目６番
     0154-21-9500  (0154-21-9501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136241,4228,8 はるか薬局 〒085-0055 （調基１）第531号         平成28年 4月 1日
     釧路市治水町６番２号
     0154-31-7811  (0154-31-7773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136341,4229,6 つくし調剤薬局 〒085-0804 （調基１）第1890号        平成30年 4月 1日
     釧路市白樺台２丁目２５番５
     0154-92-3883  (0154-91-4800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 136441,4231,2 有限会社　カトウ薬局〒084-0906 （調基１）第970号         平成28年 4月 1日
     鳥取店 釧路市鳥取大通３丁目１１番７号
     0154-55-5401  (0154-55-5403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136541,4236,1 株式会社　摩周調剤薬〒088-3212 （調基１）第1879号        平成30年 4月 1日
     局 川上郡弟子屈町泉２－３－５
     01548-2-8388  (01548-2-8411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136641,4237,9 きりたっぷ調剤薬局 〒088-1513 （調基１）第325号         平成28年 4月 1日
     厚岸郡浜中町霧多布東３条１丁目
     １２番３
     0153-62-5511  (0153-62-5522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136741,4239,5 調剤薬局ツルハドラッ〒085-0006 （調基１）第433号         平成28年 4月 1日
     グ双葉店 釧路市双葉町８番９号
     0154-32-2390  (0154-32-2370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136841,4240,3 斉藤薬局　大楽毛店 〒084-0917 （調基１）第876号         平成28年 4月 1日
     釧路市大楽毛５丁目８番１９号
     0154-57-9055  (0154-57-2055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136941,4242,9 フロンティア薬局　鶴〒085-0821 （調基１）第1414号        平成28年 4月 1日
     ヶ岱店 釧路市鶴ケ岱２丁目３番５号
     0154-43-3111  (0154-43-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137041,4244,5 調剤薬局ツルハドラッ〒085-0052 （調基１）第424号         平成28年 4月 1日
     グ中園店 釧路市中園町１０番１１号
     0154-31-7325  (0154-31-7325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137141,4248,6 さくら薬局釧路 〒085-0032 （調基１）第64号          平成28年 4月 1日
     釧路市新栄町２０番７号
     0154-32-1337  (0154-32-1338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137241,4254,4 斉藤薬局　宮本店 〒085-0833 （調基１）第1678号        平成29年 4月 1日
     釧路市宮本２丁目５番５号
     0154-44-6688  (0154-41-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137341,4258,5 とがし薬局 〒085-0813 （調基１）第306号         平成28年 4月 1日
     釧路市春採３丁目９番１７号
     0154-42-3673  (0154-42-3688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137441,4261,9 イオン薬局釧路昭和店〒084-0910 （調基１）第1354号        平成28年 4月 1日
     釧路市昭和中央４丁目１８番１号
     0154-55-7123  (0154-55-1825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 137541,4264,3 マザー薬局 〒088-0621 （調基１）第1282号        平成28年 4月 1日
     釧路郡釧路町桂木２丁目４番１号
     0154-38-1800  (0154-68-4502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137641,4265,0 東山調剤薬局 〒088-0332 （調基１）第639号         平成28年 4月 1日
     白糠郡白糠町東二条北１丁目２番
     地９６
     01547-9-3433  (01547-9-3422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137741,4275,9 たんちょう薬局 〒085-0004 （調基１）第94号          平成28年 4月 1日
     釧路市新富町１番２号
     0154-65-9874  (0154-65-9879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137841,4276,7 有限会社カトウ薬局文〒085-0063 （調基１）第969号         平成28年 4月 1日
     苑店 釧路市文苑２丁目２０番１１号
     0154-64-5141  (0154-64-5142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137941,4278,3 おたのしけ調剤薬局 〒084-0917 （調基１）第650号         平成28年 4月 1日
     釧路市大楽毛２丁目２－２５
     0154-64-6657  (0154-64-6658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138041,4280,9 調剤薬局ツルハドラッ〒085-0046 （調基１）第403号         平成28年 4月 1日
     グ新橋大通店 釧路市新橋大通１丁目２－１７
     0154-21-7268  (0154-21-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138141,4281,7 フジタ薬局 〒085-0826 （調基１）第696号         平成28年 4月 1日
     釧路市城山１丁目２番１９号
     0154-44-0888  (0154-44-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138241,4282,5 サトウ薬局調剤センタ〒084-0917 （調基１）第1259号        平成28年 4月 1日
     ー 釧路市大楽毛４丁目１番６号
     0154-57-8484  (0154-57-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138341,4284,1 むつみ薬局 〒088-0615 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     釧路郡釧路町睦２丁目１番４号
     0154-37-9989  (0154-37-6248)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138441,4285,8 ドレミ調剤薬局 〒088-2301 （調基１）第654号         平成28年 4月 1日
     川上郡標茶町旭２丁目１ー１
     015-485-2003  (015-485-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138541,4286,6 くしろ市民薬局 〒085-0821 （調基１）第793号         平成28年 4月 1日
     釧路市鶴ケ岱２丁目３番４号
     0154-44-0033  (0154-44-0036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 138641,4288,2 マリナ薬局 〒084-0909 （調基１）第869号         平成28年 4月 1日
     釧路市昭和南３－１５－５
     0154-65-1113  (0154-65-1114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138741,4291,6 フジタ薬局あおば店 〒085-0047 （調基１）第478号         平成28年 4月 1日
     釧路市新川町１番５号
     0154-22-2323  (0154-22-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138841,4293,2 あさひ薬局 〒085-0814 （調基１）第1210号        平成28年 4月 1日
     釧路市緑ケ岡６丁目１６番１８号
     0154-47-3555  (0154-47-3515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138941,4296,5 たかはし薬局本店 〒085-0035 （調基１）第794号         平成28年 4月 1日
     釧路市共栄大通７丁目２番１２号
     0154-24-8868  (0120-910-946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139041,4297,3 たかはし薬局はなしの〒084-0909 （調基１）第795号         平成28年 4月 1日
     ぶ店 釧路市昭和南３丁目１０番２号
     0154-55-4189  (0120-910-938)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139141,4298,1 たかはし薬局柳町日赤〒085-0037 （調基１）第796号         平成28年 4月 1日
     前店 釧路市柳町２番１５号
     0154-32-4189  (0800-800-3789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139241,4303,9 斉藤薬局大町店 〒085-0841 （調基１）第873号         平成28年 4月 1日
     釧路市南大通３丁目１－１７
     0154-42-0108  (0154-42-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139341,4304,7 まつうら調剤薬局 〒085-0005 （調基１）第139号         平成28年 4月 1日
     釧路市松浦町１２番５号
     0154-65-5777  (0154-65-5778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139441,4306,2 アイン薬局釧路春採店〒085-0813 （調基１）第700号         平成28年 4月 1日
     釧路市春採７丁目９番１５号
     0154-46-8391  (0154-46-8392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139541,4308,8 ナガオ薬局愛国東店 〒085-0058 （調基１）第1544号        平成28年 6月 1日
     釧路市愛国東１丁目１９番３号
     0154-37-8578  (0154-37-8578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139641,4310,4 さくら薬局若竹店 〒085-0036 （調基１）第1561号        平成28年 8月 1日
     釧路市若竹町１４番５号
     0154-65-8010  (0154-65-8013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139741,4312,0 かもめ薬局 〒085-0821 （調基１）第1762号        平成29年 6月 1日
     釧路市鶴ケ岱２－２－１２
     0154-44-6070  (0154-42-5501)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 139841,4318,7 阿寒まりも薬局 〒085-0215 （調基１）第1823号        平成29年10月 1日
     釧路市阿寒町中央１丁目３番１６
     号
     0154-66-4501  (0154-66-4502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139941,4319,5 株式会社イブしろくま〒088-0331 （調基１）第1844号        平成30年 2月 1日
     薬局白糠店 白糠郡白糠町東１条北１丁目３－
     １４
     01547-9-2700  (01547-9-2711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140041,4320,3 くすりの蔵や 〒085-0046 （調基１）第1929号        平成30年 5月 1日
     釧路市新橋大通５丁目１－１２
     0154-65-7421  (0154-65-7423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140142,4004,1 株式会社　阿部薬局 〒087-0051 （調基１）第1868号        平成30年 4月 1日
     根室市緑町２丁目９番地
     0153-23-2245  (0153-23-6007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140242,4027,2 山本薬局 〒087-0027 （調基１）第116号         平成28年 4月 1日
     根室市光和町１丁目１番地
     01532-3-5028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140342,4038,9 ヤマモトファーマシー〒087-0052 （調基１）第30号          平成28年 4月 1日
     根室調剤薬局 根室市宝町１丁目６６番地３
     0153-24-5980  (0153-24-5981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140442,4042,1 サン薬局 〒086-1110 （調基１）第272号         平成28年 4月 1日
     標津郡中標津町西１０条南１０丁
     目４番地
     0153-72-3303  (0153-79-2192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140542,4043,9 有限会社　大通り調剤〒086-1123 （調基１）第610号         平成28年 4月 1日
     薬局 標津郡中標津町西３条北１丁目
     0153-79-3600  (0153-79-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140642,4044,7 別海調剤センター薬局〒086-0203 （調基１）第848号         平成28年 4月 1日
     野付郡別海町別海西本町４９番地
     01537-9-6000  (0153-79-6666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140742,4045,4 髙根薬局 〒086-1013 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     標津郡中標津町東１３条南３丁目
     １２番地３
     0153-72-0670  (0153-72-0670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140842,4047,0 有限会社　たかつ薬局〒086-0203 （調基１）第875号         平成28年 4月 1日
     野付郡別海町別海西本町１６番地
     01537-9-5112  (01537-9-5113)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 140942,4051,2 アベドラッグ西浜店 〒087-0025 （調基１）第1922号        平成30年 4月 1日
     根室市西浜町３丁目２５番地
     01532-3-6000  (0153-23-6087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141042,4052,0 有限会社　ふじ薬局 〒087-0016 （調基１）第321号         平成28年 4月 1日
     根室市松ケ枝町３丁目１８番地２
     0153-23-2191  (0153-22-8618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141142,4054,6 ヤマモトファーマシー〒087-0014 （調基１）第1680号        平成29年 4月 1日
     　あさひ調剤薬局 根室市朝日町２丁目２３番地
     0153-29-2520  (0153-29-2521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141242,4057,9 しべつ薬局 〒086-1631 （調基１）第500号         平成28年 4月 1日
     標津郡標津町北１条西５丁目１番
     ２号
     0153-82-2345  (0153-82-3008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141342,4058,7 調剤薬局ツルハドラッ〒086-1015 （調基１）第423号         平成28年 4月 1日
     グ　中標津東店 標津郡中標津町東１８条南１１丁
     目１－１
     0153-78-7566  (0153-78-7566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141442,4063,7 株式会社ヤマフク　ふ〒087-0016 （調基１）第934号         平成28年 4月 1日
     くだ薬局 根室市松ケ枝町２丁目２３番地
     0153-29-5515  (0153-29-5525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141542,4066,0 株式会社　ヤマモトフ〒087-0052 （調基１）第15号          平成28年 4月 1日
     ァーマシーヤッキョク根室市梅ケ枝町３丁目１９番地
     0153-24-3871  (0153-24-3872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141642,4067,8 株式会社　松川薬局 〒086-0203 （調基１）第320号         平成28年 4月 1日
     野付郡別海町別海西本町３９番地
     0153-79-5411  (0153-79-5412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141742,4069,4 りんどう薬局 〒086-1111 （調基１）第1454号        平成28年 4月 1日
     標津郡中標津町西１１条南９丁目
     １９－１
     01537-9-8388  (01537-2-5430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141842,4071,0 ひまわり薬局 〒086-1047 （調基１）第1056号        平成28年 4月 1日
     標津郡中標津町東７条北１丁目４
     番地
     0153-72-9597  (0153-72-0155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141942,4074,4 みずほ薬局 〒086-1823 （調基１）第46号          平成28年 4月 1日
     目梨郡羅臼町栄町１００番地５７
     0153-87-2565  (0153-87-2633)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 142042,4075,1 ヤマモトファーマシー〒087-0045 （調基１）第16号          平成28年 4月 1日
     はなぞの調剤薬局 根室市花園町５丁目１３番地
     0153-27-1832  (0153-27-1834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142142,4076,9 前田中央薬局 〒087-0163 （調基１）第1560号        平成28年 8月 1日
     根室市歯舞三丁目１９番地
     0153-27-1288  (0153-27-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142242,4077,7 羅臼調剤薬局 〒086-1823 （調基１）第1585号        平成28年 9月20日
     目梨郡羅臼町栄町１００番地
     0153-87-3517  (0153-87-3882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142342,4078,5 川口薬局　本店 〒086-1125 （調基１）第1646号        平成29年 3月 1日
     標津郡中標津町西５条北１丁目２
     番地１
     0153-72-3211  (0153-72-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142442,4079,3 川口薬局　西春別支店〒088-2562 （調基１）第1637号        平成29年 3月 1日
     野付郡別海町西春別駅前栄町７７
     番地
     0153-77-1201  (0153-77-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142542,4081,9 サツドラ薬局　中標津〒086-1106 （調基１）第1757号        平成29年 6月 1日
     西店 標津郡中標津町西６条南１１丁目
     ６番地２
     0153-79-8060  (0153-79-8063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142646,4129,7 まこと薬局 〒080-2470 （調基１）第468号         平成28年 4月 1日
     帯広市西２０条南３丁目２番地４
     0155-33-6515  (0155-33-8075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142746,4139,6 有限会社　タカダ薬局〒089-2615 （調基１）第613号         平成28年 4月 1日
     広尾郡広尾町本通６丁目４番地
     01558-2-2166  (01558-2-2167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142846,4150,3 有限会社　酒井天光堂〒080-1408 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     薬局 河東郡上士幌町字上士幌東３線２
     ３７番地
     01564-2-2507  (01564-2-2511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142946,4154,5 つがやす薬局　足寄店〒089-3701 （調基１）第858号         平成28年 4月 1日
     足寄郡足寄町北１条３丁目６番地
     01562-5-2511  (01562-5-3820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143046,4171,9 ワタナベ薬局 〒080-0804 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     帯広市東４条南１０丁目６番地
     0155-22-4191  (0155-22-4192)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 143146,4176,8 なかむら薬局 〒082-0033 （調基１）第747号         平成28年 4月 1日
     河西郡芽室町西３条３丁目１番８
     0155-62-0611  (0155-62-3861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143246,4180,0 有限会社　小林薬局 〒089-3711 （調基１）第931号         平成28年 4月 1日
     足寄郡足寄町南１条２丁目１番地
     01562-5-2048  (01562-5-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143346,4181,8 しらかば調剤薬局　音〒080-0101 （調基１）第1069号        平成28年 4月 1日
     更店 河東郡音更町大通１６丁目３番地
     ５
     0155-42-2240  (0155-42-3813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143446,4186,7 きりん薬局 〒080-2469 （調基１）第1428号        平成28年 4月 1日
     帯広市西１９条南２丁目２８－４
     0155-34-4191  (0155-34-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143546,4187,5 有限会社　こばと薬局〒080-0803 （調基１）第279号         平成28年 4月 1日
     帯広市東３条南９丁目１６
     0155-22-8917  (0155-22-8967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143646,4189,1 タケダ薬局 〒080-0046 （調基１）第1023号        平成28年 4月 1日
     帯広市西１６条北１丁目２７番１
     １４
     0155-35-0033  (0155-36-0851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143746,4194,1 まつもと薬局　南町店〒080-0852 （調基１）第278号         平成28年 4月 1日
     帯広市西１４条南３４丁目４番地
     ２
     0155-48-9988  (0155-48-9919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143846,4200,6 遠藤調剤薬局 〒089-1709 （調基１）第123号         平成28年 4月 1日
     中川郡幕別町忠類幸町９番地１
     01558-8-3333  (01558-8-3333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143946,4206,3 調剤薬局ツルハドラッ〒080-2471 （調基１）第431号         平成28年 4月 1日
     グニュータウン店 帯広市西２１条南３丁目４番７号
     0155-41-2230  (0155-41-2230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144046,4211,3 いしはら薬局 〒080-0012 （調基１）第591号         平成28年 4月 1日
     帯広市西２条南２３丁目９番地１
     0155-28-3344  (0155-28-3346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144146,4214,7 株式会社　はら調剤薬〒080-2474 （調基１）第1914号        平成30年 4月 1日
     局　西帯店 帯広市西２４条南３丁目３１－１
     ２
     0155-37-9333  (0155-37-9332)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 144246,4217,0 よしだ薬局 〒089-2601 （調基１）第1894号        平成30年 4月 1日
     広尾郡広尾町東１条１４丁目７番
     地の２
     01558-2-3174  (01558-2-2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144346,4220,4 調剤薬局ツルハドラッ〒080-0046 （調基１）第421号         平成28年 4月 1日
     グ　帯広北店 帯広市西１６条北１丁目１２番７
     ８
     0155-38-2234  (0155-38-2234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144446,4226,1 つがやす薬局　池田店〒083-0092 （調基１）第860号         平成28年 4月 1日
     中川郡池田町字東２条７ー１１
     01557-2-6226  (01557-2-6220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144546,4230,3 加藤薬局　南店 〒080-0018 （調基１）第866号         平成28年 4月 1日
     帯広市西８条南２６丁目５７番地
     0155-28-5525  (0155-27-5630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144646,4233,7 新緑通り調剤薬局 〒080-0050 （調基１）第92号          平成28年 4月 1日
     帯広市白樺１６条東１９丁目１５
     番地
     0155-38-5155  (0155-38-5156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144746,4238,6 太陽堂薬局 〒082-0011 （調基１）第479号         平成28年 4月 1日
     河西郡芽室町東１条２丁目１番地
     0155-62-0405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144846,4242,8 イナガミ薬局　大空店〒080-0838 （調基１）第838号         平成28年 4月 1日
     帯広市大空町３丁目１４番地の４
     0155-49-3636  (0155-49-3505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144946,4245,1 すまいる薬局なかむら〒082-0014 （調基１）第748号         平成28年 4月 1日
     河西郡芽室町東４条２丁目１３番
     地１
     0155-61-2222  (0155-62-6996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145046,4251,9 コトウ薬局 〒080-0047 （調基１）第191号         平成28年 4月 1日
     帯広市西１７条北１丁目２番１号
     0155-35-6215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145146,4253,5 太陽の丘薬局 〒089-3325 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     中川郡本別町西美里別６番地２８
     0156-22-9800  (0156-22-9801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145246,4258,4 ポテト調剤薬局　光南〒080-0805 （調基１）第99号          平成28年 4月 1日
     店 帯広市東５条南２０丁目１ー２０
     0155-20-5551  (0155-20-5552)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 145346,4260,0 もみの木薬局 〒080-0047 （調基１）第1461号        平成28年 4月 1日
     帯広市西１７条北２丁目４７番地
     １５号
     0155-58-4193  (0155-41-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145446,4262,6 まつもと薬局　自由が〒080-0848 （調基１）第840号         平成28年 4月 1日
     丘店 帯広市自由が丘１丁目１番１
     0155-58-1070  (0155-58-1080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145546,4266,7 有限会社　ばば天光堂〒081-0005 （調基１）第513号         平成28年 4月 1日
     薬局 上川郡新得町本通北１丁目１３番
     地
     0156-64-5707  (0154-64-5707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145646,4268,3 有限会社　こひつじ薬〒080-0837 （調基１）第540号         平成28年 4月 1日
     局 帯広市南の森西９丁目１１番１６
     号
     0155-49-3322  (0155-49-3336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145746,4269,1 サンタ薬局 〒089-2622 （調基１）第253号         平成28年 4月 1日
     広尾郡広尾町公園通南４丁目１
     01558-9-0100  (01558-9-0101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145846,4272,5 パーク薬局 〒089-0614 （調基１）第503号         平成28年 4月 1日
     中川郡幕別町緑町２１番地
     0155-55-3100  (0155-55-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145946,4274,1 つがやす薬局　幕別店〒089-0604 （調基１）第861号         平成28年 4月 1日
     中川郡幕別町錦町１１８－１
     0155-55-3300  (0155-55-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146046,4277,4 タケダ薬局　西支店 〒080-2469 （調基１）第1052号        平成28年 4月 1日
     帯広市西１９条南３丁目３５番５
     号
     0155-38-3311  (0155-38-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146146,4280,8 しみず中央薬局本通店〒089-0137 （調基１）第378号         平成28年 4月 1日
     上川郡清水町南１条４丁目２番地
     ４
     01566-9-2777  (01566-9-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146246,4282,4 オリーブ薬局 〒089-2152 （調基１）第551号         平成28年 4月 1日
     広尾郡大樹町西本通９８番地
     01558-6-3808  (01558-6-3917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 146346,4283,2 とよころ調剤薬局 〒089-5313 （調基１）第286号         平成28年 4月 1日
     中川郡豊頃町茂岩栄町１０７番３
     ２
     01557-9-5677  (01557-9-5679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146446,4284,0 有限会社　ホシ山崎薬〒080-1408 （調基１）第1912号        平成30年 4月 1日
     局 河東郡上士幌町字上士幌東３線２
     ３９番地
     01564-2-2508  (01564-2-2558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146546,4292,3 有限会社　林調剤薬局〒080-2470 （調基１）第593号         平成28年 4月 1日
     帯広市西２０条南２丁目３８番地
     １４号
     0155-38-2151  (0155-38-2130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146646,4297,2 大正薬局 〒089-1241 （調基１）第1739号        平成29年 5月 1日
     帯広市大正本町西１条３丁目６番
     地３
     0155-64-5955  (0155-64-5933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146746,4299,8 しみず中央薬局南４条〒089-0112 （調基１）第976号         平成28年 4月 1日
     店 上川郡清水町南４条４丁目８番２
     0156-62-1193  (0156-62-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146846,4303,8 しほろ調剤薬局 〒080-1216 （調基１）第1481号        平成28年 4月 1日
     河東郡士幌町字士幌西２線１６７
     番地
     01564-9-5670  (01564-9-5671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146946,4304,6 とりもと調剤薬局 〒081-0201 （調基１）第671号         平成28年 4月 1日
     河東郡鹿追町新町１丁目５番地
     0156-69-7780  (0156-66-3922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147046,4306,1 つがやす薬局　芽室店〒082-0017 （調基１）第862号         平成28年 4月 1日
     河西郡芽室町東７条６丁目２番１
     ２
     0155-61-3288  (0155-62-6808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147146,4307,9 すずか調剤薬局 〒080-0010 （調基１）第188号         平成28年 4月 1日
     帯広市大通南１６丁目７番２
     0155-21-3270  (0155-21-3271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147246,4308,7 どんぐり調剤薬局　協〒080-0046 （調基１）第464号         平成28年 4月 1日
     立病院前店 帯広市西１６条北１丁目２７－１
     ３１
     0155-58-6815  (0155-58-6816)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 147346,4309,5 かわかみ調剤薬局 〒080-0833 （調基１）第488号         平成28年 4月 1日
     帯広市稲田町基線７番地５３号
     0155-49-6116  (0155-48-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147446,4310,3 コトブキ調剤薬局　帯〒080-0833 （調基１）第1203号        平成28年 4月 1日
     広店 帯広市稲田町基線７番５２
     0155-48-8833  (0155-48-8833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147546,4311,1 東明調剤薬局 〒080-0813 （調基１）第1043号        平成28年 4月 1日
     帯広市東１３条南５丁目３番地
     0155-26-8931  (0155-26-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147646,4320,2 保険薬局エルム・ファ〒080-0015 （調基１）第1087号        平成28年 4月 1日
     ーマシー 帯広市西５条南３７丁目２番地２
     ５
     0155-49-0255  (0155-49-0256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147746,4324,4 二条薬局 〒080-0032 （調基１）第1865号        平成30年 4月 1日
     帯広市西２条北１丁目２番地２
     0155-28-2020  (0155-28-2101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147846,4325,1 とかち木野薬局 〒080-0302 （調基１）第941号         平成28年 4月 1日
     河東郡音更町木野西通１５丁目５
     番地９５
     0155-43-5760  (0155-43-5765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147946,4326,9 せせらぎ薬局 〒089-0537 （調基１）第729号         平成28年 4月 1日
     中川郡幕別町札内北栄町２番地１
     ３
     0155-21-7000  (0155-21-0222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148046,4328,5 株式会社　はら調剤薬〒080-0302 （調基１）第1916号        平成30年 4月 1日
     局音更店 河東郡音更町木野西通１６丁目１
     －２９
     0155-30-2113  (0155-30-2114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148146,4331,9 たいき調剤薬局 〒089-2146 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     広尾郡大樹町寿通３丁目４４番地
     ３
     01558-6-5589  (01558-6-5590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148246,4332,7 小田天光堂薬局 〒081-0151 （調基１）第164号         平成28年 4月 1日
     上川郡新得町屈足旭町２丁目１番
     地
     0156-65-2037  (0156-65-2037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 148346,4334,3 いずみ薬局 〒089-2141 （調基１）第199号         平成28年 4月 1日
     広尾郡大樹町１条通３４－２
     01558-8-7780  (01558-6-4577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148446,4336,8 まつもと薬局西６条店〒080-0016 （調基１）第351号         平成28年 4月 1日
     帯広市西６条南６丁目４番２
     0155-21-1230  (0155-22-3535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148546,4338,4 つがやす薬局東４条店〒080-0804 （調基１）第857号         平成28年 4月 1日
     帯広市東４条南１１丁目２番地３
     0155-23-1900  (0155-23-1990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148646,4340,0 ナカジマ薬局西２３条〒080-2473 （調基１）第1219号        平成28年 4月 1日
     店 帯広市西２３条南２丁目１６番３
     ８
     0155-61-1200  (0155-61-1210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148746,4341,8 フォー・ユウ調剤薬局〒080-0012 （調基１）第1508号        平成28年 4月 1日
     帯広市西２条南１１丁目１６番地
     １　第３エーワンビル１階
     0155-23-6555  (0155-23-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148846,4342,6 公園通り調剤薬局 〒080-0362 （調基１）第110号         平成28年 4月 1日
     河東郡音更町すずらん台仲町１丁
     目１番地
     0155-32-5005  (0155-32-5075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148946,4344,2 加藤薬局　緑西店 〒080-0028 （調基１）第868号         平成28年 4月 1日
     帯広市西１８条南４丁目１５番１
     ６号
     0155-35-7760  (0155-35-7761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149046,4345,9 よつば調剤薬局 〒080-0012 （調基１）第1229号        平成28年 4月 1日
     帯広市西２条南２丁目１８番地４
     0155-24-6311  (0155-24-6312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149146,4346,7 正木薬局めむろーど店〒082-0030 （調基１）第214号         平成28年 4月 1日
     河西郡芽室町本通１丁目１９番地
     0155-62-8881  (0155-62-8881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149246,4348,3 南すずらん薬局 〒080-0311 （調基１）第459号         平成28年 4月 1日
     河東郡音更町南鈴蘭北６丁目１１
     番地
     0155-43-5757  (0155-30-0771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 149346,4349,1 ナカジマ薬局　はくり〒080-0028 （調基１）第1884号        平成30年 4月 1日
     んだい店 帯広市西１８条南２丁目１１番地
     ７
     0155-35-1193  (0155-35-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149446,4350,9 有限会社イナガミ薬局〒089-2611 （調基１）第651号         平成28年 4月 1日
     広尾郡広尾町西一条７丁目１０番
     地２
     01558-2-3987  (01558-2-5593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149546,4351,7 株式会社　向平健康堂〒080-0101 （調基１）第339号         平成28年 4月 1日
     薬局 河東郡音更町大通７丁目３番地
     0155-42-2526  (0155-42-2563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149646,4355,8 アリエス調剤薬局 〒080-0302 （調基１）第1204号        平成28年 4月 1日
     河東郡音更町木野西通１５丁目１
     番地１３
     0155-30-8510  (0155-30-8510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149746,4356,6 まつもと薬局　フロン〒080-0048 （調基１）第964号         平成28年 4月 1日
     ティア店 帯広市西１８条北２丁目２９番６
     0155-33-4800  (0155-33-4811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149846,4357,4 快晴薬局 〒080-0028 （調基１）第607号         平成28年 4月 1日
     帯広市西１８条南３丁目１番１７
     号
     0155-67-6482  (0155-67-6483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149946,4358,2 加藤薬局西２１条店 〒080-2471 （調基１）第867号         平成28年 4月 1日
     帯広市西２１条南５丁目３５番地
     ７
     0155-58-6616  (0155-58-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150046,4360,8 パーク薬局西店 〒080-2472 （調基１）第583号         平成28年 4月 1日
     帯広市西２２条南４丁目２０番地
     １１
     0155-38-3600  (0155-38-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150146,4361,6 やよい調剤薬局 〒080-0028 （調基１）第111号         平成28年 4月 1日
     帯広市西１８条南３１丁目４番地
     ３
     0155-49-1717  (0155-49-1777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150246,4362,4 ほんべつ調剤薬局 〒089-3314 （調基１）第302号         平成28年 4月 1日
     中川郡本別町南１丁目６番地２５
     0156-22-7887  (0156-22-7888)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 150346,4363,2 つがやす薬局東２条店〒080-0802 （調基１）第856号         平成28年 4月 1日
     帯広市東２条南１４丁目１番地２
     0155-28-2120  (0155-28-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150446,4364,0 おとふけ調剤薬局 〒080-0101 （調基１）第352号         平成28年 4月 1日
     河東郡音更町大通７丁目３番地１
     ８
     0155-42-3185  (0155-42-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150546,4366,5 ホシバ薬局西１２条店〒080-0042 （調基１）第1074号        平成28年 4月 1日
     帯広市西１２条北２丁目４－１１
     0155-67-4930  (0155-67-4940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150646,4370,7 調剤薬局ツルハドラッ〒080-0018 （調基１）第400号         平成28年 4月 1日
     グ帯広西８条店 帯広市西８条南１０丁目１－１
     0155-28-3268  (0155-28-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150746,4371,5 ナンバ薬品株式会社柏〒080-0028 （調基１）第98号          平成28年 4月 1日
     林台支店 帯広市西１８条南３丁目２番地
     0155-33-5570  (0155-33-5571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150846,4372,3 フナキ調剤薬局 〒089-1531 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     河西郡更別村字更別１９０番１８
     0155-66-9780  (0155-66-9781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150946,4375,6 調剤薬局ツルハドラッ〒080-0301 （調基１）第399号         平成28年 4月 1日
     グ音更店 河東郡音更町木野大通西１５丁目
     ２番４
     0155-43-5268  (0155-43-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151046,4376,4 つがやす薬局西１条店〒080-0011 （調基１）第855号         平成28年 4月 1日
     帯広市西１条南１２丁目１４番地
     １
     0155-20-2121  (0155-20-2100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151146,4377,2 とびなが薬局新得調剤〒081-0013 （調基１）第114号         平成28年 4月 1日
     センター 上川郡新得町３条南５丁目６番地
     0156-64-7000  (0156-64-7010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151246,4378,0 剣淵調剤薬局 〒098-0338 （調基１）第183号         平成28年 4月 1日
     上川郡剣淵町仲町１６番３
     0165-26-7920  (0165-26-7921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151346,4379,8 快晴薬局大樹店 〒089-2105 （調基１）第609号         平成28年 4月 1日
     広尾郡大樹町字大樹６－３２
     01558-9-6050  (01558-9-6051)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 151446,4383,0 うらほろ調剤薬局 〒089-5613 （調基１）第287号         平成28年 4月 1日
     十勝郡浦幌町字幸町７５番地５
     015-579-7777  (015-579-7778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151546,4384,8 アイン薬局音更店 〒080-0111 （調基１）第702号         平成28年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１６丁目
     ２番地１３
     0155-30-1157  (0155-30-1158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151646,4388,9 こばと薬局みなみ 〒080-0015 （調基１）第280号         平成28年 4月 1日
     帯広市西５条南３７丁目１番２３
     号
     0155-67-1130  (0155-67-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151746,4389,7 せいりゅう薬局 〒080-0871 （調基１）第451号         平成28年 4月 1日
     帯広市清流東１丁目１番地３０
     0155-47-4774  (0155-47-4778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151846,4392,1 有限会社　大口薬局 〒080-1200 （調基１）第1628号        平成29年 2月10日
     河東郡士幌町字士幌西２線１６１
     番地Ａコープ内
     01564-5-2047  (01564-5-4076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151946,4393,9 音更まる薬局 〒080-0111 （調基１）第1727号        平成29年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１７丁目
     １番地４
     0155-43-5077  (0155-43-5078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152046,4394,7 フォー・ユウ調剤薬局〒080-0037 （調基１）第1733号        平成29年 5月 1日
     西７条店 帯広市西７条北１丁目２番
     0155-66-5711  (0155-66-5713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152146,4395,4 ひばり薬局 〒080-0013 （調基１）第1730号        平成29年 5月 1日
     帯広市西３条南１２丁目１センタ
     ーシティ３　１階
     0155-67-8399  (0155-67-8369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152246,4399,6 なの花薬局札内店 〒089-0533 （調基１）第1801号        平成29年 7月 1日
     中川郡幕別町札内新北町４番地
     0155-56-5601  (0155-56-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152346,4401,0 上士幌薬局 〒080-1408 （調基１）第1857号        平成30年 4月 1日
     河東郡上士幌町字上士幌東３線２
     ４０－７４
     01564-9-2662  (01564-9-2663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 152446,4402,8 にしやま薬局　柏林台〒080-0057 （調基１）第1933号        平成30年 6月 1日
     店 帯広市柏林台中町２丁目２番地９
     0155-41-2480  (0155-41-2200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152550,4043,2 加藤信陽堂 〒092-0235 （調基１）第977号         平成28年 4月 1日
     網走郡津別町字幸町５番地
     0152-76-2615  (0152-76-1116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152650,4069,7 株式会社　アカシヤ堂〒090-0044 （調基１）第661号         平成28年 4月 1日
     薬局 北見市北４条西３丁目２番地
     0157-24-2372  (0157-31-0093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152750,4082,0 有限会社　おおつか薬〒090-0064 （調基１）第1115号        平成28年 4月 1日
     局 北見市美芳町４丁目５番１９
     0157-26-8686  (0157-26-8687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152850,4086,1 有限会社　髙橋薬局　〒090-0015 （調基１）第203号         平成28年 4月 1日
     北見支店 北見市公園町１１３ー８
     0157-22-6125  (0157-22-6125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152950,4088,7 みわ調剤薬局 〒090-0836 （調基１）第1251号        平成28年 4月 1日
     北見市東三輪３丁目１７番地５２
     0157-22-1012  (0157-22-1047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153050,4093,7 イワタ調剤薬局 〒090-0805 （調基１）第929号         平成28年 4月 1日
     北見市清月町８ー１
     0157-68-1525  (0157-68-1535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153150,4101,8 ２条調剤薬局 〒090-0042 （調基１）第308号         平成28年 4月 1日
     北見市北２条西３丁目１４番地２
     0157-68-2222  (0157-68-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153250,4105,9 ためくに調剤薬局 〒090-0801 （調基１）第171号         平成28年 4月 1日
     北見市春光町２丁目１５５番地６
     0157-69-7688  (0157-69-7689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153350,4106,7 ポテト端野薬局 〒099-2101 （調基１）第1028号        平成28年 4月 1日
     北見市端野町一区６６７番５
     0157-67-6620  (0157-67-6630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153450,4109,1 有限会社　三本木薬局〒099-2102 （調基１）第293号         平成28年 4月 1日
     端野店 北見市端野町二区７９３－３
     0157-56-2441  (0157-67-6245)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153550,4114,1 ふじき調剤薬局 〒090-0019 （調基１）第1053号        平成28年 4月 1日
     北見市三楽町１３４－３
     0157-66-2250  (0157-66-2251)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 153650,4116,6 フィール調剤薬局　夕〒090-0051 （調基１）第1114号        平成28年 4月 1日
     陽ヶ丘店 北見市高栄東町１丁目２４番２４
     号
     0157-25-1777  (0157-25-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153750,4117,4 ウイズ調剤薬局 〒090-0054 （調基１）第555号         平成28年 4月 1日
     北見市双葉町２丁目２番４号
     0157-66-5003  (0157-66-5007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153850,4118,2 桜町調剤薬局 〒090-0804 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     北見市桜町５丁目２０番地３
     0157-32-7700  (0157-62-7701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153950,4120,8 フィール調剤薬局　寿〒090-0065 （調基１）第851号         平成28年 4月 1日
     店 北見市寿町３丁目４番２０
     0157-66-0888  (0157-66-0884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154050,4122,4 ポテト五条薬局 〒090-0045 （調基１）第1038号        平成28年 4月 1日
     北見市北５条西４丁目７番地２
     0157-24-0017  (0157-24-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154150,4123,2 ひまわり調剤薬局 〒090-0042 （調基１）第348号         平成28年 4月 1日
     北見市北２条西４丁目１２番地３
     0157-26-1500  (0157-26-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154250,4125,7 有限会社クリニクス調〒090-0053 （調基１）第1648号        平成29年 4月 1日
     剤薬局　北見桂町店 北見市桂町１丁目２０６番７１
     0157-22-2710  (0120-003-724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154350,4127,3 ポテトるべ薬局 〒091-0002 （調基１）第1037号        平成28年 4月 1日
     北見市留辺蘂町東町３９番２
     0157-42-5700  (0157-42-5701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154450,4133,1 高栄調剤薬局 〒090-0051 （調基１）第572号         平成28年 4月 1日
     北見市高栄東町４丁目１番１０号
     0157-22-4189  (0157-22-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154550,4134,9 大通東調剤薬局 〒090-0020 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     北見市大通東５丁目１３番１
     0157-66-3771  (0157-69-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154650,4135,6 ひかりの薬局 〒090-0810 （調基１）第1505号        平成28年 4月 1日
     北見市ひかり野１丁目２番２１
     0157-33-3210  (0157-33-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 154750,4136,4 つくし調剤薬局 〒091-0170 （調基１）第1089号        平成28年 4月 1日
     北見市留辺蘂町温根湯温泉４３８
     番地１
     0157-67-4111  (0157-45-3900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154850,4138,0 東町薬局 〒099-1431 （調基１）第10号          平成28年 4月 1日
     常呂郡訓子府町東町３８３－１０
     0157-47-3199  (0157-47-3299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154950,4140,6 有限会社　三本木薬局〒090-0036 （調基１）第292号         平成28年 4月 1日
     幸店 北見市幸町１丁目２番８号
     0157-33-4700  (0157-61-0621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155050,4146,3 調剤薬局ツルハドラッ〒090-0836 （調基１）第407号         平成28年 4月 1日
     グ北見メッセ店 北見市中央三輪５丁目４２３番地
     ５
     0157-66-4322  (0157-66-4322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155150,4148,9 もとまち調剤薬局 〒090-0818 （調基１）第927号         平成28年 4月 1日
     北見市本町３丁目７番７号
     0157-61-8141  (0157-61-8142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155250,4153,9 株式会社　カドカワ薬〒092-0004 （調基１）第854号         平成28年 4月 1日
     局　仲町店 網走郡美幌町字仲町１丁目１０１
     番地の１
     0152-75-2700  (0152-73-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155350,4159,6 あおぞら調剤薬局 〒090-0027 （調基１）第1554号        平成28年 8月 1日
     北見市北７条東１丁目６番
     0157-22-1005  (0157-22-1053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155450,4160,4 サンライズ調剤薬局 〒090-0837 （調基１）第1574号        平成28年10月 1日
     北見市中央三輪５丁目４２７番地
     ６５号
     0157-36-9339  (0157-36-4976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155550,4162,0 さくら薬局北見南仲町〒090-0812 （調基１）第1761号        平成29年 6月 1日
     店 北見市南仲町一丁目６番３４号
     0157-32-7010  (0157-32-7011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155650,4163,8 なの花薬局北５条店 〒090-0025 （調基１）第1800号        平成29年 7月 1日
     北見市北５条東３丁目２番地
     0157-26-2070  (0157-26-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155753,4040,2 株式会社　日下部薬局〒093-0004 （調基１）第1034号        平成28年 4月 1日
     　網走支店 網走市南４条東１丁目１０番地４
     0152-44-6926  (0152-44-5093)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 155853,4048,5 くすりのナガタ 〒099-4116 （調基１）第1530号        平成28年 6月 1日
     斜里郡斜里町文光町４８ー９
     01522-3-3337  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155953,4054,3 有限会社　斉藤薬局 〒099-2321 （調基１）第587号         平成28年 4月 1日
     網走郡大空町女満別西１条３丁目
     １番１８号
     0152-74-2051  (0152-74-4613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156053,4056,8 有限会社　田中十字堂〒099-2310 （調基１）第1640号        平成29年 4月 1日
     網走郡大空町女満別本通４丁目２
     番１号
     0152-74-2632  (0152-74-4253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156153,4063,4 ひさやま薬局 〒092-0050 （調基１）第828号         平成28年 4月 1日
     網走郡美幌町字大通北３丁目１２
     番地
     01527-3-2837  (0152-73-5692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156253,4065,9 有限会社　田中十字堂〒093-0042 （調基１）第11号          平成28年 4月 1日
     　潮見店 網走市潮見５丁目１２０番４
     0152-45-2640  (0152-44-1420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156353,4069,1 山神薬局　向陽ケ丘店〒093-0084 （調基１）第872号         平成28年 4月 1日
     網走市向陽ケ丘１丁目３番１３号
     0152-61-2550  (0152-61-2551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156453,4070,9 あばしり調剤薬局 〒093-0084 （調基１）第539号         平成28年 4月 1日
     網走市向陽ケ丘１丁目４番７号
     0152-61-2777  (0152-61-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156553,4071,7 かつや薬局 〒092-0051 （調基１）第1315号        平成28年 4月 1日
     網走郡美幌町字東１条北３丁目２
     番地１
     0152-75-2100  (0152-75-2101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156653,4072,5 ハート薬局 〒092-0061 （調基１）第1663号        平成29年 4月 1日
     網走郡美幌町字西１条北３丁目１
     番地１１
     0152-75-2160  (0152-75-2161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156753,4077,4 有限会社　平野薬局 〒092-0015 （調基１）第1237号        平成28年 4月 1日
     網走郡美幌町新町３丁目２番地
     0152-73-2008  (0152-73-3008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 156853,4078,2 中村薬局 〒092-0004 （調基１）第1058号        平成28年 4月 1日
     網走郡美幌町字仲町２丁目４６番
     地
     0152-73-2771  (0152-73-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156953,4082,4 よつば薬局 〒093-0014 （調基１）第185号         平成28年 4月 1日
     網走市南４条西３丁目３番地
     0152-44-2355  (0152-44-2322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157053,4086,5 ひまわり薬局南六条店〒093-0006 （調基１）第1279号        平成28年 4月 1日
     網走市南６条東１丁目１番地
     0152-44-0010  (0152-44-0010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157153,4087,3 森元回生堂薬局 〒099-4113 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     斜里郡斜里町本町３８番地
     0152-23-2602  (0152-23-2580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157253,4089,9 株式会社　マルニ寺島〒099-4113 （調基１）第656号         平成28年 4月 1日
     薬局 斜里郡斜里町本町３８番地１
     0152-23-2607  (0152-23-2694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157353,4092,3 たきた薬局 〒093-0014 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     網走市南４条西１丁目２
     0152-43-3314  (0152-43-3314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157453,4093,1 ナカジマ薬局網走南４〒093-0014 （調基１）第1240号        平成28年 4月 1日
     条店 網走市南４条西４丁目３－１
     0152-67-4885  (0152-67-4886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157553,4094,9 つつじ薬局 〒093-0034 （調基１）第1101号        平成28年 4月 1日
     網走市つくしケ丘３丁目３番１－
     ２号
     0152-67-4223  (0152-67-4253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157653,4095,6 有限会社　田中十字堂〒092-0027 （調基１）第1693号        平成29年 4月 1日
     　美幌店 網走郡美幌町字稲美８９番５６
     0152-77-3811  (0152-77-3812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157753,4096,4 調剤薬局ツルハドラッ〒092-0027 （調基１）第419号         平成28年 4月 1日
     グ美幌店 網走郡美幌町字稲美８９－４
     01527-5-0566  (01527-5-0566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157853,4097,2 ポテトきよ里薬局 〒099-4405 （調基１）第1035号        平成28年 4月 1日
     斜里郡清里町羽衣町３５番地３５
     0152-22-4000  (0152-25-4050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 157953,4098,0 調剤薬局ツルハドラッ〒093-0074 （調基１）第409号         平成28年 4月 1日
     グ網走北店 網走市北４条西４丁目１－５
     0152-61-6611  (0152-61-6611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158053,4100,4 株式会社　カドカワ薬〒092-0015 （調基１）第870号         平成28年 4月 1日
     局 網走郡美幌町字新町２丁目５１番
     地
     0152-73-2405  (0152-73-0336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158153,4102,0 リリー調剤薬局　小清〒099-3626 （調基１）第1091号        平成28年 4月 1日
     水店 斜里郡小清水町字小清水３５７番
     地
     0152-67-5095  (0152-67-5096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158253,4103,8 いなみ薬局 〒092-0027 （調基１）第1840号        平成29年12月18日
     網走郡美幌町字稲美５９－１２９
     0152-75-0300  (0152-75-0311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158354,4032,7 ファマシービコー 〒099-0404 （調基１）第1874号        平成30年 4月 1日
     紋別郡遠軽町大通北１丁目３番地
     0158-42-4881  (0158-42-4881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158454,4037,6 調剤薬局ツルハドラッ〒094-0014 （調基１）第436号         平成28年 4月 1日
     グ紋別店 紋別市緑町４丁目１５番２２号
     01582-3-4305  (01582-3-4305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158554,4042,6 まさか調剤薬局 〒094-0004 （調基１）第247号         平成28年 4月 1日
     紋別市本町３丁目１番３５号
     0158-26-2111  (0158-26-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158654,4046,7 有限会社サカイ薬局 〒099-6329 （調基１）第116号         平成28年 4月 1日
     紋別郡湧別町中湧別中町５７９番
     地
     01586-2-2072  (01586-2-2073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158754,4053,3 プラチナ調剤薬局 〒099-0416 （調基１）第311号         平成28年 4月 1日
     紋別郡遠軽町大通南１丁目４番３
     ２
     0158-46-3211  (0158-46-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158854,4054,1 紋別たま薬局 〒094-0015 （調基１）第611号         平成28年 4月 1日
     紋別市花園町４丁目７番７号
     0158-28-5110  (0158-28-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 158954,4055,8 パール薬局　遠軽店 〒099-0404 （調基１）第967号         平成28年 4月 1日
     紋別郡遠軽町大通北９丁目２－４
     ４
     0158-49-2323  (0158-49-2324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159054,4064,0 たきのうえ調剤薬局 〒099-5606 （調基１）第1842号        平成30年 1月 1日
     紋別郡滝上町字サクルー原野１６
     ０５番５５
     0158-29-5600  (0158-29-5601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159154,4065,7 株式会社イチマル 〒099-0203 （調基１）第1846号        平成30年 3月 1日
     紋別郡遠軽町丸瀬布中町１４番地
     0158-47-2422  (0158-47-2172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159254,4066,5 アイアンドユー調剤薬〒099-0404 （調基１）第1866号        平成30年 4月 1日
     局 紋別郡遠軽町大通北２丁目１番地
     ６
     0158-46-7271  (0158-46-7281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159354,4067,3 アイン薬局丸瀬布店 〒099-0201 （調基１）第1867号        平成30年 4月 1日
     紋別郡遠軽町丸瀬布新町２７４番
     地１号
     0158-46-3581  (0158-46-3582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159459,4030,0 こすげ薬局 〒068-0425 （調基１）第1897号        平成30年 4月 1日
     夕張市若菜８番地
     01235-6-5192  (01235-6-5731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159559,4031,8 ミラクル薬局　清水沢〒068-0531 （調基１）第41号          平成28年 4月 1日
     店 夕張市清水沢３丁目８６番地
     0123-59-7472  (0123-59-7473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159659,4032,6 杉山薬局 〒068-0755 （調基１）第1092号        平成28年 4月 1日
     夕張市紅葉山５２６番地１９　Ｊ
     Ａ夕張市メロード内
     0123-58-2032  (0123-58-2032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159759,4033,4 ミラクル薬局南清水沢〒068-0536 （調基１）第42号          平成28年 4月 1日
     店 夕張市南清水沢４丁目８番２号
     0123-59-4088  (0123-59-4088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159864,4012,8 株式会社　大一　寺西〒077-0044 （調基１）第742号         平成28年 4月 1日
     薬局 留萌市錦町４丁目２番１４号
     0164-42-0260  (0164-43-6244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    159

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 159964,4018,5 有限会社　タニ薬局 〒077-0044 （調基１）第905号         平成28年 4月 1日
     留萌市錦町２丁目２番５号
     0164-42-0126  (0164-42-3766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160064,4034,2 有限会社　マナベ　薬〒078-4108 （調基１）第1515号        平成28年 4月 1日
     局 苫前郡羽幌町南大通り１丁目３０
     番地
     0164-62-1008  (0164-62-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160164,4036,7 江戸薬局 〒077-0044 （調基１）第1504号        平成28年 4月 1日
     留萌市錦町３丁目１番３０号
     0164-42-0697  (0164-43-8400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160264,4039,1 さくら薬局 〒078-4106 （調基１）第250号         平成28年 4月 1日
     苫前郡羽幌町南６条４丁目３番地
     １
     0164-62-5555  (0164-62-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160364,4042,5 本井薬局 〒077-0046 （調基１）第1078号        平成28年 4月 1日
     留萌市港町３丁目２９番地
     0164-42-0038  (0164-42-0607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160464,4043,3 唐木屋ファーマシー 〒077-0214 （調基１）第648号         平成28年 4月 1日
     増毛郡増毛町畠中町５丁目１７４
     番地７
     0164-53-9000  (0164-53-9090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160564,4044,1 タニはまなす調剤薬局〒077-0042 （調基１）第903号         平成28年 4月 1日
     留萌市開運町２丁目４ー１７
     0164-49-2888  (0164-49-2777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160664,4045,8 ドラッグストア・調剤〒078-4123 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     薬局　セサミ 苫前郡羽幌町栄町１１２番地の１
     0164-69-2200  (0164-69-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160764,4053,2 はぼろ調剤薬局 〒078-4123 （調基１）第301号         平成28年 4月 1日
     苫前郡羽幌町栄町１０３番地４７
     0164-62-5193  (0164-62-4123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160864,4054,0 調剤薬局ツルハドラッ〒078-4123 （調基１）第413号         平成28年 4月 1日
     グ　羽幌店 苫前郡羽幌町栄町１１７－５
     0164-69-2881  (0164-69-2881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160964,4055,7 有限会社　十字堂薬局〒078-4108 （調基１）第1号           平成28年 4月 1日
     苫前郡羽幌町南大通２丁目１３番
     地
     0164-62-1171  (0164-62-5039)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 161064,4056,5 調剤薬局ツルハドラッ〒077-0028 （調基１）第410号         平成28年 4月 1日
     グ留萌店 留萌市花園町４丁目６－２１
     0164-49-1261  (0164-49-1261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161164,4059,9 キタ調剤薬局留萌店 〒077-0042 （調基１）第1469号        平成28年 4月 1日
     留萌市開運町３丁目１００番地
     0164-43-9600  (0164-43-9601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161264,4062,3 ハート薬局 〒077-0021 （調基１）第585号         平成28年 4月 1日
     留萌市高砂町３丁目１番１
     0164-42-8810  (0164-42-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161364,4066,4 アイン薬局苫前店 〒078-3621 （調基１）第706号         平成28年 4月 1日
     苫前郡苫前町字古丹別６５０番２
     ０
     0164-69-3511  (0164-69-3512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161468,4017,8 大谷　薬局 〒097-0017 （調基１）第162号         平成28年 4月 1日
     稚内市栄２丁目８－１０
     0162-33-7784  (0162-33-7787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161568,4029,3 福岡薬局 〒097-0101 （調基１）第1353号        平成28年 4月 1日
     利尻郡利尻富士町鴛泊本町３２番
     地
     0163-82-1022  (0163-82-2332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161668,4036,8 えびす調剤薬局 〒097-0025 （調基１）第864号         平成28年 4月 1日
     稚内市恵比須２丁目２ー２７
     0162-23-2303  (0162-23-2304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161768,4039,2 えびす薬局　南稚内店〒097-0021 （調基１）第960号         平成28年 4月 1日
     稚内市港４丁目８番１６号
     0162-22-3660  (0162-22-3661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161868,4040,0 枝幸調剤センター　エ〒098-5825 （調基１）第6号           平成28年 4月 1日
     ルム薬局 枝幸郡枝幸町新栄町７８９ー３
     01636-9-2288  (01636-9-2277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161968,4047,5 すずらん薬局　枝幸店〒098-5821 （調基１）第667号         平成28年 4月 1日
     枝幸郡枝幸町栄町３０１－１
     01636-9-2000  (01636-9-2005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162068,4050,9 キタ調剤薬局　遠別店〒098-3543 （調基１）第1465号        平成28年 4月 1日
     天塩郡遠別町字本町２丁目５１番
     地
     01632-9-6677  (01632-9-6688)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 162168,4052,5 株式会社　稚内薬局　〒097-0022 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     さふらん調剤 稚内市中央３丁目４－１０
     0162-22-1711  (0162-22-6322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162268,4053,3 調剤薬局ツルハドラッ〒097-0005 （調基１）第425号         平成28年 4月 1日
     グ南稚内店 稚内市大黒２丁目３番地
     0162-24-7281  (0162-24-7281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162368,4054,1 センター薬局　浜頓別〒098-5741 （調基１）第241号         平成28年 4月 1日
     店 枝幸郡浜頓別町旭ケ丘２丁目２９
     番３
     01634-9-2122  (01634-9-2123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162468,4055,8 えびす薬局　豊富店 〒098-4121 （調基１）第860号         平成28年 4月 1日
     天塩郡豊富町東１条８丁目
     0162-82-3477  (0162-82-3488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162568,4057,4 ミント調剤薬局　稚内〒097-0021 （調基１）第560号         平成28年 4月 1日
     店 稚内市港３丁目４番１４号
     0162-24-4165  (0162-24-4166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162668,4058,2 調剤薬局ツルハドラッ〒097-0014 （調基１）第412号         平成28年 4月 1日
     グ　稚内新光店 稚内市新光町１４８３番８２
     0162-34-7756  (0162-34-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162768,4060,8 レインボーフォレスト〒097-0002 （調基１）第1009号        平成28年 4月 1日
     薬局 稚内市潮見３丁目６番３１号
     0162-34-8155  (0162-34-8166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162868,4061,6 アダチデザイン薬局 〒098-4100 （調基１）第316号         平成28年 4月 1日
     天塩郡豊富町字上サロベツ２５４
     ３番６５
     0162-29-6881  (0162-29-6880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162968,4062,4 株式会社稚内薬局あん〒097-0002 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     ず調剤 稚内市潮見３丁目５番３号
     0162-33-8330  (0162-33-8332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163068,4065,7 菅原薬局 〒097-0401 （調基１）第246号         平成28年 4月 1日
     利尻郡利尻町沓形字日出町１番地
     0163-84-2105  (0163-84-3165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163168,4067,3 トナカイ調剤薬局 〒098-3201 （調基１）第556号         平成28年 4月 1日
     天塩郡幌延町１条北２丁目１番地
     ２３
     01632-9-7022  (01632-9-7023)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 163268,4068,1 ユアーズ調剤薬局 〒097-0012 （調基１）第1463号        平成28年 4月 1日
     稚内市富岡４丁目３番１号
     0162-34-8671  (0162-34-8670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163368,4069,9 キタ調剤薬局天塩店 〒098-3312 （調基１）第1468号        平成28年 4月 1日
     天塩郡天塩町川口５６９９－１３
     01632-9-2880  (01632-9-2881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163468,4070,7 えびす薬局駅前店 〒097-0022 （調基１）第872号         平成28年 4月 1日
     稚内市中央２丁目１２番２４号
     0162-29-1717  (0162-29-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163568,4072,3 すずらん薬局中頓別店〒098-5551 （調基１）第1274号        平成28年 4月 1日
     枝幸郡中頓別町字中頓別１７５番
     地３５
     01634-8-2285  (01634-8-2286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163668,4075,6 アイン薬局　稚内栄店〒097-0017 （調基１）第729号         平成28年 4月 1日
     稚内市栄１丁目２４番４号
     0162-33-5000  (0162-29-4353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163768,4076,4 アイン薬局　稚内末広〒097-0001 （調基１）第1606号        平成28年11月 1日
     店 稚内市末広３丁目６番２号
     0162-24-7010  (0162-24-0322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163868,4077,2 小竹調剤薬局 〒098-5824 （調基１）第1542号        平成28年 6月 6日
     枝幸郡枝幸町北栄町１４７４
     0163-69-2377  (0163-69-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163968,4078,0 ファーマシーサエキ 〒097-0401 （調基１）第1895号        平成30年 4月 1日
     利尻郡利尻町沓形字本町４４番地
     0163-84-2012  (0163-84-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164068,4079,8 調剤薬局ツルハドラッ〒097-0017 （調基１）第1816号        平成29年10月 1日
     グ稚内栄店 稚内市栄５丁目８番１１号
     0162-34-6268  (0162-34-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164174,4031,7 クボタ薬局 〒073-0022 （調基１）第355号         平成28年 4月 1日
     滝川市大町３丁目７番１２号
     0125-24-6698  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164274,4035,8 有限会社　長田薬局 〒073-0031 （調基１）第1517号        平成28年 4月 1日
     滝川市栄町２丁目５番２０号
     0125-23-2586  (0125-23-0101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 164374,4054,9 株式会社　一の薬局 〒075-0031 （調基１）第974号         平成28年 4月 1日
     芦別市南１条東１丁目１１番地
     01242-2-4193  (01242-2-3687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164474,4055,6 クサカベ薬局 〒075-0002 （調基１）第664号         平成28年 4月 1日
     芦別市北２条西１丁目６番地
     0124-22-3101  (0124-22-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164574,4060,6 株式会社　ホリ薬局　〒073-0021 （調基１）第185号         平成28年 4月 1日
     滝川店 滝川市本町２丁目３番２８号
     0125-22-5133  (0125-24-5066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164674,4066,3 株式会社　ホリ薬局　〒073-0034 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     啓南店 滝川市空知町２丁目５番９号
     0125-26-2030  (0125-26-2031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164774,4068,9 ナカジマ薬局　滝川西〒073-0044 （調基１）第1246号        平成28年 4月 1日
     町店 滝川市西町１丁目２番８号
     0125-26-1088  (0125-26-1087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164874,4069,7 ミキ調剤薬局 〒074-0007 （調基１）第17号          平成28年 4月 1日
     深川市７条９番３９号
     0164-23-2000  (0164-22-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164974,4070,5 武藤薬局 〒073-1103 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     樺戸郡新十津川町字中央１８ー１
     ７
     0125-76-2666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165074,4072,1 赤平薬局 〒079-1136 （調基１）第668号         平成28年 4月 1日
     赤平市本町２丁目４番地
     0125-32-2864  (0125-32-2789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165174,4073,9 ほのぼの薬局　浦臼店〒061-0615 （調基１）第867号         平成28年 4月 1日
     樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ１８
     ３ー３７
     0125-69-2131  (0125-67-3445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165274,4081,2 日本調剤　芦別薬局 〒075-0041 （調基１）第1187号        平成28年 4月 1日
     芦別市本町１４番地１５
     01242-4-2800  (01242-3-1611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165374,4082,0 ひまわり薬局 〒075-0041 （調基１）第584号         平成28年 4月 1日
     芦別市本町１４番地１４
     01242-2-1500  (01242-2-1587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 165474,4085,3 はるにれ薬局　芦別店〒075-0002 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     芦別市北２条西１丁目８番地１９
     01242-3-0393  (0124-23-0394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165574,4089,5 ひらぎし薬局 〒079-1281 （調基１）第972号         平成28年 4月 1日
     赤平市平岸新光町１丁目４番地２
     0125-34-3700  (0125-34-3701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165674,4092,9 有限会社　ウリ薬局　〒073-0031 （調基１）第28号          平成28年 4月 1日
     滝川店 滝川市栄町２丁目７－１７
     0125-24-8910  (0125-24-8912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165774,4093,7 すみれ調剤薬局 〒073-0031 （調基１）第70号          平成28年 4月 1日
     滝川市栄町２丁目５番１４号
     0125-23-7555  (0125-23-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165874,4097,8 ちっぷべつ調剤薬局 〒078-2102 （調基１）第1706号        平成29年 4月 1日
     雨竜郡秩父別町秩父別１３１０－
     ２２
     0164-33-5233  (0164-33-5235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165974,4103,4 深川いづみ調剤薬局 〒074-0004 （調基１）第1387号        平成28年 4月 1日
     深川市４条７番１３号
     0164-26-1238  (0164-26-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166074,4104,2 調剤薬局ツルハドラッ〒079-1143 （調基１）第411号         平成28年 4月 1日
     グ赤平店 赤平市字赤平５４０番１
     0125-32-2900  (0125-32-2900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166174,4105,9 はまなす薬局滝川店 〒073-0034 （調基１）第901号         平成28年 4月 1日
     滝川市空知町３丁目１２４番２
     0125-26-2262  (0125-22-2240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166274,4106,7 アイランド薬局　たき〒073-0024 （調基１）第1225号        平成28年 4月 1日
     かわ店 滝川市東町３丁目１番３１号
     0125-23-4189  (0125-23-4169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166374,4114,1 石丸薬局 〒073-0018 （調基１）第1076号        平成28年 4月 1日
     滝川市朝日町西４丁目１番２７号
     0125-23-3657  (0125-23-3657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166474,4115,8 たきかわ調剤薬局 〒073-0022 （調基１）第32号          平成28年 4月 1日
     滝川市大町１丁目１番１４号
     0125-74-5680  (0125-74-5690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 166574,4117,4 調剤薬局ツルハドラッ〒073-0018 （調基１）第402号         平成28年 4月 1日
     グ滝川朝日町店 滝川市朝日町西２丁目１番３６号
     0125-22-7110  (0125-22-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166674,4118,2 有限会社　藤井薬局 〒073-0032 （調基１）第128号         平成28年 4月 1日
     滝川市明神町４丁目１０番８号
     0125-23-2782  (0125-23-2782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166774,4119,0 エーデル調剤薬局　滝〒073-0034 （調基１）第172号         平成28年 4月 1日
     川店 滝川市空知町２丁目１０ー８
     0125-22-2233  (0125-22-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166874,4122,4 こぶし調剤薬局 〒073-0022 （調基１）第778号         平成28年 4月 1日
     滝川市大町２丁目２番１４号
     0125-23-8120  (0125-23-8121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166974,4127,3 スイス調剤薬局 〒074-0031 （調基１）第596号         平成28年 4月 1日
     深川市あけぼの町１番４号
     0164-26-8000  (0164-26-8888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167074,4130,7 しんとつかわ調剤薬局〒073-1103 （調基１）第415号         平成28年 4月 1日
     樺戸郡新十津川町字中央３３６番
     地１２
     0125-74-4563  (0125-74-4564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167174,4133,1 株式会社ホリ薬局　花〒073-1105 （調基１）第1767号        平成29年 7月 1日
     月店 樺戸郡新十津川町字花月２０１番
     ３５
     0125-72-4777  (0125-72-4778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167274,4136,4 ながた調剤薬局 〒073-0034 （調基１）第1815号        平成29年 9月 1日
     滝川市空知町３丁目４番１７号
     0125-26-1287  (0125-26-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167374,4137,2 センター薬局　滝川店〒073-0031 （調基１）第1825号        平成29年11月 1日
     滝川市栄町３丁目３番１６号
     0125-74-5791  (0125-74-5792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167475,4020,7 有限会社　中村薬局 〒069-1332 （調基１）第833号         平成28年 4月 1日
     夕張郡長沼町中央北１丁目２番９
     号
     0123-88-2435  (0123-88-2540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167575,4034,8 調剤薬局　メディカル〒068-0022 （調基１）第90号          平成28年 4月 1日
     しんゆう 岩見沢市２条西４丁目１番地
     0126-24-5651  (0126-24-5651)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 167675,4047,0 二条薬局 〒068-0022 （調基１）第72号          平成28年 4月 1日
     岩見沢市２条西６丁目４番地２
     0126-24-6237  (0126-22-3266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167775,4058,7 有限会社　三笠薬局 〒068-2152 （調基１）第238号         平成28年 4月 1日
     三笠市多賀町２１番地
     01267-2-2350  (01267-3-2233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167875,4066,0 三谷薬局 〒068-0027 （調基１）第1356号        平成28年 4月 1日
     岩見沢市７条西１丁目６
     0126-22-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167975,4067,8 有限会社　池本薬局 〒068-0030 （調基１）第506号         平成28年 4月 1日
     岩見沢市１０条西２１丁目１番地
     ３
     0126-22-8047  (0126-22-8901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168075,4078,5 一村薬局 〒068-0024 （調基１）第248号         平成28年 4月 1日
     岩見沢市４条西４丁目１番地
     0126-24-2290  (0126-24-8268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168175,4079,3 ナカジマ薬局　日赤前〒069-1513 （調基１）第1227号        平成28年 4月 1日
     店 夕張郡栗山町朝日２丁目４７番地
     01237-2-7935  (01237-2-0525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168275,4080,1 カームビラ調剤薬局 〒069-0381 （調基１）第289号         平成28年 4月 1日
     岩見沢市幌向北１条５丁目６７－
     ２
     0126-26-5700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168375,4081,9 吉井調剤薬局 〒069-1511 （調基１）第1872号        平成30年 4月 1日
     夕張郡栗山町中央２丁目２４８番
     地
     01237-2-7670  (01237-2-7660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168475,4084,3 日本調剤　栗山薬局 〒069-1513 （調基１）第1172号        平成28年 4月 1日
     夕張郡栗山町朝日２丁目３３番地
     0123-72-2000  (0123-72-2025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168575,4088,4 コア薬局　岩見沢３条〒068-0023 （調基１）第56号          平成28年 4月 1日
     店 岩見沢市３条西４丁目８番地２第
     ２ポルタビル１階
     0126-24-9377  (0126-24-9381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168675,4091,8 有限会社　吉井 雲堂〒069-1511 （調基１）第1871号        平成30年 4月 1日
     薬局 夕張郡栗山町中央２丁目７０番地
     01237-2-1172  (01237-2-3359)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 168775,4094,2 ゆに・ハーブ薬局 〒069-1206 （調基１）第1345号        平成28年 4月 1日
     夕張郡由仁町本町３５９番地
     01238-3-4001  (0123-82-2191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168875,4095,9 南幌調剤薬局 〒069-0238 （調基１）第1400号        平成28年 4月 1日
     空知郡南幌町元町２丁目２ー３
     011-378-5211  (011-378-5212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168975,4098,3 志文薬局 〒068-0832 （調基１）第1638号        平成29年 4月 1日
     岩見沢市ふじ町２条２丁目２５番
     地ア－バン２２
     0126-33-8566  (0126-33-8588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169075,4100,7 長沼調剤薬局 〒069-1331 （調基１）第1397号        平成28年 4月 1日
     夕張郡長沼町銀座南２丁目１番１
     ８号
     01238-8-1777  (0123-88-1888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169175,4102,3 アクト調剤薬局 〒069-1332 （調基１）第1121号        平成28年 4月 1日
     夕張郡長沼町中央南１丁目６番２
     ３号
     01238-8-2122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169275,4103,1 吉井調剤薬局長沼店 〒069-1336 （調基１）第1869号        平成30年 4月 1日
     夕張郡長沼町栄町１丁目２番１号
     01238-8-1881  (01238-8-1882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169375,4109,8 ほろむい南調剤薬局 〒069-0374 （調基１）第1882号        平成30年 4月 1日
     岩見沢市幌向南４条２丁目２３８
     －４
     0126-32-6955  (0126-32-6956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169475,4110,6 毛利薬局 〒068-2155 （調基１）第61号          平成28年 4月 1日
     三笠市榊町４６１
     01267-2-4443  (01267-2-4488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169575,4111,4 三笠薬局榊調剤店 〒068-2155 （調基１）第907号         平成28年 4月 1日
     三笠市榊町４６３番地２
     01267-2-5000  (01267-2-5011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169675,4112,2 わかやぎ調剤薬局 〒068-2157 （調基１）第1226号        平成28年 4月 1日
     三笠市若松町１１－１
     01267-4-5550  (01267-4-5553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169775,4114,8 株式会社　和商　水島〒068-0026 （調基１）第51号          平成28年 4月 1日
     薬局 岩見沢市６条西１丁目７番地３
     0126-25-0980  (0126-23-9663)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 169875,4115,5 コア薬局　岩見沢中央〒068-0006 （調基１）第1863号        平成30年 4月 1日
     通店 岩見沢市６条東１丁目６番地５
     0126-33-5071  (0126-33-5072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169975,4119,7 つぎたて調剤薬局 〒068-0353 （調基１）第1256号        平成28年 4月 1日
     夕張郡栗山町字継立２７２番地１
     01237-5-2112  (01237-5-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170075,4122,1 岩見沢メディカル薬局〒068-0007 （調基１）第655号         平成28年 4月 1日
     岩見沢市７条東６丁目１１番地１
     ４
     0126-24-2500  (0126-24-2573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170175,4128,8 センター薬局　幌向店〒069-0372 （調基１）第235号         平成28年 4月 1日
     岩見沢市幌向南２条２丁目１８１
     番１９
     0126-26-6820  (0126-26-6821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170275,4129,6 調剤薬局ツルハドラッ〒068-0851 （調基１）第429号         平成28年 4月 1日
     グ岩見沢大和店 岩見沢市大和１条８丁目３番１
     0126-25-7389  (0126-25-7389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170375,4130,4 いずみ薬局 〒068-0030 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     岩見沢市１０条西４丁目２番地１
     0126-23-7897  (0126-35-4348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170475,4132,0 調剤薬局ツルハドラッ〒069-1318 （調基１）第365号         平成28年 4月 1日
     グ長沼店 夕張郡長沼町西１線北３番地
     0123-82-1300  (0123-82-1300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170575,4135,3 二条薬局西店 〒068-0022 （調基１）第73号          平成28年 4月 1日
     岩見沢市２条西７丁目５番地
     0126-38-4080  (0126-38-4080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170675,4136,1 クリオス調剤薬局 〒068-0022 （調基１）第930号         平成28年 4月 1日
     岩見沢市２条西７丁目８－８
     0126-22-9171  (0126-22-9172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170775,4139,5 アルビ調剤薬局　幌向〒069-0371 （調基１）第675号         平成28年 4月 1日
     店 岩見沢市幌向南１条３丁目３４８
     －１
     0126-32-6670  (0126-32-6675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170875,4140,3 かえで薬局 〒068-0022 （調基１）第1099号        平成28年 4月 1日
     岩見沢市２条西５丁目２番地７
     0126-35-1839  (0126-35-1839)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 170975,4141,1 アルビ調剤薬局岩見沢〒068-0009 （調基１）第386号         平成28年 4月 1日
     店 岩見沢市９条東１丁目１ー６
     0126-31-5001  (0126-31-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171075,4143,7 ココカラファイン薬局〒069-1511 （調基１）第904号         平成28年 4月 1日
     　栗山店 夕張郡栗山町中央２丁目１１６番
     地
     0123-73-6565  (0123-73-6575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171175,4144,5 第一薬品 〒068-0023 （調基１）第322号         平成28年 4月 1日
     岩見沢市３条西５丁目６番１
     0126-23-7070  (0126-23-7071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171275,4147,8 ロイテ調剤薬局栗山店〒069-1511 （調基１）第1457号        平成28年 4月 1日
     夕張郡栗山町中央３丁目３２７
     0123-73-5222  (0123-73-5225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171375,4148,6 ＢＫ薬局栗山駅前店 〒069-1511 （調基１）第1707号        平成29年 4月 1日
     夕張郡栗山町中央２丁目２１６番
     地
     0123-72-1822  (0123-72-1822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171475,4152,8 なの花薬局労災前店 〒068-0005 （調基１）第1792号        平成29年 7月 1日
     岩見沢市５条東１６丁目１７番地
     0126-33-7800  (0126-33-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171575,4153,6 なの花薬局栗山店 〒069-1513 （調基１）第1798号        平成29年 7月 1日
     夕張郡栗山町朝日２丁目３１番地
     0123-73-2277  (0123-73-2225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171675,4154,4 調剤薬局ツルハドラッ〒068-0021 （調基１）第1832号        平成29年12月 1日
     グ岩見沢駅前店 岩見沢市１条西６丁目８番１号
     0126-31-7268  (0126-31-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171775,4155,1 いわみざわ駅前薬局 〒068-0021 （調基１）第1930号        平成30年 6月 1日
     岩見沢市１条西７丁目２－２
     0126-38-8118  (0126-38-8011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171876,4026,2 リエゾン調剤薬局　奈〒079-0312 （調基１）第150号         平成28年 4月 1日
     井江店 空知郡奈井江町字奈井江２１１番
     地３４
     0125-65-2911  (0125-65-2912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171976,4027,0 ミネノブ薬局 〒072-0000 （調基１）第248号         平成28年 4月 1日
     美唄市字峰延１８８３番地
     01266-7-2659  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 172076,4028,8 ないえ調剤薬局 〒079-0313 （調基１）第93号          平成28年 4月 1日
     空知郡奈井江町字奈井江町１３４
     番地２
     0125-66-2188  (0125-66-2189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172176,4034,6 そらちぶと調剤薬局 〒073-0101 （調基１）第1900号        平成30年 4月 1日
     砂川市空知太東１条３丁目１番１
     ５号
     0125-56-2323  (0125-56-2345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172276,4037,9 チロル薬局 〒073-0405 （調基１）第973号         平成28年 4月 1日
     歌志内市神威２７０番地３０
     0125-42-4500  (0125-42-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172376,4041,1 ナカジマ薬局　美唄店〒072-0022 （調基１）第1225号        平成28年 4月 1日
     美唄市西１条北１丁目３番１０号
     0126-62-5050  (0126-62-5151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172476,4046,0 ポプリ薬局奈井江店 〒079-0313 （調基１）第1247号        平成28年 4月 1日
     空知郡奈井江町字奈井江町２０８
     －２
     0125-66-3788  (0125-66-3787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172576,4047,8 センター薬局美唄中央〒072-0024 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     店 美唄市西１条南１丁目３番２７号
     0126-66-7070  (0126-66-7071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172676,4052,8 はまなす薬局　砂川店〒073-0163 （調基１）第904号         平成28年 4月 1日
     砂川市西３条北３丁目１番２号
     0125-74-5555  (0125-74-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172776,4054,4 調剤薬局ツルハドラッ〒073-0141 （調基１）第408号         平成28年 4月 1日
     グ砂川店 砂川市西１条南２丁目１－１
     0125-55-3678  (0125-55-3678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172876,4055,1 ヤマヤ薬局 〒072-0025 （調基１）第1915号        平成30年 4月 1日
     美唄市西２条南２丁目５番１号
     0126-62-3344  (0126-64-2180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172976,4057,7 ナカジマ薬局砂川店 〒073-0162 （調基１）第1248号        平成28年 4月 1日
     砂川市西２条北３丁目１番地１
     0125-55-2311  (0125-55-2322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173076,4058,5 センター薬局　美唄店〒072-0002 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     美唄市東１条北１丁目１番２号
     0126-35-5112  (0126-35-5113)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１　薬局］ 平成30年 6月 1日    171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 173176,4059,3 有限会社　ウリ薬局 〒073-0161 （調基１）第77号          平成28年 4月 1日
     砂川市西１条北１丁目１ー３６
     0125-52-4386  (0125-54-4207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173276,4064,3 アース調剤薬局砂川店〒073-0143 （調基１）第1630号        平成29年 3月 1日
     砂川市西３条南８丁目２番７号
     0125-52-7081  (0125-52-7082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173376,4065,0 びばい駅前薬局 〒072-0012 （調基１）第1753号        平成29年 5月 1日
     美唄市東１条南３丁目２番８号
     0126-66-6250  (0126-66-6251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173476,4067,6 なの花薬局美唄店 〒072-0022 （調基１）第1799号        平成29年 7月 1日
     美唄市西１条北１丁目１番７号
     0126-64-3100  (0126-64-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料２　薬局］ 平成30年 6月 1日    172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4510,3 有限会社　クローバー〒005-0003 （調基２）第9号           平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市南区澄川３条２丁目４番１
     ５号
     011-831-5992  (011-831-2833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4626,7 ユウセイ薬局　中央店〒064-0915 （調基２）第44号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１５条西１１丁目
     １番５号唯ビル
     011-563-5538  (011-563-5573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4951,9 菊水ひまわり薬局 〒003-0804 （調基２）第36号          平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水４条１丁目８番
     １７号
     011-816-4193  (011-816-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4974,1 のぞみ調剤薬局 〒065-0017 （調基２）第22号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１７条東１５丁目１
     番８号　環状通東ビル１階
     011-742-1705  (011-742-1721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,4093,8 アーク調剤薬局　石山〒005-0841 （調基２）第49号          平成30年 4月 1日
     店 札幌市南区石山１条６丁目１番１
     ８号石山メディカルビル１階
     011-592-7897  (011-592-7898)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,4096,1 ノルデン薬局　福住店〒062-0042 （調基２）第46号          平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区福住２条１丁目２番
     １号
     011-836-3511  (011-836-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,4201,7 ノルデン薬局　栄町店〒007-0841 （調基２）第45号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４１条東１５丁目２
     番１４号ＧＮビル１Ｆ
     011-748-5711  (011-748-5721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,4410,4 ファミリー薬局　藻岩〒005-0033 （調基２）第47号          平成30年 4月 1日
     店 札幌市南区南３３条西１１丁目２
     番１７号
     011-585-4121  (011-585-4230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,4504,4 日本調剤　医大前調剤〒060-0061 （調基２）第75号          平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市中央区南一条西１６丁目１
     番２４６号ＡＮＮＥＸレーベンビ
     ル１Ｆ
     011-642-7681  (011-642-7698)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料２　薬局］ 平成30年 6月 1日    173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1002,4526,7 新道ひまわり薬局 〒007-0870 （調基２）第35号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区伏古１０条３丁目２番
     ６号
     011-780-6888  (011-780-6810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,4544,0 ももたろう薬局 〒004-0033 （調基２）第29号          平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区上野幌３条４丁目９
     011-895-0505  (011-895-7007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202,4562,2 ちとせ市民調剤　スギ〒066-0033 （調基２）第53号          平成30年 4月 1日
     ハラ薬局 千歳市北光２丁目１－５
     0123-26-7001  (0123-26-7005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302,4568,9 北区ひまわり薬局 〒001-0910 （調基２）第34号          平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１０条２丁目１
     番１０号
     011-768-2301  (011-768-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402,4680,2 クライマーえにわ薬局恵庭市黄金中央２丁目１番地２ （調基２）第42号          平成30年 4月 1日
     0123-34-2101  (0123-34-2104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502,4840,2 みらくる薬局　道庁前〒060-0003 （調基２）第28号          平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区北３条西４丁目１番
     日本生命札幌ビル３階
     011-252-2300  (011-252-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602,4953,3 げんき薬局札幌ハート〒007-0849 （調基２）第27号          平成30年 4月 1日
     センター店 札幌市東区北４９条東１６丁目８
     －２
     011-827-5891  (011-827-5892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1703,4017,5 メルモ調剤薬局 〒006-0031 （調基２）第66号          平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区稲穂１条７丁目２－
     １６
     011-688-2020  (011-688-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803,4060,5 パーク調剤薬局 〒069-0813 （調基２）第60号          平成30年 4月 1日
     江別市野幌町８１番地１４号
     011-389-8989  (011-389-8999)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1903,4106,6 西札幌中央薬局 〒063-0061 （調基２）第76号          平成30年 4月 1日
     札幌市西区西町北７丁目２－１１
     第３イーストビル
     011-667-8701  (011-667-8702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料２　薬局］ 平成30年 6月 1日    174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2003,4129,8 ラスカル調剤薬局　菊〒003-0825 （調基２）第38号          平成30年 4月 1日
     水元町店 札幌市白石区菊水元町５条２丁目
     ８番３号
     011-887-7875  (011-887-7875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2103,4187,6 北海道科学大学附属薬〒060-0033 （調基２）第12号          平成30年 4月 1日
     局 札幌市中央区北３条東１丁目１ー
     １ブラン　ジェイアール札幌　１
     階
     011-242-9383  (011-242-9384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203,4194,2 レモン調剤薬局　下手〒006-0815 （調基２）第4号           平成30年 4月 1日
     稲通店 札幌市手稲区前田５条１２丁目１
     ３番３６号
     011-691-5252  (011-691-5272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2303,4278,3 東区ひまわり薬局 〒007-0805 （調基２）第37号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目１１
     番１号勤医協札幌東ビル１階
     011-786-8700  (011-786-8305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2403,4279,1 なの花薬局　千歳店 〒066-0062 （調基２）第67号          平成30年 4月 1日
     千歳市千代田町７丁目１７８９番
     地３千歳ステーションプラザ４Ｆ
     0123-26-0200  (0123-26-0213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2503,4285,8 なの花薬局　真栄店 〒004-0831 （調基２）第65号          平成30年 4月 1日
     札幌市清田区真栄１条１丁目１番
     １５号
     011-888-3060  (011-888-3061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2603,4286,6 調剤薬局健康いちばん〒063-0812 （調基２）第7号           平成30年 4月 1日
     琴似店 札幌市西区琴似２条１丁目１－２
     ０琴似タワープラザ２Ｆ
     011-614-3033  (011-614-3633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2703,4305,4 ペンギン保険薬局　麻〒001-0908 （調基２）第3号           平成30年 4月 1日
     生店 札幌市北区新琴似８条３丁目１番
     ２号沢田ビル１階
     011-765-6300  (011-765-6306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2803,4318,7 ファイン薬局 〒004-0063 （調基２）第11号          平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別西３条６丁目７
     ００番地５
     011-398-9559  (011-398-9950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料２　薬局］ 平成30年 6月 1日    175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2903,4326,0 サッポロドラッグスト〒007-0840 （調基２）第48号          平成30年 4月 1日
     アー調剤薬局麻生北４札幌市東区北４０条東１丁目１番
     ０条店 ２７号
     011-750-6650  (011-750-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3003,4330,2 ユウセイ薬局　山鼻店〒064-0915 （調基２）第43号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１５条西１２丁目
     ２－２
     011-520-2200  (011-520-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3103,4377,3 月寒調剤薬局 〒062-0020 （調基２）第71号          平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒中央通１０丁目
     ５番１４号
     011-854-3301  (011-854-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3203,4394,8 メイプル調剤薬局　円〒064-0820 （調基２）第77号          平成30年 4月 1日
     山店 札幌市中央区大通西２５丁目１－
     ２ハートランド円山ビル１階
     011-616-1811  (011-616-1812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3303,4492,0 みらくる薬局　ことに〒063-0841 （調基２）第73号          平成30年 4月 1日
     店 札幌市西区八軒１条西１丁目２番
     １０号ザ・タワープレイス２階
     011-633-8000  (011-633-8001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3403,4541,4 コア薬局　麻生店 〒001-0039 （調基２）第17号          平成30年 4月 1日
     札幌市北区北３９条西５丁目１番
     １５号北電商販サトウビル１階
     011-756-1665  (011-756-1666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3503,4544,8 コア薬局　千歳東郊店〒066-0021 （調基２）第18号          平成30年 4月 1日
     千歳市東郊１丁目４番１８号
     0123-40-0336  (0123-40-0337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,4552,1 イチフジ薬局・北２６〒065-0026 （調基２）第74号          平成30年 4月 1日
     条店 札幌市東区北２６条東６丁目１番
     ２５号
     011-731-1000  (011-731-1010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3714,4397,8 アサヒ調剤薬局株式会〒041-0852 （調基２）第63号          平成30年 4月 1日
     社　鍛冶支店 函館市鍛治２丁目１５番２号
     0138-30-6880  (0138-30-6881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3814,4399,4 七重浜タウン薬局 〒049-0111 （調基２）第1号           平成30年 4月 1日
     北斗市七重浜４丁目２７番３９号
     0138-48-1116  (0138-48-8116)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料２　薬局］ 平成30年 6月 1日    176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3914,4414,1 株式会社　ヨシコンメ〒041-0851 （調基２）第25号          平成30年 4月 1日
     ディカルファーマシー函館市本通２丁目３１番６号
     0138-51-6966  (0138-51-6966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4014,4499,2 アサヒ調剤薬局株式会〒040-0065 （調基２）第64号          平成30年 4月 1日
     社十字街支店 函館市豊川町１番５号
     0138-22-5017  (0138-22-5207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4129,4326,5 士別調剤薬局 〒095-0048 （調基２）第50号          平成30年 4月 1日
     士別市東１１条４丁目３０２９番
     地２８
     01652-2-1515  (01652-3-5060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4229,4327,3 名寄調剤薬局 〒096-0016 （調基２）第20号          平成30年 4月 1日
     名寄市西６条南８丁目１８番地１
     01654-3-6116  (01654-3-8878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4329,4364,6 わかば調剤薬局 〒079-8413 （調基２）第10号          平成30年 4月 1日
     旭川市永山３条７丁目１番８号
     0166-47-8711  (0166-47-8771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4429,4472,7 有限会社　ふじさわ薬〒071-8132 （調基２）第19号          平成30年 4月 1日
     局 旭川市末広２条６丁目６番１２号
     0166-51-1881  (0166-51-1886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4529,4506,2 旭薬みどりがおか薬局〒078-8302 （調基２）第79号          平成30年 4月 1日
     旭川市緑が丘２条４丁目１２番地
     ３
     0166-66-2639  (0166-66-2619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4629,4537,7 平成堂調剤薬局　一条〒078-8211 （調基２）第62号          平成30年 4月 1日
     店 旭川市１条通１８丁目１７３番３
     0166-37-8931  (0166-37-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4729,4581,5 カムイの森調剤薬局 〒070-8013 （調基２）第70号          平成30年 4月 1日
     旭川市神居３条４丁目１番４号
     0166-73-5575  (0166-73-5595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4830,4023,6 十仁薬局　宮下店 〒070-0030 （調基２）第69号          平成30年 4月 1日
     旭川市宮下通９丁目３９６ー１た
     まメディカルビル１階
     0166-26-7611  (0166-26-7612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4930,4044,2 ミント調剤薬局 〒070-0030 （調基２）第58号          平成30年 4月 1日
     旭川市宮下通９丁目７６６番地キ
     タノビル１階
     0166-29-5777  (0166-29-5788)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料２　薬局］ 平成30年 6月 1日    177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5035,4203,3 つばさ薬局 〒052-0022 （調基２）第57号          平成30年 4月 1日
     伊達市梅本町２番地１
     0142-21-7100  (0142-22-1100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5135,4229,8 ポプラ薬局　東室蘭店〒050-0076 （調基２）第31号          平成30年 4月 1日
     室蘭市知利別町１丁目４番３号
     0143-41-4001  (0143-41-4005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5235,4230,6 こじま薬局　中島店 〒050-0074 （調基２）第80号          平成30年 4月 1日
     室蘭市中島町１丁目８番１号
     0143-84-1175  (0143-84-1176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5335,4246,2 なかじまこうえん薬局〒050-0074 （調基２）第13号          平成30年 4月 1日
     室蘭市中島町３丁目２８番１６号
     トラスト中島公園１階
     0143-41-7272  (0143-41-7273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5436,4048,0 ポプラ薬局　苫小牧本〒053-0803 （調基２）第32号          平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市矢代町２丁目９番１２号
     0144-72-9200  (0144-73-7701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5536,4060,5 クローバー薬局 〒053-0832 （調基２）第6号           平成30年 4月 1日
     苫小牧市桜木町３丁目１番２８号
     0144-76-0322  (0144-76-0323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5636,4079,5 苫小牧ひまわり薬局 〒053-0855 （調基２）第33号          平成30年 4月 1日
     苫小牧市見山町１丁目８番２３号
     0144-71-2616  (0144-71-2617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5736,4115,7 若草調剤薬局 〒053-0021 （調基２）第15号          平成30年 4月 1日
     苫小牧市若草町５丁目１番６号
     0144-38-8877  (0144-38-8878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5836,4148,8 苫小牧市民薬局 〒053-0034 （調基２）第16号          平成30年 4月 1日
     苫小牧市清水町１丁目５番２９号
     0144-38-3055  (0144-38-3066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5936,4156,1 白老町民薬局 〒059-0903 （調基２）第24号          平成30年 4月 1日
     白老郡白老町日の出町３丁目１番
     ４８号
     0144-85-2626  (0144-85-2320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6041,4172,8 真栄３条薬局 〒088-1123 （調基２）第30号          平成30年 4月 1日
     厚岸郡厚岸町真栄１丁目８０番地
     0153-52-8228  (0153-52-8118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料２　薬局］ 平成30年 6月 1日    178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6141,4181,9 釧路調剤薬局　末広店〒085-0014 （調基２）第40号          平成30年 4月 1日
     釧路市末広町８丁目１番４号
     0154-32-5331  (0154-32-5332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6241,4205,6 厚岸調剤薬局 〒088-1119 （調基２）第14号          平成30年 4月 1日
     厚岸郡厚岸町住の江１丁目５番地
     0153-53-3232  (0153-52-8056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6341,4231,2 有限会社　カトウ薬局〒084-0906 （調基２）第21号          平成30年 4月 1日
     鳥取店 釧路市鳥取大通３丁目１１番７号
     0154-55-5401  (0154-55-5403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6441,4253,6 釧路調剤薬局　愛国店〒085-0057 （調基２）第41号          平成30年 4月 1日
     釧路市愛国西１丁目６番１４号
     0154-36-5236  (0154-36-8096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6546,4185,9 保険調剤アップルファ〒080-0013 （調基２）第59号          平成30年 4月 1日
     ーマシー 帯広市西３条南４丁目１８番地１
     0155-22-2895  (0155-22-2896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6646,4236,0 あじさい薬局 〒080-0019 （調基２）第8号           平成30年 4月 1日
     帯広市西９条南１２丁目４番地１
     0155-21-4193  (0155-23-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6746,4240,2 まつもと薬局 〒080-0806 （調基２）第54号          平成30年 4月 1日
     帯広市東６条南９丁目１４番地１
     0155-25-7213  (0155-25-7390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6846,4281,6 緑ヶ丘調剤薬局 〒080-0020 （調基２）第39号          平成30年 4月 1日
     帯広市西１０条南１７丁目４番２
     0155-20-6000  (0155-20-7000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6946,4343,4 つつじが丘薬局 〒080-2473 （調基２）第68号          平成30年 4月 1日
     帯広市西２３条南２丁目１６番地
     ４５
     0155-61-1515  (0155-61-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7050,4070,5 有限会社　三本木薬局〒090-0025 （調基２）第2号           平成30年 4月 1日
     　東店 北見市北５条東４丁目１番地
     0157-24-9923  (0157-24-9945)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7150,4078,8 ミント調剤薬局 〒090-0026 （調基２）第52号          平成30年 4月 1日
     北見市北６条東２丁目１番地５
     0157-31-3310  (0157-31-3317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料２　薬局］ 平成30年 6月 1日    179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7250,4089,5 アリエス薬局 〒090-0836 （調基２）第5号           平成30年 4月 1日
     北見市東三輪２丁目５４番地９
     0157-22-8931  (0157-22-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7350,4100,0 とんでん調剤薬局 〒090-0834 （調基２）第23号          平成30年 4月 1日
     北見市とん田西町２１１番地２２
     0157-68-2520  (0157-68-2521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7450,4137,2 ポテト調剤薬局 〒090-0043 （調基２）第55号          平成30年 4月 1日
     北見市北３条西４丁目９番地
     0157-26-6677  (0157-26-6688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7550,4139,8 フィール調剤薬局　愛〒099-2103 （調基２）第51号          平成30年 4月 1日
     し野店 北見市端野町三区３６６番地１０
     0157-33-4755  (0157-33-4756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7650,4152,1 ピース薬局 〒090-0051 （調基２）第56号          平成30年 4月 1日
     北見市高栄東町四丁目１６４番地
     １３９
     0157-33-5171  (0157-33-5172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7750,4169,5 有限会社三本木薬局と〒090-0817 （調基２）第81号          平成30年 5月 1日
     きわ店 北見市常盤町１丁目１番３号
     0157-57-3318  (0157-23-3330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7850,4170,3 栄町調剤薬局 〒090-0832 （調基２）第78号          平成30年 4月 1日
     北見市栄町２丁目２番地２
     0157-69-3000  (0157-69-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7953,4099,8 有限会社　田中十字堂〒093-0016 （調基２）第72号          平成30年 4月 1日
     　南５条店 網走市南６条西１丁目５番地１
     0152-61-2888  (0152-61-2887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8064,4061,5 あかね薬局 〒077-0011 （調基２）第26号          平成30年 4月 1日
     留萌市東雲町２丁目４４番地
     0164-49-1212  (0164-49-1213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8175,4059,5 古川調剤薬局　６条店〒068-0026 （調基２）第61号          平成30年 4月 1日
     岩見沢市６条西６丁目１０番地１
     0126-25-5866  (0126-23-6776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4786,9 ナカジマ薬局　札幌店〒006-0814 （調基３イ）第98号        平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田４条１１丁目９
     番１８号
     011-685-4040  (011-685-4041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4808,1 花川南調剤薬局 〒061-3202 （調基３イ）第125号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川南２条２丁目２２７番
     地
     0133-73-8333  (0133-73-8341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4854,5 もなみ公園調剤薬局 〒005-0811 （調基３イ）第127号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１１条２丁目１－
     ６
     011-572-9003  (011-572-9016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4997,2 第一調剤あいさつ通り〒005-0841 （調基３イ）第67号        平成30年 4月 1日
     調剤薬局 札幌市南区石山１条２丁目１番２
     ６号
     011-591-9393  (011-592-9393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,4122,5 クリオネ新さっぽろ薬〒004-0052 （調基３イ）第156号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市厚別区厚別中央２条６丁目
     ４ー６
     011-895-7123  (011-895-7117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,4177,9 ノルデン薬局　北千歳〒066-0081 （調基３イ）第50号        平成30年 4月 1日
     店 千歳市清流５丁目２番１号
     0123-22-1011  (0123-22-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,4215,7 パルス薬局桑園店 〒060-0011 （調基３イ）第101号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１４丁目
     １番１号
     011-717-8040  (011-717-8041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,4234,8 アイランド薬局　山の〒063-0033 （調基３イ）第71号        平成30年 4月 1日
     手店 札幌市西区西野３条５丁目１番
     011-671-1189  (011-671-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,4239,7 ノルデン薬局　北６条〒060-0006 （調基３イ）第60号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区北６条西１９丁目
     011-640-2117  (011-640-2118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002,4381,7 パルス薬局　札幌中央〒064-0804 （調基３イ）第102号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南４条西１５丁目１
     ー３２
     011-521-2371  (011-521-0337)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1102,4383,3 パルス薬局　めぐみの〒061-1373 （調基３イ）第111号       平成30年 4月 1日
     店 恵庭市恵み野西３丁目１番１３
     0123-37-2101  (0123-37-2104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202,4384,1 パルス薬局　こうさい〒064-0914 （調基３イ）第112号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南１４条西１８丁目
     ４番１号
     011-552-5311  (011-552-5321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302,4385,8 パルス薬局　はなかわ〒061-3216 （調基３イ）第109号       平成30年 4月 1日
     店 石狩市花川北６条１丁目３１番地
     0133-72-3480  (0133-72-3482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402,4497,1 ノルデン薬局　北広島〒061-1134 （調基３イ）第66号        平成30年 4月 1日
     広葉店 北広島市広葉町３丁目９－４
     011-376-7151  (011-376-7150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502,4540,8 そらいろ薬局 〒067-0075 （調基３イ）第110号       平成30年 4月 1日
     江別市向ケ丘２７－８
     011-389-4193  (011-389-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602,4572,1 クリオネ北１７条薬局〒065-0017 （調基３イ）第155号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１７条東１３丁目４
     番１２号
     011-748-8123  (011-748-8177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702,4605,9 フロンティア薬局中の〒062-0921 （調基３イ）第133号       平成30年 4月 1日
     島店 札幌市豊平区中の島１条８丁目３
     －３２
     011-820-5575  (011-820-5675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,4628,1 クリオネ新富薬局 〒066-0037 （調基３イ）第150号       平成30年 4月 1日
     千歳市新富３丁目１３番９号
     0123-40-0717  (0123-40-2717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902,4652,1 伏古メディカル薬局 〒007-0862 （調基３イ）第126号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区伏古２条５丁目５番４
     号
     011-789-1230  (011-789-1130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,4667,9 ノルデン薬局　南３条〒060-0063 （調基３イ）第43号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南３条西６丁目５番
     地１０２号
     011-208-5911  (011-208-5910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2102,4725,5 あしたば薬局　東札幌〒003-0001 （調基３イ）第108号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区東札幌１条２丁目１
     －３
     011-814-4193  (011-814-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,4822,0 あしたば薬局　浜益店〒061-3101 （調基３イ）第107号       平成30年 4月 1日
     石狩市浜益区浜益１番地５２
     0133-79-2000  (0133-79-2100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,4828,7 あしたば薬局人吉店 〒007-0804 （調基３イ）第106号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂４条１丁目１４
     番１０１号
     011-786-4833  (011-785-4832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,4833,7 ノルデン薬局石狩店 〒061-3253 （調基３イ）第38号        平成30年 4月 1日
     石狩市樽川３条１丁目２４番１号
     0133-75-6111  (0133-75-6113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,4843,6 ノルデン薬局旭ヶ丘店〒064-0941 （調基３イ）第62号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区旭ケ丘４丁目１番７
     号
     011-520-2011  (011-520-2013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,4850,1 クリオネあけぼの薬局〒006-0834 （調基３イ）第149号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区曙４条３丁目１７番
     ２０号
     011-685-7773  (011-685-7778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,4873,3 あしたば薬局千歳店 〒066-0067 （調基３イ）第104号       平成30年 4月 1日
     千歳市桂木１丁目３番２１号
     0123-26-4193  (0123-26-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802,4875,8 あしたば薬局北２５条〒001-0025 （調基３イ）第105号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区北２５条西８丁目２番
     ２４号
     011-707-4193  (011-707-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902,4935,0 クリオネ　平岡薬局 〒004-0873 （調基３イ）第148号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区平岡３条６丁目１番
     ５３号
     011-885-0018  (011-885-0388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,4947,5 コスモ調剤薬局月寒中〒062-0021 （調基３イ）第136号       平成30年 4月 1日
     央店 札幌市豊平区月寒西１条１０丁目
     ４番７号
     011-858-7760  (011-858-7761)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3102,4952,5 フロンティア薬局曙店〒006-0835 （調基３イ）第132号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区曙５条３丁目１－３
     ４
     011-699-9191  (011-699-9192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,4955,8 クリオネ南４条薬局 〒064-0804 （調基３イ）第147号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南４条西２５丁目２
     番２０号エナコート南円山１階
     011-552-0770  (011-552-0787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3303,4006,8 ノルデン薬局北栄店 〒007-0841 （調基３イ）第58号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４１条東７丁目３番
     １１号
     011-733-6411  (011-733-6421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3403,4033,2 クリオネ　平岸薬局 〒062-0932 （調基３イ）第146号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸２条７丁目２番
     ７号
     011-817-6003  (011-817-6013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3503,4040,7 クリオネ　山の手薬局〒063-0004 （調基３イ）第155号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区山の手４条７丁目４番
     １５号
     011-622-0261  (011-622-0262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,4055,5 パルス薬局　恵庭店 〒061-1408 （調基３イ）第91号        平成30年 4月 1日
     恵庭市黄金南４丁目１番１８
     0123-25-6121  (0123-25-6141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3703,4062,1 あしたば薬局南７条店〒064-0807 （調基３イ）第103号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南７条西１７丁目１
     －８
     011-533-4193  (011-533-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3803,4065,4 北日本調剤　北光薬局〒065-0026 （調基３イ）第111号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２６条東８丁目２番
     １号
     011-748-7771  (011-748-7772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3903,4081,1 パルス薬局野幌店 〒069-0802 （調基３イ）第107号       平成30年 4月 1日
     江別市野幌寿町４４番１５
     011-375-7581  (011-375-7582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4003,4086,0 南２１条薬局 〒064-0921 （調基３イ）第113号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南２１条西９丁目６
     ５６番６
     011-520-3009  (011-520-3119)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4103,4088,6 ノルデン薬局琴似店 〒063-0814 （調基３イ）第42号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区琴似４条４丁目１番３
     ０号アクロメディックビル１階
     011-622-8511  (011-622-8512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4203,4132,2 ナカジマ薬局野幌旭通〒069-0813 （調基３イ）第97号        平成30年 4月 1日
     店 江別市野幌町４０番地１６
     011-375-6430  (011-375-6433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4303,4135,5 まこまない調剤薬局 〒005-0013 （調基３イ）第114号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区真駒内緑町１丁目４番
     ７号
     011-582-0550  (011-582-0551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4403,4148,8 あしたば薬局北大前店〒001-0013 （調基３イ）第118号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１３条西４丁目２－
     １５
     011-700-4193  (011-700-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4503,4181,9 ノルデン薬局　白石店〒003-0027 （調基３イ）第63号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通１３丁目北１番
     １１号
     011-867-6511  (011-867-6522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4603,4191,8 クリオネ　発寒薬局 〒063-0832 （調基３イ）第154号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒１２条５丁目３番
     １８号
     011-699-5197  (011-699-5198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703,4200,7 明日風薬局 〒006-0861 （調基３イ）第115号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区明日風５丁目９番２
     ７号
     011-695-7777  (011-695-1117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4803,4219,7 ノルデン薬局　麻生店〒001-0038 （調基３イ）第36号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区北３８条西８丁目２番
     １号
     011-706-1211  (011-706-1212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903,4254,4 クリオネ　ていね薬局〒006-0834 （調基３イ）第153号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区曙４条３丁目１５番
     地５号
     011-624-6827  (011-624-6826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5003,4310,4 ノルデン薬局　藤野店〒061-2282 （調基３イ）第41号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区藤野２条２丁目１番１
     ６号
     011-594-6011  (011-594-6012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5103,4320,3 ナカジマ薬局　北大前〒001-0014 （調基３イ）第89号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区北１４条西４丁目１番
     １６号
     011-756-1193  (011-756-8397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5203,4323,7 琴似１条薬局 〒063-0811 （調基３イ）第119号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区琴似１条４丁目１－２
     ２モンブリック琴似１Ｆ
     011-616-8661  (011-616-8662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5303,4331,0 ナカジマ薬局　札幌緑〒004-0861 （調基３イ）第95号        平成30年 4月 1日
     愛病院前店 札幌市清田区北野１条１丁目６番
     ３８号
     011-888-0202  (011-888-0203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5403,4334,4 ノルデン薬局　円山公〒064-0820 （調基３イ）第40号        平成30年 4月 1日
     園店 札幌市中央区大通西２８丁目２番
     ３号
     011-624-0111  (011-624-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5503,4335,1 琴似メディカル薬局 〒063-0841 （調基３イ）第141号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区八軒一条西１丁目６番
     １０号グローバル琴似　１Ｆ
     011-623-5236  (011-623-5237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5603,4342,7 クリオネ　西２０丁目〒064-0820 （調基３イ）第152号       平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市中央区大通西２０丁目２番
     ２０号エクセルＳ１ビル６階
     011-633-1523  (011-633-1524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5703,4353,4 かりん調剤薬局 〒060-0061 （調基３イ）第78号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１４丁目１
     番地２２８
     011-272-1225  (011-272-1226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5803,4355,9 つくし調剤薬局 〒006-0812 （調基３イ）第77号        平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田２条１１丁目３
     番１号
     011-691-2555  (011-691-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5903,4356,7 ききょう調剤薬局 〒001-0904 （調基３イ）第76号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似４条１丁目１番
     ４３号ユー・エフ・ティビル１階
     011-708-7799  (011-708-7798)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6003,4358,3 あじさい調剤薬局 〒069-0813 （調基３イ）第75号        平成30年 4月 1日
     江別市野幌町８０番地９
     011-380-3355  (011-380-3356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6103,4359,1 サン調剤薬局 〒004-0031 （調基３イ）第69号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区上野幌１条３丁目１
     番７号
     011-896-3355  (011-896-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6203,4363,3 あしたば薬局　南平岸〒062-0935 （調基３イ）第116号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区平岸５条１３丁目４
     番１号
     011-825-4193  (011-825-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6303,4365,8 ノルデン薬局大麻店 〒069-0852 （調基３イ）第64号        平成30年 4月 1日
     江別市大麻東町３１番４７号
     011-388-5211  (011-388-5212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6403,4372,4 川沿薬局 〒005-0801 （調基３イ）第19号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１条３丁目１－９
     011-573-1941  (011-573-1980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6503,4373,2 Ｎ１８調剤薬局 〒001-0018 （調基３イ）第3号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１８条西６丁目３番
     ８号
     011-738-7720  (011-738-7730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6603,4374,0 Ｎ５タワー薬局 〒060-0005 （調基３イ）第4号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北５条西２丁目５番
     地ＪＲタワーオフィスプラザさっ
     ぽろ８階
     011-209-5424  (011-209-5425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6703,4397,1 あしたば薬局　川沿店〒005-0814 （調基３イ）第117号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１４条２丁目１番
     １０号
     011-578-4193  (011-578-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6803,4398,9 アイランド薬局にれ店〒003-0006 （調基３イ）第73号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区東札幌６条６丁目５
     －２４
     011-867-5755  (011-867-5758)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6903,4406,0 北海道ファーマライズ〒067-0064 （調基３イ）第10号        平成30年 4月 1日
     　江別調剤薬局 江別市上江別東町４４－１９
     011-391-9200  (011-381-9300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7003,4413,6 山の手調剤薬局 〒063-0004 （調基３イ）第82号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区山の手４条７丁目１番
     ２３号
     011-633-3355  (011-633-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7103,4421,9 ノルデン薬局　月寒中〒062-0051 （調基３イ）第35号        平成30年 4月 1日
     央店 札幌市豊平区月寒東１条４丁目３
     番５号
     011-859-1031  (011-859-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7203,4424,3 ナカジマ薬局　北４１〒007-0841 （調基３イ）第97号        平成30年 4月 1日
     条店 札幌市東区北４１条東１丁目１－
     ３１
     011-299-2173  (011-299-2179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7303,4485,4 クリオネ川下薬局 〒003-0862 （調基３イ）第149号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区川下２条４丁目２番
     ２２号グラン市川１階
     011-879-2633  (011-879-2639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7403,4494,6 クリオネ　桜通り薬局〒064-0805 （調基３イ）第148号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南５条西２４丁目１
     番２９号
     011-518-7878  (011-518-7879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7503,4501,8 ノルデン薬局　西町店〒063-0061 （調基３イ）第33号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区西町北７丁目２番１５
     号サツリン西町ビル１階
     011-668-3011  (011-668-3012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7603,4502,6 ノルデン薬局　宮の沢〒063-0826 （調基３イ）第34号        平成30年 4月 1日
     東店 札幌市西区発寒６条９丁目１７番
     ４０号
     011-668-1701  (011-668-1702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7703,4509,1 ナカジマ薬局　ひらお〒004-0871 （調基３イ）第96号        平成30年 4月 1日
     か店 札幌市清田区平岡１条５丁目３番
     ５号
     011-802-5373  (011-802-5374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7803,4561,2 ノルデン薬局　南１条〒060-0061 （調基３イ）第59号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南１条西１２丁目３
     ２２番地新永ビル１階
     011-280-0751  (011-280-0752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7903,4581,0 ノルデン薬局　南２条〒060-0062 （調基３イ）第44号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南２条西１丁目アー
     バンビル１階
     011-241-1225  (011-241-1228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8003,4582,8 ハッピー調剤薬局　南〒003-0022 （調基３イ）第135号       平成30年 4月 1日
     郷店 札幌市白石区南郷通８丁目南５番
     １号
     011-860-7878  (011-860-7866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8103,4597,6 ノルデン薬局　北円山〒060-0009 （調基３イ）第65号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区北９条西２４丁目１
     番２７号
     011-215-8191  (011-215-8192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8203,4600,8 フロンティア薬局東苗〒007-0803 （調基３イ）第134号       平成30年 4月 1日
     穂店 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番
     １２号
     011-780-5130  (011-780-5131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8303,4628,9 ノルデン薬局　南１３〒064-0913 （調基３イ）第39号        平成30年 4月 1日
     条店 札幌市中央区南１３条西２２丁目
     ２番３号
     011-205-3411  (011-205-3412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8403,4629,7 ノルデン薬局　新川店〒001-0925 （調基３イ）第157号       平成30年 5月 1日
     札幌市北区新川５条１丁目４７１
     －１８
     011-738-9511  (011-738-9512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8514,4310,1 クリオネ　港町薬局 〒041-0821 （調基３イ）第154号       平成30年 4月 1日
     函館市港町１丁目１１番１６
     0138-43-8123  (0138-43-9177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8614,4337,4 ウェルネス薬局　神山〒041-0832 （調基３イ）第53号        平成30年 4月 1日
     店 函館市神山１丁目４番８号
     0138-35-5531  (0138-35-5532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8714,4442,2 ウェルネス薬局函館石〒041-0802 （調基３イ）第48号        平成30年 4月 1日
     川店 函館市石川町２番６２号
     0138-34-5811  (0138-34-4811)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8814,4443,0 せせらぎ薬局 〒041-1212 （調基３イ）第90号        平成30年 4月 1日
     北斗市細入１６４
     0138-77-0500  (0138-77-1730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8914,4449,7 ウェルネス薬局亀田本〒041-0813 （調基３イ）第54号        平成30年 4月 1日
     町店 函館市亀田本町１番２０号
     0138-62-6011  (0138-62-7911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9014,4524,7 サンセイ川原薬局 〒041-0844 （調基３イ）第91号        平成30年 4月 1日
     函館市川原町６番１４号
     0138-30-3001  (0138-30-3031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9114,4525,4 サンセイ柏木薬局 〒042-0942 （調基３イ）第93号        平成30年 4月 1日
     函館市柏木町１１番９号
     0138-31-5335  (0138-31-5338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9214,4526,2 サンセイ調剤薬局本店〒040-0004 （調基３イ）第92号        平成30年 4月 1日
     函館市杉並町１２番７号
     0138-35-6200  (0138-35-7333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9314,4547,8 桔梗調剤薬局 〒041-0808 （調基３イ）第16号        平成30年 4月 1日
     函館市桔梗３丁目２３番１５号
     0138-47-2233  (0138-47-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9414,4548,6 いちご薬局 〒041-0808 （調基３イ）第15号        平成30年 4月 1日
     函館市桔梗５丁目１４番３号
     0138-47-2333  (0138-47-5666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9514,4549,4 イルカ薬局 〒041-0812 （調基３イ）第14号        平成30年 4月 1日
     函館市昭和１丁目４番１９号
     0138-40-2333  (0138-40-2555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9614,4550,2 支所前みはら薬局 〒041-0806 （調基３イ）第13号        平成30年 4月 1日
     函館市美原３丁目２番１３号
     0138-34-2333  (0138-34-2334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9714,4551,0 五稜郭調剤薬局 〒040-0004 （調基３イ）第12号        平成30年 4月 1日
     函館市杉並町１５番５号
     0138-35-7722  (0138-35-7702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9814,4557,7 東洋薬局　駒場店 〒042-0935 （調基３イ）第151号       平成30年 4月 1日
     函館市駒場町１６番１２号
     0138-32-9550  (0138-32-9531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9914,4558,5 クリオネさくら公園薬〒040-0001 （調基３イ）第120号       平成30年 4月 1日
     局 函館市五稜郭町４０番１号
     0138-33-3009  (0138-33-3006)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    190

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10014,4591,6 サンセイ中央薬局 〒040-0011 （調基３イ）第95号        平成30年 4月 1日
     函館市本町３４番８－２号
     0138-33-5234  (0138-33-5262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10114,4593,2 コスモ調剤薬局今金店〒049-4308 （調基３イ）第132号       平成30年 4月 1日
     瀬棚郡今金町字今金３５９番地３
     ２
     0137-82-4646  (0137-82-4666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10220,4150,8 ノルデン薬局入船店 〒047-0021 （調基３イ）第87号        平成30年 4月 1日
     小樽市入船２丁目２ー２０
     0134-23-1201  (0134-23-1291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10320,4248,0 コスモ調剤薬局　真狩〒048-1631 （調基３イ）第137号       平成30年 4月 1日
     店 虻田郡真狩村字真狩１７－１２
     0136-45-3000  (0136-45-3032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10420,4271,2 つつじ薬局 〒047-0044 （調基３イ）第117号       平成30年 4月 1日
     小樽市梅ケ枝町３５－３
     0134-23-9996  (0134-23-9969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10520,4279,5 ノルデン薬局　小樽築〒047-0008 （調基３イ）第37号        平成30年 4月 1日
     港店 小樽市築港９番１２号
     0134-21-5011  (0134-21-5012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10620,4283,7 ノルデン薬局　南小樽〒047-0014 （調基３イ）第49号        平成30年 4月 1日
     店 小樽市住ノ江１丁目４番１２号
     0134-31-0711  (0134-31-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10720,4296,9 クリオネアリス調剤薬〒047-0046 （調基３イ）第147号       平成30年 4月 1日
     局 小樽市赤岩１丁目１６番２８号
     0134-24-3909  (0134-24-3915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10826,4068,9 アイランド薬局　いわ〒045-0001 （調基３イ）第74号        平成30年 4月 1日
     ない店 岩内郡岩内町字大浜５０番地の１
     ６
     0135-61-4040  (0135-61-4343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10926,4076,2 昆布温泉薬局 〒048-1323 （調基３イ）第130号       平成30年 4月 1日
     磯谷郡蘭越町字黄金１１８番地７
     ７
     0136-50-2777  (0136-50-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11029,4274,7 北日本調剤末広調剤薬〒071-8121 （調基３イ）第129号       平成30年 4月 1日
     局 旭川市末広東１条５丁目１番５号
     0166-52-3100  (0166-52-6006)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    191

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11129,4314,1 ノルデン薬局 〒070-0038 （調基３イ）第46号        平成30年 4月 1日
     旭川市８条通７丁目右１号　ナン
     バーエイトビル
     0166-22-1311  (0166-22-0900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11229,4401,6 レント調剤薬局 〒071-8121 （調基３イ）第122号       平成30年 4月 1日
     旭川市末広東１条２丁目２番４号
     0166-54-6606  (0166-54-6339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11329,4408,1 ノルデン薬局　旭川豊〒078-8234 （調基３イ）第55号        平成30年 4月 1日
     岡店 旭川市豊岡４条２丁目１２４ー３
     0166-35-3711  (0166-35-3005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11429,4437,0 レント一条調剤薬局 〒070-0031 （調基３イ）第123号       平成30年 4月 1日
     旭川市１条通１４丁目２０９５ー
     ３
     0166-26-5026  (0166-26-5026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11529,4497,4 レント永山調剤薬局 〒079-8413 （調基３イ）第124号       平成30年 4月 1日
     旭川市永山３条１１丁目１－３
     0166-48-3606  (0166-48-3606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11629,4530,2 ノルデン薬局　旭川東〒078-8214 （調基３イ）第45号        平成30年 4月 1日
     店 旭川市４条通２２丁目１１８
     0166-37-4321  (0166-37-4300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11729,4549,2 レント豊岡調剤薬局 〒078-8236 （調基３イ）第121号       平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡６条４丁目１１番１６
     号
     0166-32-0720  (0166-32-0720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11829,4587,2 ノルデン薬局旭川緑が〒078-8804 （調基３イ）第56号        平成30年 4月 1日
     丘店 旭川市緑が丘東４条１丁目３番１
     ６号
     0166-60-5111  (0166-60-5222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11929,4591,4 ナカジマ薬局　なよろ〒096-0016 （調基３イ）第89号        平成30年 4月 1日
     市立病院前店 名寄市西６条南７丁目１６番地２
     01654-8-7220  (01654-8-7221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12030,4019,4 一条調剤薬局 〒070-0031 （調基３イ）第116号       平成30年 4月 1日
     旭川市１条通１６丁目右９号
     0166-24-5301  (0166-24-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    192

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12130,4053,3 すみれ調剤薬局 〒070-0034 （調基３イ）第81号        平成30年 4月 1日
     旭川市４条通７丁目右１０号中川
     ビル６階
     0166-27-4193  (0166-27-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12230,4056,6 ぱれっと調剤薬局 〒070-8005 （調基３イ）第83号        平成30年 4月 1日
     旭川市神楽５条１３丁目１番５号
     0166-63-4193  (0166-74-8778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12330,4064,0 ナカジマ薬局　しもか〒098-1205 （調基３イ）第100号       平成30年 4月 1日
     わ店 上川郡下川町西町３６番３
     01655-6-7661  (01655-6-7662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12430,4065,7 クリオネシェリール薬〒078-8357 （調基３イ）第119号       平成30年 4月 1日
     局 旭川市東光１７条９丁目１番１２
     号
     0166-39-3771  (0166-39-3772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12530,4070,7 アイランド薬局神楽店〒070-8005 （調基３イ）第70号        平成30年 4月 1日
     旭川市神楽５条１４丁目１番７号
     0166-60-4189  (0166-61-8589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12630,4083,0 アイランド薬局春光店〒070-0871 （調基３イ）第72号        平成30年 4月 1日
     旭川市春光１条９丁目１番２８号
     0166-59-5670  (0166-53-8343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12730,4098,8 恵愛調剤薬局永山店 〒079-8412 （調基３イ）第6号         平成30年 4月 1日
     旭川市永山２条１６丁目５番１４
     号
     0166-74-5115  (0166-74-5116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12835,4138,1 パルス薬局　東室蘭店〒050-0076 （調基３イ）第93号        平成30年 4月 1日
     室蘭市知利別町１丁目３ー２ー２
     0143-41-4500  (0143-41-4511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12935,4162,1 パルス薬局　知利別店〒050-0076 （調基３イ）第94号        平成30年 4月 1日
     室蘭市知利別町１丁目２番２４号
     0143-41-4800  (0143-41-4811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13035,4186,0 クリオネ中央薬局 〒051-0011 （調基３イ）第151号       平成30年 4月 1日
     室蘭市中央町３丁目１番３号
     0143-25-3123  (0143-25-3717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13135,4204,1 あしたば薬局　登別店〒059-0026 （調基３イ）第115号       平成30年 4月 1日
     登別市若山町３丁目１２番地５２
     0143-88-4193  (0143-88-4194)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    193

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13235,4250,4 ななかまど調剤薬局 〒059-0028 （調基３イ）第84号        平成30年 4月 1日
     登別市富岸町２丁目２番地２１
     0143-82-5501  (0143-82-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13335,4252,0 ほくと薬局 〒059-0032 （調基３イ）第24号        平成30年 4月 1日
     登別市新生町３丁目１１番地１８
     0143-82-2626  (0143-82-2627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13435,4253,8 みなと薬局 〒051-0022 （調基３イ）第2号         平成30年 4月 1日
     室蘭市海岸町１丁目１番３号
     0143-22-2626  (0143-22-2628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13535,4254,6 室蘭中央薬局 〒051-0011 （調基３イ）第23号        平成30年 4月 1日
     室蘭市中央町３丁目８番２４
     0143-24-0505  (0143-24-0506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13635,4255,3 ひまわり薬局 〒050-0065 （調基３イ）第22号        平成30年 4月 1日
     室蘭市本輪西町３丁目３４番５号
     0143-55-8931  (0143-55-1539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13735,4256,1 あいあい薬局 〒052-0024 （調基３イ）第21号        平成30年 4月 1日
     伊達市鹿島町３１番地１３
     0142-22-2626  (0142-22-2627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13835,4257,9 本町薬局 〒049-5615 （調基３イ）第20号        平成30年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町本町１９５番地１
     ５
     0142-74-2626  (0142-74-2627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13935,4267,8 オスト薬局かもめ店 〒050-0082 （調基３イ）第85号        平成30年 4月 1日
     室蘭市寿町１丁目５番７号
     0143-41-3651  (0143-41-3652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14035,4285,0 北海道ファーマライズ〒050-0076 （調基３イ）第5号         平成30年 4月 1日
     東室蘭薬局 室蘭市知利別町３丁目５番
     0143-41-3575  (0143-41-3576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14136,4049,8 ナカジマ薬局　苫小牧〒053-0046 （調基３イ）第96号        平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市住吉町１丁目２番８号
     0144-35-0568  (0144-35-0580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14236,4072,0 ふじい薬局　柳町店 〒053-0053 （調基３イ）第31号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市柳町４丁目１２番１７号
     0144-57-0888  (0144-57-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    194

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14336,4088,6 ふじい薬局　沼ノ端店〒059-1364 （調基３イ）第30号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市東開町４丁目２０番１９
     号
     0144-57-7271  (0144-57-7270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14436,4091,0 ノルデン薬局　苫小牧〒053-0054 （調基３イ）第51号        平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市明野新町５丁目１ー２４
     0144-51-6611  (0144-51-6612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14536,4092,8 ふじい薬局　双葉調剤〒053-0045 （調基３イ）第29号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市双葉町１丁目３ー４
     0144-31-6400  (0144-31-6401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14636,4094,4 ふじい薬局　新中野店〒053-0006 （調基３イ）第1号         平成30年 4月 1日
     苫小牧市新中野町３丁目６ー２
     0144-31-7100  (0144-31-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14736,4101,7 ふじい薬局　明野調剤〒053-0054 （調基３イ）第27号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市明野新町５丁目１３ー２
     ０
     0144-53-2000  (0144-53-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14836,4120,7 ふじい薬局　澄川店 〒059-1271 （調基３イ）第28号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市澄川町１丁目１４－３
     0144-61-7300  (0144-61-7301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14936,4160,3 パルス薬局苫小牧店 〒053-0021 （調基３イ）第108号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市若草町３丁目４番７号
     0144-36-5001  (0144-36-6012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15036,4173,6 フロンティア薬局苫小〒059-1304 （調基３イ）第135号       平成30年 4月 1日
     牧北栄店 苫小牧市北栄町３丁目５番４号
     0144-52-5160  (0144-55-8883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15136,4174,4 さくらぎ調剤薬局 〒053-0832 （調基３イ）第26号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市桜木町２丁目２５番２３
     号
     0144-75-5000  (0144-75-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15236,4177,7 マリン薬局 〒053-0811 （調基３イ）第86号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市光洋町１丁目１１番地８
     0144-71-2061  (0144-71-2062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15336,4178,5 ふよう調剤薬局 〒053-0025 （調基３イ）第80号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市本町１丁目５番１２号
     0144-32-4193  (0144-32-4198)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    195

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15436,4180,1 ふじい薬局早来大町店〒059-1501 （調基３イ）第8号         平成30年 4月 1日
     勇払郡安平町早来大町７９－３
     0145-22-3255  (0145-22-3256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15536,4182,7 ふじい薬局三光町店 〒053-0042 （調基３イ）第7号         平成30年 4月 1日
     苫小牧市三光町５丁目６番１４号
     0144-35-0711  (0144-35-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15638,4077,5 ノルデン薬局新ひだか〒056-0004 （調基３イ）第52号        平成30年 4月 1日
     店 日高郡新ひだか町静内緑町７丁目
     １番２６号
     0146-45-1011  (0146-45-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15741,4215,5 フロンティア薬局　新〒085-0032 （調基３イ）第137号       平成30年 4月 1日
     栄店 釧路市新栄町２０番６号
     0154-22-6662  (0154-22-6040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15841,4217,1 クリオネ新栄薬局 〒085-0032 （調基３イ）第153号       平成30年 4月 1日
     釧路市新栄町２０番５号
     0154-21-7123  (0154-21-7177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15941,4224,7 フロンティア薬局　若〒085-0036 （調基３イ）第136号       平成30年 4月 1日
     竹店 釧路市若竹町１４番１２号
     0154-24-3317  (0154-22-7567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16041,4232,0 フロンティア薬局　中〒085-0052 （調基３イ）第138号       平成30年 4月 1日
     園店 釧路市中園町６番１４号
     0154-24-6650  (0154-22-6620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16141,4235,3 クリオネ　中園町薬局〒085-0052 （調基３イ）第152号       平成30年 4月 1日
     釧路市中園町６番１１号
     0154-31-7333  (0154-31-8717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16241,4263,5 フロンティア薬局　幣〒085-0836 （調基３イ）第139号       平成30年 4月 1日
     舞店 釧路市幣舞町２番３号
     0154-43-2221  (0154-43-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16341,4295,7 メモリアル薬局 〒085-0062 （調基３イ）第18号        平成30年 4月 1日
     釧路市愛国１９１番５７１９
     0154-39-1635  (0154-39-1636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16441,4299,9 たかはし薬局はるとり〒085-0813 （調基３イ）第25号        平成30年 4月 1日
     店 釧路市春採８丁目２番１５号
     0154-68-4189  (0800-800-3789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    196

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16541,4309,6 ナガオ薬局新栄館 〒085-0032 （調基３イ）第32号        平成30年 4月 1日
     釧路市新栄町２０番８号
     0154-21-7000  (0154-21-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16641,4311,2 入江調剤薬局 〒085-0008 （調基３イ）第131号       平成30年 4月 1日
     釧路市入江町６番２０号
     0154-25-5530  (0154-25-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16746,4193,3 楓薬局 〒080-0111 （調基３イ）第113号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１４丁目
     １番３３
     0155-30-2600  (0155-30-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16846,4225,3 楓薬局　中央店 〒080-0014 （調基３イ）第114号       平成30年 4月 1日
     帯広市西４条南１５丁目１７番地
     ４
     0155-28-2828  (0155-28-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16946,4229,5 ナカジマ薬局　清水店〒089-0138 （調基３イ）第140号       平成30年 4月 1日
     上川郡清水町南２条３丁目１ー４
     01566-9-2188  (01566-9-2189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17046,4237,8 ナカジマ薬局　協会病〒080-0017 （調基３イ）第142号       平成30年 4月 1日
     院前店 帯広市東６条南８丁目１９番地
     0155-28-5021  (0155-28-5022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17146,4244,4 ナカジマ薬局　めむろ〒082-0014 （調基３イ）第145号       平成30年 4月 1日
     店 河西郡芽室町東４条２丁目１９ー
     １
     0155-61-2525  (0155-61-2524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17246,4255,0 パルス薬局　帯広店 〒080-0806 （調基３イ）第92号        平成30年 4月 1日
     帯広市東６条南９丁目２０番地の
     １
     0155-23-6480  (0155-26-2326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17346,4275,8 フロンティア薬局　帯〒080-2470 （調基３イ）第138号       平成30年 4月 1日
     広店 帯広市西２０条南４丁目４５番１
     ４号
     0155-36-8866  (0155-36-8867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17446,4285,7 ナカジマ薬局　足寄店〒089-3715 （調基３イ）第146号       平成30年 4月 1日
     足寄郡足寄町南５条３丁目３－５
     0156-25-5962  (0156-25-2885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    197

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17546,4294,9 ナカジマ薬局木野東店〒080-0111 （調基３イ）第142号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１５丁目
     ２番１４
     0155-32-2161  (0155-32-2163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17646,4300,4 ナカジマ薬局あしょろ〒089-3712 （調基３イ）第144号       平成30年 4月 1日
     南２条店 足寄郡足寄町南２条２丁目７番地
     ６
     01562-5-8120  (01562-5-8121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17746,4317,8 楓薬局西５条店 〒080-0015 （調基３イ）第103号       平成30年 4月 1日
     帯広市西５条南２４丁目１４番１
     0155-28-5800  (0155-28-5801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17846,4319,4 楓薬局西２３条店 〒080-2473 （調基３イ）第104号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２３条南１丁目１２９番
     ３１
     0155-61-0800  (0155-61-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17946,4329,3 楓薬局東４条店 〒080-0804 （調基３イ）第105号       平成30年 4月 1日
     帯広市東４条南６丁目２０番１
     0155-20-3530  (0155-20-3531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18046,4367,3 ナカジマ薬局　啓北店〒080-0032 （調基３イ）第145号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２条北１丁目８番１号
     0155-22-1234  (0155-22-2222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18146,4369,9 ナカジマ薬局　西２５〒080-2475 （調基３イ）第143号       平成30年 4月 1日
     条店 帯広市西２５条南１丁目１４番４
     ８号
     0155-37-2351  (0155-37-7063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18246,4373,1 楓薬局めいせい店 〒080-0015 （調基３イ）第106号       平成30年 4月 1日
     帯広市西５条南２１丁目２番地３
     0155-28-5353  (0155-28-5355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18346,4380,6 ナカジマ薬局いなだ店〒080-0017 （調基３イ）第144号       平成30年 4月 1日
     帯広市西７条南３４丁目４０－３
     0155-49-1515  (0155-49-2525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18446,4381,4 北海道ファーマライズ〒089-4300 （調基３イ）第9号         平成30年 4月 1日
     　陸別薬局 足寄郡陸別町字陸別原野分線５番
     地５
     0156-27-3400  (0156-27-3401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    198

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18546,4397,0 コスモ調剤薬局帯広西〒080-0014 （調基３イ）第134号       平成30年 4月 1日
     ４条店 帯広市西４条南１０丁目４４
     0155-67-0067  (0155-67-0068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18646,4398,8 楓薬局南店 〒080-0028 （調基３イ）第102号       平成30年 4月 1日
     帯広市西１８条南３３丁目２番５
     0155-49-0300  (0155-49-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18746,4400,2 ナカジマ薬局白樺店 〒080-0026 （調基３イ）第141号       平成30年 4月 1日
     帯広市西１６条南４丁目４４番４
     号
     0155-58-1550  (0155-58-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18850,4080,4 きたみ調剤薬局 〒090-0026 （調基３イ）第100号       平成30年 4月 1日
     北見市北６条東３丁目２番３
     0157-66-2555  (0157-66-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18950,4167,9 ノルデン薬局北見店 〒090-0833 （調基３イ）第47号        平成30年 4月 1日
     北見市とん田東町３８１－１９
     0157-69-8077  (0157-69-8079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19053,4091,5 ナカジマ薬局小清水店〒099-3600 （調基３イ）第99号        平成30年 4月 1日
     斜里郡小清水町字小清水６４７
     0152-62-4711  (0152-62-4713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19153,4093,1 ナカジマ薬局網走南４〒093-0014 （調基３イ）第99号        平成30年 4月 1日
     条店 網走市南４条西４丁目３－１
     0152-67-4885  (0152-67-4886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19254,4041,8 あかつき調剤薬局 〒098-1702 （調基３イ）第98号        平成30年 4月 1日
     紋別郡雄武町字雄武１４８２番１
     ５
     01588-8-3350  (01588-8-3356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19354,4043,4 はまなす調剤薬局 〒098-1702 （調基３イ）第101号       平成30年 4月 1日
     紋別郡雄武町字雄武１４６３番地
     ５
     01588-8-3939  (01588-8-3370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19464,4047,4 あおぞら薬局 〒077-0011 （調基３イ）第128号       平成30年 4月 1日
     留萌市東雲町２丁目４６番１号
     0164-42-8522  (0164-42-8523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19564,4064,9 セントラル薬局 〒077-0007 （調基３イ）第17号        平成30年 4月 1日
     留萌市栄町１丁目３４番地２
     0164-49-2727  (0164-49-2728)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    199

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19674,4083,8 ノルデン薬局　深川店〒074-0005 （調基３イ）第57号        平成30年 4月 1日
     深川市５条７番
     0164-26-0071  (0164-26-0031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19774,4084,6 まごころ薬局 〒074-0005 （調基３イ）第125号       平成30年 4月 1日
     深川市５条７番３６号
     0164-23-3050  (0164-23-3052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19874,4102,6 ナカジマ薬局市立病院〒073-0022 （調基３イ）第88号        平成30年 4月 1日
     前店 滝川市大町１丁目１番１７号
     0125-23-9511  (0125-23-9515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19974,4123,2 北海道ファーマライズ〒074-0005 （調基３イ）第11号        平成30年 4月 1日
     深川薬局 深川市５条９番３号
     0164-22-5301  (0164-22-5302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20074,4124,0 いろは調剤薬局 〒074-0005 （調基３イ）第121号       平成30年 4月 1日
     深川市５条９番７号
     0164-26-0110  (0164-26-0111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20174,4125,7 ほへと調剤薬局 〒074-0005 （調基３イ）第122号       平成30年 4月 1日
     深川市５条１０番１号
     0164-34-6305  (0164-34-6306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20274,4126,5 ほんまち薬局 〒073-0021 （調基３イ）第124号       平成30年 4月 1日
     滝川市本町１丁目３番１２号
     0125-74-6144  (0125-74-6168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20374,4132,3 ほたる薬局 〒078-2202 （調基３イ）第68号        平成30年 4月 1日
     雨竜郡沼田町南１条１丁目８番２
     ６号
     0164-34-5771  (0164-34-5772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20475,4105,6 パルス薬局　岩見沢店〒068-0005 （調基３イ）第110号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市５条東１６丁目１０番地
     0126-25-8870  (0126-25-8860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20575,4112,2 わかやぎ調剤薬局 〒068-2157 （調基３イ）第130号       平成30年 4月 1日
     三笠市若松町１１－１
     01267-4-5550  (01267-4-5553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20675,4146,0 ハート調剤薬局 〒068-0024 （調基３イ）第79号        平成30年 4月 1日
     岩見沢市４条西７丁目１番地
     0126-33-7070  (0126-33-7117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３イ　薬局］ 平成30年 6月 1日    200

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20775,4149,4 ナカジマ薬局つきがた〒061-0500 （調基３イ）第127号       平成30年 4月 1日
     店 樺戸郡月形町字月形１４６６－６
     0126-35-5581  (0126-35-5582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    201

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4776,0 日本調剤　澄川調剤薬〒005-0006 （調基３ロ）第111号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市南区澄川６条７丁目３番１
     号
     011-583-4898  (011-583-4898)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4949,3 日本調剤　北十二条調〒065-0012 （調基３ロ）第109号       平成30年 4月 1日
     剤薬局 札幌市東区北１２条東４丁目１－
     １１
     011-752-8700  (011-752-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,4085,4 日本調剤　中の島薬局〒062-0921 （調基３ロ）第110号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区中の島１条７丁目１
     １番１１号
     011-815-1660  (011-815-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,4086,2 なの花薬局・清田店 〒004-0844 （調基３ロ）第114号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区清田４条２丁目１０
     番３０号
     011-885-0286  (011-885-3195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,4102,7 調剤薬局クスリのツル〒001-0014 （調基３ロ）第25号        平成30年 4月 1日
     ハ　北大前店 札幌市北区北１４条西４丁目１番
     １７号
     011-700-5397  (011-700-5397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,4216,5 日本調剤　白石薬局 〒003-0006 （調基３ロ）第108号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区東札幌６条６丁目５
     番３５号
     011-863-4554  (011-863-4520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,4274,4 平岸あおい薬局 〒062-0934 （調基３ロ）第130052号    平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸４条１２丁目４
     番３号
     011-818-7031  (011-818-7033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,4414,6 なの花薬局・平岡店 〒004-0882 （調基３ロ）第113号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区平岡公園東１丁目１
     ２番３０号
     011-888-8870  (011-888-8871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,4430,2 調剤薬局ツルハドラッ〒004-0872 （調基３ロ）第24号        平成30年 4月 1日
     グ　平岡店 札幌市清田区平岡２条５丁目２番
     ５０号
     011-889-5037  (011-889-5037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    202

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1002,4566,3 幌南フローラ薬局 〒062-0932 （調基３ロ）第60号        平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸２条７丁目１番
     ９号
     011-837-5911  (011-837-5910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,4587,9 調剤薬局ツルハドラッ〒065-0023 （調基３ロ）第21号        平成30年 4月 1日
     グ　元町駅前店 札幌市東区北２３条東１６丁目１
     番１１号
     011-788-0121  (011-788-0125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202,4596,0 アール薬局　北大前店〒001-0013 （調基３ロ）第103号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１３条西４丁目２－
     １４
     011-726-5070  (011-726-5599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302,4648,9 なの花薬局　恵庭店 〒061-1414 （調基３ロ）第116号       平成30年 4月 1日
     恵庭市漁町４７番地
     0123-34-8425  (0123-34-8426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402,4649,7 なの花薬局　南９条店〒064-0809 （調基３ロ）第105号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９条西１０丁目１
     番４０号八幡ビル１階
     011-532-4193  (011-532-4793)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502,4650,5 なの花薬局　千歳住吉〒066-0026 （調基３ロ）第117号       平成30年 4月 1日
     店 千歳市住吉３丁目１６番１１号
     0123-26-1200  (0123-26-5410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602,4734,7 なの花薬局　菊水店 〒003-0801 （調基３ロ）第118号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水１条１丁目３－
     ３４
     011-813-6330  (011-813-1400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702,4738,8 なの花薬局　札幌新川〒001-0924 （調基３ロ）第130041号    平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区新川４条１０丁目６番
     ８号
     011-764-2223  (011-764-1117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,4742,0 なの花薬局　琴似店 〒063-0804 （調基３ロ）第141号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区二十四軒４条５丁目１
     ０番２２号
     011-632-4600  (011-632-4601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902,4743,8 なの花薬局　宮の森店〒064-0953 （調基３ロ）第140号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区宮の森３条７丁目５
     番２２号
     011-632-5400  (011-632-5460)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    203

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2002,4744,6 なの花薬局　あいの里〒002-8071 （調基３ロ）第139号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区あいの里１条３丁目４
     番８号
     011-770-5311  (011-770-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102,4746,1 なの花薬局　新琴似６〒001-0906 （調基３ロ）第130040号    平成30年 4月 1日
     条店 札幌市北区新琴似６条１４丁目１
     番１９号
     011-769-5180  (011-769-5181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,4752,9 なの花薬局　新琴似１〒001-0901 （調基３ロ）第115号       平成30年 4月 1日
     番通店 札幌市北区新琴似１条１２丁目６
     番３７号
     011-764-1193  (011-764-1198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,4775,0 なの花薬局　北１１条〒001-0011 （調基３ロ）第135号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区北１１条西４丁目１番
     １号
     011-738-0888  (011-738-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,4797,4 あおば薬局　しのろ店〒002-8022 （調基３ロ）第36号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区篠路２条１０丁目１２
     番５号
     011-776-4114  (011-776-4101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,4810,5 あおば薬局　大曲店 〒061-1276 （調基３ロ）第34号        平成30年 4月 1日
     北広島市大曲緑ケ丘１丁目９番１
     ８号
     011-376-4040  (011-776-4101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,4821,2 なの花薬局　あさひ山〒064-0946 （調基３ロ）第133号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区双子山４丁目３－３
     ５
     011-641-1277  (011-641-1266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,4832,9 あおば薬局　屯田店 〒002-0857 （調基３ロ）第35号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田７条３丁目１０番
     １６号
     011-776-1111  (011-776-1122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802,4835,2 なの花薬局　篠路店 〒002-8053 （調基３ロ）第130042号    平成30年 4月 1日
     札幌市北区篠路町篠路２８８番地
     １
     011-770-2233  (011-770-2234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    204

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2902,4861,8 日本調剤北大前薬局 〒001-0014 （調基３ロ）第112号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１４条西４丁目１番
     １４号
     011-757-2212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,4927,7 イオン薬局札幌発寒店〒063-8585 （調基３ロ）第130077号    平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒８条１２丁目１－
     １
     011-669-5020  (011-669-5021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102,4963,2 あおば薬局　平和通店〒003-0029 （調基３ロ）第31号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区平和通５丁目北１１
     番２３号
     011-866-3311  (011-860-8711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3203,4027,4 あおば薬局本町店 〒065-0041 （調基３ロ）第37号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区本町１条７丁目１番４
     ７号
     011-790-8110  (011-780-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3303,4041,5 なの花薬局　平岸店 〒062-0932 （調基３ロ）第131号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸２条７丁目２番
     ６号
     011-823-1193  (011-823-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3403,4076,1 調剤薬局ツルハドラッ〒063-0812 （調基３ロ）第20号        平成30年 4月 1日
     グ琴似中央店 札幌市西区琴似２条４丁目２－１
     011-640-6610  (011-640-6610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3503,4085,2 あおば薬局　豊平公園〒062-0907 （調基３ロ）第30号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区豊平７条１０丁目３
     番２０号
     011-812-2266  (011-812-2267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,4117,3 なの花薬局千歳北陽店〒066-0032 （調基３ロ）第128号       平成30年 4月 1日
     千歳市北陽１丁目５番１号
     0123-27-1193  (0123-27-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3703,4123,1 さくら薬局　札幌もい〒064-0924 （調基３ロ）第53号        平成30年 4月 1日
     わ店 札幌市中央区南２４条西１５丁目
     １番１号
     011-532-7011  (011-532-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3803,4124,9 さくら薬局　札幌南１〒060-0061 （調基３ロ）第51号        平成30年 4月 1日
     条店 札幌市中央区南１条西１５丁目１
     番１０号　パレ宮崎
     011-633-0212  (011-633-0272)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    205

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3903,4128,0 東豊中央薬局 〒065-0015 （調基３ロ）第80号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１５条東１８丁目５
     番１５－２号
     011-785-2655  (011-785-8236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4003,4151,2 厚別中央調剤薬局 〒004-0054 （調基３ロ）第81号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央４条２丁目
     １８番２２号
     011-890-7333  (011-890-7555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4103,4158,7 ユーアイ調剤薬局 〒063-0061 （調基３ロ）第88号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区西町北８丁目２－２４
     011-662-2772  (011-662-9456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4203,4179,3 なの花薬局　札幌北３〒060-0033 （調基３ロ）第127号       平成30年 4月 1日
     条店 札幌市中央区北３条東１丁目１－
     １ブランジェイアール札幌１階
     011-281-1193  (011-281-1195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4303,4183,5 日本調剤　札医大前薬〒060-0061 （調基３ロ）第113号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市中央区南１条西１６丁目１
     番地
     011-615-2468  (011-615-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4403,4184,3 日本調剤　北円山薬局〒060-0007 （調基３ロ）第116号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北７条西２７丁目１
     番８号ノース円山　１階
     011-615-3115  (011-615-3105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4503,4211,4 クオール薬局花川店 〒061-3261 （調基３ロ）第69号        平成30年 4月 1日
     石狩市花川北６条３丁目１８９番
     地１号
     0133-76-1020  (0133-76-1661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4603,4213,0 さくら薬局　札幌菊水〒003-0804 （調基３ロ）第56号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区菊水４条２丁目１番
     ３号
     011-821-2408  (011-821-2407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703,4214,8 さくら薬局　札幌南９〒064-0809 （調基３ロ）第54号        平成30年 4月 1日
     条店 札幌市中央区南９条西７丁目１番
     ２８
     011-511-7085  (011-511-7086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    206

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4803,4269,2 ココカラファイン薬局〒062-0932 （調基３ロ）第66号        平成30年 4月 1日
     　平岸店 札幌市豊平区平岸２条６丁目２番
     ３０号
     011-820-6690  (011-820-6691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903,4271,8 なの花薬局　恵庭黄金〒061-1449 （調基３ロ）第119号       平成30年 4月 1日
     店 恵庭市黄金中央１丁目１３番１２
     0123-34-5805  (0123-21-8232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5003,4272,6 なの花薬局　野幌店 〒069-0825 （調基３ロ）第126号       平成30年 4月 1日
     江別市野幌東町２６番８号
     011-385-0263  (011-378-6706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5103,4274,2 なの花薬局　北広島中〒061-1121 （調基３ロ）第120号       平成30年 4月 1日
     央店 北広島市中央１丁目２－３
     011-376-8823  (011-376-8633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5203,4276,7 ななくさ薬局 〒069-0803 （調基３ロ）第125号       平成30年 4月 1日
     江別市野幌屯田町２３番１４
     011-381-7793  (011-398-6624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5303,4291,6 あおば薬局　厚別店 〒004-0075 （調基３ロ）第32号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別北５条５丁目１
     番６号
     011-895-2301  (011-895-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5403,4314,6 日本調剤　菊水三条薬〒003-0803 （調基３ロ）第107号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市白石区菊水３条２丁目３番
     １６号
     011-814-3258  (011-814-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5503,4379,9 なの花薬局　札幌北１〒001-0018 （調基３ロ）第134号       平成30年 4月 1日
     ８条店 札幌市北区北１８条西４丁目２－
     １７
     011-708-7851  (011-746-0397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5603,4389,8 さくら薬局　札幌山鼻〒064-0927 （調基３ロ）第50号        平成30年 4月 1日
     南店 札幌市中央区南２７条西１３丁目
     １番２２号
     011-531-1180  (011-531-8335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5703,4431,8 イオン薬局新さっぽろ〒004-0052 （調基３ロ）第130076号    平成30年 4月 1日
     店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ７番１号
     011-892-5357  (011-896-9090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    207

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5803,4438,3 元町調剤薬局 〒065-0021 （調基３ロ）第73号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２１条東１６丁目１
     番１１号島田ビル１階
     011-781-8340  (011-787-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5903,4442,5 アイン薬局北３３条店〒065-0033 （調基３ロ）第67号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３３条東１丁目２番
     １５号
     011-299-4144  (011-299-4145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6003,4444,1 アイン薬局厚別東店 〒004-0004 （調基３ロ）第130087号    平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別東４条３丁目３
     －１
     011-897-8335  (011-897-8336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6103,4446,6 アイン薬局厚別西店 〒004-0065 （調基３ロ）第130081号    平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別西５条５丁目１
     番３６号第５１松井ビル１Ｆ
     011-896-3771  (011-896-3772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6203,4447,4 アイン薬局西町店 〒063-0062 （調基３ロ）第130085号    平成30年 4月 1日
     札幌市西区西町南２１丁目１番１
     号
     011-667-3210  (011-667-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6303,4448,2 アイン薬局時計台店 〒060-0031 （調基３ロ）第130111号    平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条東１丁目６札
     幌イーストスクエア１階
     011-209-0377  (011-209-0378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6403,4451,6 アイン薬局二十四軒店〒063-0804 （調基３ロ）第130101号    平成30年 4月 1日
     札幌市西区二十四軒４条４丁目９
     －２２
     011-633-2424  (011-615-3401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6503,4454,0 アイン薬局千歳富丘店〒066-0034 （調基３ロ）第130108号    平成30年 4月 1日
     千歳市富丘４丁目１－２２ハイツ
     まきば１Ｆ
     0123-49-2211  (0123-49-2274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6603,4455,7 アイン薬局北４４条店〒007-0844 （調基３ロ）第130086号    平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４４条東８丁目１－
     １カントリーハイツ清水１階
     011-704-6780  (011-704-6785)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    208

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6703,4456,5 アイン薬局北１２条店〒065-0012 （調基３ロ）第130103号    平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１２条東４丁目１番
     １０号
     011-733-6302  (011-733-6306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6803,4457,3 アイン薬局福住店 〒062-0051 （調基３ロ）第130112号    平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東１条１５丁目
     ８番３０号
     011-859-2206  (011-859-2207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6903,4458,1 アイン薬局五輪大橋店〒005-0803 （調基３ロ）第130082号    平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿３条１丁目１番１
     号
     011-573-0621  (011-573-0622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7003,4459,9 アイン薬局発寒店 〒063-0831 （調基３ロ）第130107号    平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒１１条１丁目１０
     番８０号
     011-669-5130  (011-669-5131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7103,4462,3 アイン薬局手稲稲積店〒006-0813 （調基３ロ）第98号        平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田３条４丁目２番
     １０号
     011-688-1515  (011-688-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7203,4463,1 アイン薬局白石店 〒003-0026 （調基３ロ）第130090号    平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通８丁目南１番８
     号
     011-860-8755  (011-860-8766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7303,4465,6 アイン薬局菊水店 〒003-0803 （調基３ロ）第63号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水３条２丁目５－
     ２０
     011-816-1822  (011-816-1833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7403,4466,4 アイン薬局八軒店 〒063-0847 （調基３ロ）第64号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区八軒７条西３丁目１番
     ３０号
     011-624-5671  (011-640-6160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7503,4467,2 アイン薬局恵庭店 〒061-1412 （調基３ロ）第97号        平成30年 4月 1日
     恵庭市白樺町１丁目１番３号
     0123-35-3550  (0123-35-3553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    209

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7603,4469,8 アイン薬局東苗穂店 〒007-0805 （調基３ロ）第96号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目１０
     番１４号
     011-789-1800  (011-789-1801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7703,4470,6 アイン薬局発寒７条店〒063-0827 （調基３ロ）第95号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒７条１２丁目３－
     ４６発寒クリニックビル１階
     011-669-1001  (011-669-1002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7803,4472,2 アイン薬局札幌西店 〒063-0802 （調基３ロ）第92号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区二十四軒２条４丁目７
     番１７号二十四軒中央メディカル
     プラザビル１階
     011-688-9831  (011-688-9832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7903,4475,5 アイン薬局恵庭第一店〒061-1447 （調基３ロ）第91号        平成30年 4月 1日
     恵庭市福住町１丁目６番７
     0123-35-2015  (0123-35-2016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8003,4476,3 アイン薬局手稲本町店〒006-0022 （調基３ロ）第90号        平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区手稲本町２条４丁目
     ２番２０号
     011-682-6117  (011-682-6113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8103,4480,5 アイン薬局月寒西店 〒062-0024 （調基３ロ）第130113号    平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒西４条１０丁目
     ６番１３号
     011-826-5206  (011-826-5207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8203,4503,4 アイン薬局大通東店 〒060-0041 （調基３ロ）第130122号    平成30年 4月 1日
     札幌市中央区大通東４丁目１－１
     ９大通東やまむらセンタービル１
     Ｆ
     011-200-9651  (011-200-9652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8303,4513,3 日本調剤　菊水四条薬〒003-0804 （調基３ロ）第106号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市白石区菊水４条２丁目２番
     ２１号
     011-813-0510  (011-813-0511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8403,4515,8 アイン薬局恵庭駅前店〒061-1448 （調基３ロ）第130121号    平成30年 4月 1日
     恵庭市相生町２番地１いざりえ恵
     庭ビル３階
     0123-25-6636  (0123-25-6637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    210

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8503,4525,7 アイン薬局美園店 〒062-0003 （調基３ロ）第130120号    平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園３条５丁目３番
     ３０号
     011-374-4486  (011-374-4487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8603,4530,7 アイン薬局　南３９条〒005-0039 （調基３ロ）第130119号    平成30年 4月 1日
     店 札幌市南区南３９条西１１丁目１
     番３５号
     011-522-8601  (011-522-8602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8703,4533,1 アイン薬局北４条店 〒060-0004 （調基３ロ）第130115号    平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西７丁目１番
     ４北農健保会館１Ｆ　Ｂ１Ｆ
     011-200-9564  (011-200-9565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8803,4534,9 アイン薬局北３条店 〒060-0003 （調基３ロ）第130116号    平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北３条西７丁目５番
     地１－２北海道庁別館１Ｆ
     011-200-9403  (011-200-9404)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8903,4536,4 アイン薬局　新琴似店〒001-0908 （調基３ロ）第130117号    平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似８条１３丁目１
     番７号
     011-763-5151  (011-763-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9003,4568,7 なの花薬局　北大前店〒001-0013 （調基３ロ）第123号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１３条西４丁目２－
     １７
     011-757-1193  (011-757-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9103,4574,5 だいまる薬局　新川店〒001-0930 （調基３ロ）第72号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区新川８条１７丁目７６
     ９番地８
     011-768-5323  (011-763-4399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9203,4580,2 調剤薬局ツルハドラッ〒002-8066 （調基３ロ）第19号        平成30年 4月 1日
     グ　拓北６条店 札幌市北区拓北６条５丁目２番３
     ４号
     011-778-8268  (011-778-8268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9303,4601,6 さくら薬局　札幌手稲〒006-0012 （調基３ロ）第55号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区富丘２条７丁目２－
     ７
     011-699-7777  (011-699-7775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    211

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9414,4203,8 日本調剤　杉並薬局 〒040-0001 （調基３ロ）第122号       平成30年 4月 1日
     函館市五稜郭町３４番１５号
     0138-31-1661  (0138-31-1600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9514,4225,1 コマバ薬局 〒042-0935 （調基３ロ）第74号        平成30年 4月 1日
     函館市駒場町９－１９
     0138-55-3411  (0138-55-3415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9614,4271,5 日本調剤　東雲薬局 〒049-3105 （調基３ロ）第129号       平成30年 4月 1日
     二海郡八雲町東雲町５１番地４
     0137-64-3100  (0137-64-3108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9714,4302,8 日本調剤　松前薬局 〒049-1503 （調基３ロ）第130060号    平成30年 4月 1日
     松前郡松前町字大磯１９０番１
     01394-3-2255  (0139-43-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9814,4334,1 調剤薬局ツルハドラッ〒040-0025 （調基３ロ）第22号        平成30年 4月 1日
     グ　函館赤十字病院前函館市堀川町６番２２
     店 0138-30-5118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9914,4427,3 日本調剤本町薬局 〒040-0011 （調基３ロ）第130062号    平成30年 4月 1日
     函館市本町３３番３号
     0138-55-9912  (0138-55-9918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10014,4473,7 南本通薬局 〒041-0851 （調基３ロ）第77号        平成30年 4月 1日
     函館市本通３丁目９番１９号
     0138-84-1966  (0138-84-1967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10114,4486,9 いしかわ調剤薬局 〒041-0802 （調基３ロ）第83号        平成30年 4月 1日
     函館市石川町３３１番地２３
     0138-47-5380  (0138-47-5370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10214,4487,7 さわら調剤薬局 〒049-2222 （調基３ロ）第84号        平成30年 4月 1日
     茅部郡森町字砂原１丁目３０番６
     ２
     01374-8-4055  (01374-8-4057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10314,4507,2 さくら薬局　函館中道〒041-0853 （調基３ロ）第47号        平成30年 4月 1日
     店 函館市中道１丁目２５番２６号
     0138-32-9977  (0138-32-9988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10414,4509,8 さくら薬局　南かやべ〒041-1612 （調基３ロ）第46号        平成30年 4月 1日
     店 函館市安浦町９０番地２
     0138-25-2002  (0138-25-2003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    212

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10514,4511,4 さくら薬局　森店 〒049-2311 （調基３ロ）第48号        平成30年 4月 1日
     茅部郡森町字上台町３２６番地１
     ６２
     01374-3-2020  (01374-3-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10614,4513,0 さくら薬局　木古内店〒049-0422 （調基３ロ）第52号        平成30年 4月 1日
     上磯郡木古内町字本町７０７番７
     01392-2-1221  (01392-2-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10714,4514,8 さくら薬局　せたな店〒049-4501 （調基３ロ）第49号        平成30年 4月 1日
     久遠郡せたな町北檜山区北檜山３
     ７５番３
     0137-84-2200  (0137-84-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10814,4516,3 美原中央薬局 〒041-0806 （調基３ロ）第76号        平成30年 4月 1日
     函館市美原２丁目１番６号
     0138-47-2101  (0138-47-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10914,4529,6 そうごう薬局　函館駒〒042-0935 （調基３ロ）第78号        平成30年 4月 1日
     場店 函館市駒場町５番２１号
     0138-55-6781  (0138-55-6782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11014,4530,4 そうごう薬局　函館本〒040-0011 （調基３ロ）第79号        平成30年 4月 1日
     町店 函館市本町３３番１５号
     0138-33-5571  (0138-33-5572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11114,4555,1 日本調剤　深堀薬局 〒042-0941 （調基３ロ）第130066号    平成30年 4月 1日
     函館市深堀町１１番１号
     0138-30-6101  (0138-55-3850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11214,4561,9 すぎなみ調剤薬局 〒040-0004 （調基３ロ）第75号        平成30年 4月 1日
     函館市杉並町２３番１３号
     0138-52-6161  (0138-52-6167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11314,4562,7 アイン薬局　函館元町〒040-0054 （調基３ロ）第130084号    平成30年 4月 1日
     店 函館市元町３２番２１号
     0138-22-5311  (0138-22-5323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11414,4564,3 アイン薬局八雲店 〒049-3105 （調基３ロ）第130098号    平成30年 4月 1日
     二海郡八雲町東雲町５１番地
     0137-65-2251  (0137-64-3515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11514,4565,0 アイン薬局　函館日吉〒041-0841 （調基３ロ）第130099号    平成30年 4月 1日
     店 函館市日吉町１丁目１４番３号
     0138-33-7201  (0138-33-7202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    213

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11614,4569,2 アイン薬局　函館富岡〒041-0811 （調基３ロ）第130106号    平成30年 4月 1日
     店 函館市富岡町３丁目１番１４号田
     辺マンション１０１号室・１０２
     号室
     0138-44-7652  (0138-44-7653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11714,4570,0 アイン薬局　函館みな〒041-0821 （調基３ロ）第130094号    平成30年 4月 1日
     と店 函館市港町１丁目１２番２９号
     0138-44-1325  (0138-44-1327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11814,4571,8 アイン薬局　函館中央〒040-0011 （調基３ロ）第130093号    平成30年 4月 1日
     店 函館市本町３５番６号
     0138-35-3536  (0138-35-3537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11914,4572,6 さくら薬局　函館柏木〒042-0942 （調基３ロ）第45号        平成30年 4月 1日
     店 函館市柏木町１１番７号
     0138-35-7410  (0138-30-9460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12014,4588,2 アイン薬局八雲新店 〒049-3105 （調基３ロ）第130114号    平成30年 4月 1日
     二海郡八雲町東雲町５１番９７
     0137-66-5544  (0137-66-5545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12120,4127,6 株式会社　太誠堂薬局〒047-0014 （調基３ロ）第62号        平成30年 4月 1日
     　住ノ江支店 小樽市住ノ江１丁目８番１８号
     0134-23-0260  (0134-23-0107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12220,4156,5 株式会社　太誠堂薬局〒048-2672 （調基３ロ）第61号        平成30年 4月 1日
     小樽市塩谷２丁目１７番１２号
     0134-26-3451  (0134-26-4353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12320,4211,8 調剤薬局ツルハドラッ〒047-0032 （調基３ロ）第23号        平成30年 4月 1日
     グ小樽店 小樽市稲穂２丁目９番１１号
     0134-21-5002  (0134-21-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12420,4238,1 なの花薬局　小樽山の〒047-0034 （調基３ロ）第138号       平成30年 4月 1日
     手店 小樽市緑２丁目２１番２号
     0134-24-0708  (0134-24-5944)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12520,4240,7 なの花薬局　東小樽店〒047-0156 （調基３ロ）第137号       平成30年 4月 1日
     小樽市桜２丁目４番３９号
     0134-52-2200  (0134-51-2747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12620,4257,1 なの花薬局　まさかえ〒047-0003 （調基３ロ）第132号       平成30年 4月 1日
     店 小樽市真栄１丁目６番２号
     0134-22-0018  (0134-31-5589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    214

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12720,4265,4 なの花薬局　余市店 〒046-0004 （調基３ロ）第130号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町大川町１５丁目１０
     番
     0135-22-1193  (0135-22-1195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12820,4275,3 株式会社スズラン薬局〒047-0034 （調基３ロ）第65号        平成30年 4月 1日
     グリーンピース薬局 小樽市緑２丁目３４番１号
     0134-31-2310  (0134-31-2313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12920,4278,7 日本調剤　小樽薬局 〒047-0005 （調基３ロ）第119号       平成30年 4月 1日
     小樽市勝納町８番２５号
     0134-22-3170  (0134-22-3171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13020,4280,3 なの花薬局　小樽築港〒047-0008 （調基３ロ）第136号       平成30年 4月 1日
     店 小樽市築港９番１２号
     0134-24-6000  (0134-24-6111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13120,4291,0 なの花薬局　小樽稲穂〒047-0032 （調基３ロ）第122号       平成30年 4月 1日
     店 小樽市稲穂１丁目４番３号
     0134-21-4193  (0134-21-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13220,4294,4 なの花薬局小樽花園店〒047-0024 （調基３ロ）第124号       平成30年 4月 1日
     小樽市花園２丁目５番４号
     0134-31-1193  (0134-31-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13326,4073,9 アイン薬局喜茂別店 〒044-0201 （調基３ロ）第100号       平成30年 4月 1日
     虻田郡喜茂別町字喜茂別１３番地
     ４６
     0136-31-2502  (0136-31-2503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13429,4343,0 日本調剤　旭川二条薬〒070-0032 （調基３ロ）第104号       平成30年 4月 1日
     局 旭川市２条通１丁目４９９ー３
     0166-25-5505  (0166-25-5507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13529,4347,1 調剤薬局　クスリのツ〒078-8345 （調基３ロ）第29号        平成30年 4月 1日
     ルハ東光５条店 旭川市東光５条５丁目３番２号
     0166-39-2069  (0166-39-2069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13629,4368,7 エースリー調剤薬局　〒070-8013 （調基３ロ）第28号        平成30年 4月 1日
     神居店 旭川市神居３条９丁目１ー３
     0166-69-2159  (0166-69-2159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13729,4381,0 日本調剤　桂木薬局 〒076-0038 （調基３ロ）第94号        平成30年 4月 1日
     富良野市桂木町２番７８号
     0167-23-1777  (0167-23-1755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    215

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13829,4419,8 調剤薬局クスリのツル〒079-8413 （調基３ロ）第27号        平成30年 4月 1日
     ハ　永山３条店 旭川市永山３条４丁目３番１号
     0166-49-4155  (0166-49-4155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13929,4457,8 調剤薬局ツルハドラッ〒070-0031 （調基３ロ）第18号        平成30年 4月 1日
     グ　旭川日赤前店 旭川市１条通１丁目３番２３２
     0166-21-7001  (0166-21-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14029,4466,9 日本調剤　旭橋薬局 〒070-0029 （調基３ロ）第105号       平成30年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目１
     0166-24-5001  (0166-24-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14129,4598,9 さくら薬局　富良野店〒076-0028 （調基３ロ）第58号        平成30年 4月 1日
     富良野市錦町１番１号
     0167-22-1331  (0167-22-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14230,4028,5 旭川メロディー薬局　〒079-8414 （調基３ロ）第68号        平成30年 4月 1日
     環状通り店 旭川市永山４条５丁目１－２０
     0166-47-1189  (0166-47-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14330,4029,3 ココカラファイン薬局〒070-0054 （調基３ロ）第67号        平成30年 4月 1日
     　旭川四条店 旭川市４条西３丁目１－１１
     0166-21-6080  (0166-21-6075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14430,4034,3 日本調剤　旭川薬局 〒078-8803 （調基３ロ）第130074号    平成30年 4月 1日
     旭川市緑が丘東３条１丁目２番１
     号
     0166-60-8500  (0166-65-6660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14530,4063,2 イオン薬局旭川駅前店〒070-0030 （調基３ロ）第130078号    平成30年 4月 1日
     旭川市宮下通７丁目２番５号
     0166-21-4125  (0166-21-4126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14630,4072,3 アイン薬局旭川中央店〒070-0034 （調基３ロ）第130110号    平成30年 4月 1日
     旭川市４条通９丁目１７０３番７
     ３
     0166-29-3651  (0166-29-3652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14730,4073,1 アイン薬局旭川曙店 〒070-0032 （調基３ロ）第130097号    平成30年 4月 1日
     旭川市２条通１丁目右１号
     0166-29-0377  (0166-29-0378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14830,4074,9 アイン薬局旭川店 〒070-0029 （調基３ロ）第71号        平成30年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目２番３号
     0166-29-1411  (0166-29-1401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    216

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14930,4076,4 アイン薬局豊岡店 〒078-8237 （調基３ロ）第130088号    平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡７条２丁目１番７号
     0166-35-4545  (0166-35-4541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15030,4077,2 アイン薬局旭川八条通〒070-0038 （調基３ロ）第85号        平成30年 4月 1日
     店 旭川市８条通１０丁目２１９１番
     地３３９
     0166-21-7723  (0166-27-8515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15130,4078,0 アイン薬局旭川東鷹栖〒071-8101 （調基３ロ）第88号        平成30年 4月 1日
     店 旭川市東鷹栖１条１丁目６３５番
     地３１８
     0166-58-3360  (0166-58-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15230,4080,6 アイン薬局旭川北店 〒078-8253 （調基３ロ）第72号        平成30年 4月 1日
     旭川市東旭川北３条５丁目３－１
     ７
     0166-36-7717  (0166-36-7718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15330,4081,4 アイン薬局旭川神楽岡〒078-8324 （調基３ロ）第94号        平成30年 4月 1日
     店 旭川市神楽岡１４条３丁目２－１
     １
     0166-60-6821  (0166-60-6822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15430,4082,2 アイン薬局旭川一条通〒070-0031 （調基３ロ）第69号        平成30年 4月 1日
     店 旭川市１条通６丁目７８番１クリ
     スタルビル１Ｆ
     0166-74-7935  (0166-74-7936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15530,4086,3 イオン薬局旭川西店 〒070-0823 （調基３ロ）第130080号    平成30年 4月 1日
     旭川市緑町２３丁目２１６１番地
     ３
     0166-59-7845  (0166-59-7808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15630,4093,9 リベライン調剤薬局 〒070-0810 （調基３ロ）第130051号    平成30年 4月 1日
     旭川市本町３丁目４３７番３４
     0166-59-2434  (0166-59-2507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15730,4094,7 啓明調剤薬局 〒078-8336 （調基３ロ）第104号       平成30年 4月 1日
     旭川市南６条通２５丁目１０２番
     ７５
     0166-39-3936  (0166-39-3937)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15830,4105,1 なの花薬局東旭川店 〒078-8261 （調基３ロ）第9号         平成30年 4月 1日
     旭川市東旭川南１条５丁目８番１
     ８号
     0166-36-0015  (0166-36-0016)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    217

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15935,4183,7 日本調剤　室蘭薬局 〒051-0012 （調基３ロ）第130071号    平成30年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目７番１号
     0143-25-6800  (0143-22-6802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16035,4214,0 東町調剤薬局 〒050-0083 （調基３ロ）第70号        平成30年 4月 1日
     室蘭市東町２丁目２０番４号
     0143-41-4557  (0143-41-4558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16135,4238,9 さくら薬局　室蘭山手〒051-0012 （調基３ロ）第44号        平成30年 4月 1日
     店 室蘭市山手町３丁目１２番４号
     0143-25-2000  (0143-25-2011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16235,4260,3 アイン薬局伊達店 〒052-0021 （調基３ロ）第130083号    平成30年 4月 1日
     伊達市末永町５８番地
     0142-25-1222  (0142-25-1234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16335,4261,1 アイン薬局室蘭店 〒051-0012 （調基３ロ）第84号        平成30年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目７番２号
     0143-25-5311  (0143-25-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16435,4271,0 なの花薬局ことぶき公〒050-0082 （調基３ロ）第130047号    平成30年 4月 1日
     園前店 室蘭市寿町１丁目５番１５号
     0143-45-5695  (0143-44-1293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16535,4272,8 なの花薬局御前水店 〒051-0002 （調基３ロ）第130059号    平成30年 4月 1日
     室蘭市御前水町２丁目７番２３号
     0143-22-1400  (0143-22-5566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16635,4273,6 なの花薬局ことぶき店〒050-0082 （調基３ロ）第130058号    平成30年 4月 1日
     室蘭市寿町１丁目１番２０号
     0143-44-5133  (0143-44-5134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16735,4274,4 なの花薬局港北店 〒050-0063 （調基３ロ）第130057号    平成30年 4月 1日
     室蘭市港北町３丁目２８番１号
     0143-55-3788  (0143-58-3066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16835,4275,1 なの花薬局母恋店 〒051-0005 （調基３ロ）第130048号    平成30年 4月 1日
     室蘭市新富町１丁目３番１２号
     0143-22-1193  (0143-25-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16935,4276,9 なの花薬局新富店 〒051-0005 （調基３ロ）第130055号    平成30年 4月 1日
     室蘭市新富町１丁目４番１号
     0143-22-1189  (0143-25-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17035,4277,7 なの花薬局室蘭中央店〒051-0011 （調基３ロ）第130056号    平成30年 4月 1日
     室蘭市中央町３丁目１番１号
     0143-24-2266  (0143-24-2272)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    218

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17135,4279,3 なの花薬局登別温泉店〒059-0551 （調基３ロ）第130049号    平成30年 4月 1日
     登別市登別温泉町２２８番地１
     0143-80-3020  (0143-84-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17235,4280,1 なの花薬局登別桜木店〒059-0023 （調基３ロ）第130054号    平成30年 4月 1日
     登別市桜木町３丁目２番地１４
     0143-85-1193  (0143-85-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17335,4282,7 なの花薬局伊達松ヶ枝〒052-0012 （調基３ロ）第130050号    平成30年 4月 1日
     店 伊達市松ケ枝町５９番地１８
     0142-21-1201  (0142-21-1202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17436,4153,8 イオン薬局苫小牧店 〒053-0053 （調基３ロ）第130079号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市柳町３丁目１番２０号
     0144-51-3229  (0144-51-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17536,4183,5 なの花薬局桜木店 〒053-0832 （調基３ロ）第130065号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市桜木町３丁目９番３号
     0144-75-1535  (0144-75-1536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17636,4184,3 なの花薬局しらかば店〒053-0821 （調基３ロ）第130064号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市しらかば町６丁目１５番
     ２５号
     0144-75-5511  (0144-75-5522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17736,4185,0 なの花薬局桜木東店 〒053-0832 （調基３ロ）第130063号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市桜木町１丁目２４番２１
     号
     0144-71-2589  (0144-75-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17836,4186,8 なの花薬局住吉店 〒053-0046 （調基３ロ）第130044号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市住吉町１丁目１番４号
     0144-38-3555  (0144-38-3556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17936,4187,6 なの花薬局糸井店 〒053-0821 （調基３ロ）第130043号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市しらかば町１丁目１８番
     ７号
     0144-75-2577  (0144-75-2578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18036,4188,4 なの花薬局川沿店 〒053-0822 （調基３ロ）第130062号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市川沿町４丁目１番６号
     0144-71-1193  (0144-71-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18136,4189,2 なの花薬局若草店 〒053-0021 （調基３ロ）第130045号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市若草町３丁目４番７号
     0144-33-1193  (0144-32-1193)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    219

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18236,4192,6 なの花薬局苫小牧澄川〒059-1271 （調基３ロ）第130061号    平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市澄川町７丁目１０番３号
     0144-61-4193  (0144-61-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18336,4193,4 なの花薬局苫小牧双葉〒053-0045 （調基３ロ）第130046号    平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市双葉町３丁目６番１６号
     0144-38-1193  (0144-38-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18436,4194,2 なの花薬局苫小牧三光〒053-0042 （調基３ロ）第130060号    平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市三光町１丁目２番５号
     0144-36-1193  (0144-36-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18536,4197,5 日本調剤　三光薬局 〒053-0042 （調基３ロ）第130070号    平成30年 4月 1日
     苫小牧市三光町２丁目５番５号
     0144-38-5080  (0144-38-5081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18638,4083,3 アイン薬局新ひだか店〒056-0022 （調基３ロ）第130092号    平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内高砂町３丁
     目１番１３号
     0146-45-0271  (0146-45-0272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18738,4091,6 なの花薬局静内高砂店〒056-0022 （調基３ロ）第130053号    平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内高砂町３丁
     目９番８６号
     0146-42-1063  (0146-42-7451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18841,4161,1 湯の島調剤薬局 〒088-3203 （調基３ロ）第130095号    平成30年 4月 1日
     川上郡弟子屈町湯の島３丁目１番
     １２号
     015-482-6060  (015-482-5885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18941,4216,3 日本調剤　新栄薬局 〒085-0032 （調基３ロ）第130069号    平成30年 4月 1日
     釧路市新栄町２０番２号
     0154-25-2400  (0154-25-2402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19041,4234,6 日本調剤　中園薬局 〒085-0052 （調基３ロ）第130123号    平成30年 4月 1日
     釧路市中園町６番１２号
     0154-25-6006  (0154-25-8668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19141,4257,7 桜ケ岡通り調剤薬局 〒085-0805 （調基３ロ）第101号       平成30年 4月 1日
     釧路市桜ケ岡１丁目１０番２９号
     0154-92-3333  (0154-92-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19241,4273,4 日本調剤　釧路薬局 〒085-0821 （調基３ロ）第130067号    平成30年 4月 1日
     釧路市鶴ケ岱２丁目３番７号
     0154-44-2266  (0154-44-2277)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    220

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19341,4301,3 昭和中央三丁目薬局 〒084-0910 （調基３ロ）第102号       平成30年 4月 1日
     釧路市昭和中央３丁目４４番８号
     0154-55-5333  (0154-53-5553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19441,4305,4 アイン薬局釧路芦野店〒085-0061 （調基３ロ）第73号        平成30年 4月 1日
     釧路市芦野１丁目２７番２６号
     0154-39-3902  (0154-39-3903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19541,4313,8 なの花薬局曙店 〒088-0616 （調基３ロ）第16号        平成30年 4月 1日
     釧路郡釧路町曙３丁目１１番地１
     ３
     0154-38-6789  (0154-38-5173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19641,4314,6 なの花薬局文苑店 〒085-0063 （調基３ロ）第6号         平成30年 4月 1日
     釧路市文苑１丁目４１番１２号
     0154-39-2210  (0154-39-2186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19741,4315,3 なの花薬局昭和店 〒084-0910 （調基３ロ）第7号         平成30年 4月 1日
     釧路市昭和中央３丁目２１番１３
     号
     0154-55-5501  (0154-55-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19841,4316,1 なの花薬局中園店 〒085-0052 （調基３ロ）第17号        平成30年 4月 1日
     釧路市中園町１１番１６号
     0154-31-9977  (0154-31-9987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19941,4317,9 なの花薬局若竹店 〒085-0036 （調基３ロ）第8号         平成30年 4月 1日
     釧路市若竹町７番２３号
     0154-21-6100  (0154-21-6101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20046,4302,0 日本調剤　帯広薬局 〒080-0806 （調基３ロ）第130068号    平成30年 4月 1日
     帯広市東６条南９丁目１６番地１
     0155-22-1121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20146,4352,5 やまと調剤薬局 〒080-0026 （調基３ロ）第82号        平成30年 4月 1日
     帯広市西１６条南１丁目７番１０
     号
     0155-41-8931  (0155-58-3831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20246,4353,3 ユーアイファーマシー〒080-0010 （調基３ロ）第85号        平成30年 4月 1日
     帯広市大通南１３丁目１７番地
     0155-23-0003  (0155-23-0006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20346,4368,1 あおば薬局　音更店 〒080-0111 （調基３ロ）第33号        平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東２丁目１
     －６２
     0155-67-4591  (0155-67-4592)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    221

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20446,4385,5 アイン薬局帯広大通店〒080-0010 （調基３ロ）第130102号    平成30年 4月 1日
     帯広市大通南４丁目１１番地
     0155-28-3900  (0155-28-3913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20546,4386,3 アイン薬局帯広西店 〒080-2470 （調基３ロ）第130105号    平成30年 4月 1日
     帯広市西２０条南２丁目５番地１
     ４号
     0155-58-5080  (0155-58-5081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20646,4387,1 アイン薬局帯広中央店〒080-0015 （調基３ロ）第93号        平成30年 4月 1日
     帯広市西５条南１１丁目３６番地
     １
     0155-66-6231  (0155-66-6232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20750,4147,1 さくら薬局　北見店 〒090-0043 （調基３ロ）第59号        平成30年 4月 1日
     北見市北３条西４丁目１１番２
     0157-26-3636  (0157-26-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20850,4155,4 アイン薬局北見店 〒090-0065 （調基３ロ）第130089号    平成30年 4月 1日
     北見市寿町２丁目４－１０
     0157-26-3313  (0157-26-3314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20950,4157,0 アイン薬局北見美山店〒090-0069 （調基３ロ）第86号        平成30年 4月 1日
     北見市美山町東２丁目６８番６９
     号
     0157-66-0062  (0157-66-0063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21050,4158,8 アイン薬局常呂町店 〒093-0210 （調基３ロ）第89号        平成30年 4月 1日
     北見市常呂町字常呂５７３－２
     0152-63-2251  (0152-63-2255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21150,4161,2 アイン薬局中央三輪店〒090-0837 （調基３ロ）第130118号    平成30年 4月 1日
     北見市中央三輪２丁目３０２番地
     ３
     0157-33-3223  (0157-33-3224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21250,4162,0 さくら薬局北見南仲町〒090-0812 （調基３ロ）第42号        平成30年 4月 1日
     店 北見市南仲町一丁目６番３４号
     0157-32-7010  (0157-32-7011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21350,4165,3 なの花薬局一条店 〒090-0041 （調基３ロ）第13号        平成30年 4月 1日
     北見市北１条西４丁目２番地１
     0157-66-0002  (0157-66-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    222

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21450,4166,1 なの花薬局サロマ店 〒093-0502 （調基３ロ）第3号         平成30年 4月 1日
     常呂郡佐呂間町字永代町１６６－
     ２
     01587-2-1193  (01587-2-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21550,4168,7 なの花薬局大通店 〒090-0040 （調基３ロ）第2号         平成30年 4月 1日
     北見市大通西２丁目１番地まちき
     た大通ビル１Ｆ
     0157-31-8171  (0157-31-8172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21653,4101,2 アイン薬局網走桂町店〒093-0041 （調基３ロ）第130109号    平成30年 4月 1日
     網走市桂町４丁目７番４７号
     0152-61-2420  (0152-61-2421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21754,4056,6 調剤薬局ツルハドラッ〒094-0007 （調基３ロ）第26号        平成30年 4月 1日
     グ広域紋別病院前店 紋別市落石町１丁目３－８８
     0158-26-2180  (0158-26-2180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21854,4059,0 アイン薬局中湧別店 〒099-6329 （調基３ロ）第87号        平成30年 4月 1日
     紋別郡湧別町中湧別中町３０２０
     番１５
     01586-4-1511  (01586-4-1512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21954,4060,8 なの花薬局幸町店 〒094-0005 （調基３ロ）第14号        平成30年 4月 1日
     紋別市幸町６丁目１番１０号
     0158-23-1166  (0158-23-1106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22054,4061,6 なの花薬局メモリアル〒094-0005 （調基３ロ）第4号         平成30年 4月 1日
     店 紋別市幸町７丁目１－６
     0158-26-4848  (0158-28-6767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22154,4062,4 なの花薬局紋別北店 〒094-0007 （調基３ロ）第5号         平成30年 4月 1日
     紋別市落石町１丁目１８番９号
     0158-23-1101  (0158-23-1230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22254,4063,2 なの花薬局興部店 〒098-1600 （調基３ロ）第15号        平成30年 4月 1日
     紋別郡興部町字興部５９８－２
     0158-82-2220  (0158-82-2240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22359,4036,7 アイン薬局夕張店 〒068-0402 （調基３ロ）第130091号    平成30年 4月 1日
     夕張市社光２０番地
     0123-53-2511  (0123-53-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22468,4033,5 日本調剤　稚内中央薬〒097-0022 （調基３ロ）第130075号    平成30年 4月 1日
     局 稚内市中央４丁目１０番１０号
     0162-22-1400  (0162-22-1411)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    223

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22568,4074,9 アイン薬局　稚内店 〒097-0022 （調基３ロ）第130096号    平成30年 4月 1日
     稚内市中央４丁目１４番４３号
     0162-29-2371  (0162-29-2372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22674,4075,4 日本調剤　大町薬局 〒079-1141 （調基３ロ）第130072号    平成30年 4月 1日
     赤平市大町２丁目１番７号
     0125-34-2270  (0125-32-2907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22774,4078,8 日本調剤　滝川薬局 〒073-0022 （調基３ロ）第103号       平成30年 4月 1日
     滝川市大町２丁目１番３３号
     0125-24-4001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22874,4110,9 さくら薬局　滝川店 〒073-0022 （調基３ロ）第57号        平成30年 4月 1日
     滝川市大町２丁目１番３０号　ク
     リーンズビル
     0125-23-8800  (0125-23-8777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22974,4129,9 アイン薬局赤平店 〒079-1141 （調基３ロ）第130100号    平成30年 4月 1日
     赤平市大町３丁目１番２号
     0125-34-2266  (0125-32-0235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23074,4134,9 なの花薬局深川店 〒074-0005 （調基３ロ）第10号        平成30年 4月 1日
     深川市５条７番１号
     0164-23-0020  (0164-23-0060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23174,4135,6 なの花薬局滝川店 〒073-0022 （調基３ロ）第11号        平成30年 4月 1日
     滝川市大町２丁目１番２６号
     0125-23-1193  (0125-23-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23275,4071,0 株式会社　和商　水島〒068-0013 （調基３ロ）第38号        平成30年 4月 1日
     薬局　東町店 岩見沢市東町１条８丁目９３２－
     １１６
     0126-25-0059  (0126-25-0084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23375,4093,4 株式会社　和商　水島〒068-0023 （調基３ロ）第39号        平成30年 4月 1日
     薬局　３・１０店 岩見沢市３条西１０丁目４番地
     0126-32-0558  (0126-32-0559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23475,4142,9 クオール薬局長沼店 〒069-1346 （調基３ロ）第41号        平成30年 4月 1日
     夕張郡長沼町西町１丁目８番１３
     号
     0123-82-5230  (0123-82-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23575,4145,2 なの花薬局南幌みどり〒069-0237 （調基３ロ）第121号       平成30年 4月 1日
     野店 空知郡南幌町栄町１丁目１番２４
     号
     011-378-0001  (011-378-0222)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料３ロ　薬局］ 平成30年 6月 1日    224

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23675,4150,2 さくら薬局岩見沢４条〒068-0024 （調基３ロ）第43号        平成30年 4月 1日
     店 岩見沢市４条西８丁目１番地ヤマ
     シチ４８ビル１階
     0126-24-8112  (0126-24-0692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23775,4151,0 なの花薬局８条店 〒068-0028 （調基３ロ）第12号        平成30年 4月 1日
     岩見沢市８条西１９丁目１番地１
     0126-32-1100  (0126-32-1101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23876,4030,4 日本調剤　ホリ薬局 〒073-0163 （調基３ロ）第130073号    平成30年 4月 1日
     砂川市西３条北２丁目１６番３
     0125-55-2320  (0125-54-0410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23976,4061,9 アイン薬局美唄店 〒072-0022 （調基３ロ）第130104号    平成30年 4月 1日
     美唄市西１条北１丁目２番１１号
     0126-66-6671  (0126-66-6681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24076,4062,7 アイン薬局美唄大通店〒072-0001 （調基３ロ）第99号        平成30年 4月 1日
     美唄市大通東１条北３丁目１番１
     号
     0126-66-1670  (0126-66-1671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24176,4066,8 なの花薬局砂川店 〒073-0163 （調基３ロ）第1号         平成30年 4月 1日
     砂川市西３条北３丁目１番４号
     0125-55-2221  (0125-55-2204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 調剤基本料１（注１のただし書に該当する場合）　薬局］ 平成30年 6月 1日    225

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    114,4523,9 サンセイつじ薬局 〒043-0022 （調基特１）第29号        平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５３１－
     ４
     0139-52-3367  (0139-52-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    214,4563,5 アイン薬局　江差店 〒043-0022 （調基特１）第26号        平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５３１－
     ７
     0139-52-4155  (0139-52-4133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    338,4062,7 あおば薬局　門別店 〒059-2121 （調基特１）第24号        平成30年 4月 1日
     沙流郡日高町門別本町３８番２
     01456-3-9000  (01456-3-9001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    438,4082,5 えりも調剤薬局 〒058-0204 （調基特１）第30号        平成30年 6月 1日
     幌泉郡えりも町字本町２１５．２
     １６．２１７
     01466-2-4050  (01466-2-4051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    538,4093,2 なの花薬局静内緑町店〒056-0004 （調基特１）第21号        平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内緑町４丁目
     １番２号
     0146-45-1193  (0146-45-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    638,4094,0 なの花薬局静内みゆき〒056-0017 （調基特１）第22号        平成30年 4月 1日
     店 日高郡新ひだか町静内御幸町２丁
     目４番１１号
     0146-42-1193  (0146-42-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    742,4080,1 川口薬局　標津店 〒086-1631 （調基特１）第25号        平成30年 4月 1日
     標津郡標津町北１条西５丁目６番
     ３
     0153-82-1275  (0153-82-1942)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    864,4065,6 北海道ファーマライズ〒077-0048 （調基特１）第23号        平成30年 4月 1日
     　留萌大町薬局 留萌市大町３丁目２０－１、２９
     －１、２９－３
     0164-43-7001  (0164-43-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    964,4066,4 アイン薬局苫前店 〒078-3621 （調基特１）第28号        平成30年 4月 1日
     苫前郡苫前町字古丹別６５０番２
     ０
     0164-69-3511  (0164-69-3512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1068,4076,4 アイン薬局　稚内末広〒097-0001 （調基特１）第27号        平成30年 4月 1日
     店 稚内市末広３丁目６番２号
     0162-24-7010  (0162-24-0322)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    226

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4235,7 有限会社　トガシ薬局〒060-0907 （地支体）第403号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北７条東５丁目１７番
     地
     011-711-3527  (011-711-3528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4238,1 株式会社　大森薬局 〒060-0061 （地支体）第424号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１６丁目１
     番地
     011-611-8855  (011-613-9224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4595,4 モリモト薬局　新札幌〒004-0052 （地支体）第343号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ２番１号
     011-892-4602  (011-892-4609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4669,7 有限会社　いがらし薬〒007-0806 （地支体）第186号         平成30年 4月 1日
     局 札幌市東区東苗穂６条２丁目６番
     ２０号
     011-783-3355  (011-783-3859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4674,7 北日本調剤　もみじ台〒004-0013 （地支体）第200号         平成30年 4月 1日
     中央調剤薬局 札幌市厚別区もみじ台西６丁目１
     番１０号
     011-897-1966  (011-897-9396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4680,4 日本調剤　南一条調剤〒060-0061 （地支体）第374号         平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市中央区南１条西４丁目大手
     町ビル８階
     011-222-5991  (011-222-5993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4692,9 日本調剤　麻生調剤薬〒001-0040 （地支体）第375号         平成30年 4月 1日
     局 札幌市北区北４０条西４丁目２番
     １号
     011-746-2241  (011-746-5077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4708,3 日本調剤　大谷地調剤〒004-0041 （地支体）第383号         平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市厚別区大谷地東４丁目１番
     ２号
     011-893-1673  (011-893-1673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4768,7 柳瀬薬局 〒062-0053 （地支体）第410号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東３条１７丁目
     １５番５０号
     011-854-1335  (011-854-1426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    227

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,4773,7 本通調剤薬局 〒003-0026 （地支体）第254号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通９丁目南５番５
     号
     011-862-7885  (011-862-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4777,8 コア薬局　篠路店 〒002-8022 （地支体）第46号          平成30年 4月 1日
     札幌市北区篠路２条４丁目５番１
     ６号　メディコア篠路１階
     011-773-3330  (011-773-1039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4813,1 三信調剤薬局 〒003-0023 （地支体）第26号          平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通２丁目北２番
     １号　オ・ドミール南郷街
     011-863-1193  (011-865-8443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4818,0 アルファ調剤薬局　北〒004-0862 （地支体）第230号         平成30年 4月 1日
     野店 札幌市清田区北野２条２丁目１１
     番１５号
     011-884-1780  (011-884-1781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4832,1 有限会社　千歳調剤薬〒066-0062 （地支体）第280号         平成30年 4月 1日
     局 千歳市千代田町４丁目１８番地千
     歳メデイカルビル１階
     0123-27-3191  (0123-27-7337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4836,2 有限会社　マツシタ調〒061-1373 （地支体）第443号         平成30年 4月 1日
     剤薬局 恵庭市恵み野西６丁目２０番５
     0123-37-0880  (0123-37-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4846,1 タウン調剤薬局 〒003-0027 （地支体）第407号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通１６丁目北１０
     番１５号
     011-865-2277  (011-865-2177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4851,1 時計台薬局 〒060-0002 （地支体）第61号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北２条西２丁目２９
     －２ウエノビル１Ｆ
     011-231-0550  (011-231-3374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,4858,6 有限会社　石山中央薬〒005-0850 （地支体）第446号         平成30年 4月 1日
     局 札幌市南区石山東１丁目４番２７
     号
     011-591-1233  (011-591-9463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4880,0 ハマヤ調剤薬局 〒063-0034 （地支体）第357号         平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野４条２丁目１－５
     011-666-8355  (011-666-8366)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    228

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2001,4882,6 愛生舘ビル薬局 〒060-0061 （地支体）第145号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西５丁目７番
     地
     011-241-1152  (011-241-1992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4896,6 ナカジマ薬局　医大前〒060-0042 （地支体）第223号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区大通西１６丁目１番
     ３０号
     011-631-3510  (011-631-3505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4923,8 日本調剤　北十一条調〒065-0011 （地支体）第384号         平成30年 4月 1日
     剤薬局 札幌市東区北１１条東３丁目３－
     １２
     011-741-7511  (011-741-7577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4948,5 第一調剤上町調剤薬局〒005-0012 （地支体）第7号           平成30年 4月 1日
     札幌市南区真駒内上町３丁目１番
     ８号
     011-583-9393  (011-581-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4961,8 はるにれ薬局 〒001-0901 （地支体）第291号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１条２丁目１０
     番１５号
     011-765-4693  (011-765-4692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4969,1 ナカジマ薬局　野幌店〒069-0813 （地支体）第224号         平成30年 4月 1日
     江別市野幌町２６番地１２
     011-382-4901  (011-382-4902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4993,1 ナカジマ薬局　宮の森〒064-0825 （地支体）第213号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区北５条西２７丁目２
     番３号
     011-615-6120  (011-615-6263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,4016,9 みらくる薬局　札幌駅〒060-0004 （地支体）第100号         平成30年 4月 1日
     前店 札幌市中央区北４条西３丁目１札
     幌駅前合同ビル５階
     011-251-2552  (011-251-2553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802,4053,2 メトロ調剤薬局 〒003-0022 （地支体）第423号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１４丁目南３
     番１１号
     011-863-5055  (011-863-8850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902,4092,0 ホーセー桑園駅前薬局〒060-0010 （地支体）第423号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１０条西１５丁目
     011-644-3311  (011-644-3227)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    229

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3002,4100,1 マロン薬局 〒003-0832 （地支体）第17号          平成30年 4月 1日
     札幌市白石区北郷２条１丁目２番
     ４号
     011-875-2161  (011-875-0521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102,4101,9 旭山調剤薬局 〒064-0808 （地支体）第349号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南８条西２４丁目　
     旭山公園メディカル
     011-532-5956  (011-530-3860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,4103,5 なの花薬局・新札幌店〒004-0052 （地支体）第173号         平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ４番３０号
     011-801-2600  (011-801-2700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302,4106,8 アクティ調剤薬局 〒067-0074 （地支体）第264号         平成30年 4月 1日
     江別市高砂町２５番１１
     011-381-8931  (011-381-8934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402,4170,4 アスティ４５薬局 〒060-0004 （地支体）第109号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西５丁目１番
     地アスティ４５ビル地下１階
     011-205-6145  (011-205-6147)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3502,4173,8 川端薬局　琴似店 〒063-0811 （地支体）第413号         平成30年 4月 1日
     札幌市西区琴似１条５丁目３ー２
     ０
     011-621-2453  (011-621-2455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602,4206,6 有限会社　西岡メディ〒062-0034 （地支体）第422号         平成30年 4月 1日
     カル薬局 札幌市豊平区西岡４条４丁目１番
     １号西岡メディカルビル１Ｆ
     011-853-3711  (011-853-9477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3702,4210,8 あさみ薬局 〒001-0013 （地支体）第416号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１３条西４丁目２ー
     １６
     011-716-7350  (011-747-6855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3802,4213,2 株式会社　くすりのも〒066-0061 （地支体）第108号         平成30年 4月 1日
     りた　栄町店 千歳市栄町４丁目１２ー４
     0123-24-5677  (0123-24-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3902,4227,2 コスモス保険薬局　大〒061-1272 （地支体）第1号           平成30年 4月 1日
     曲店 北広島市大曲末広１丁目２ー１
     011-377-2440  (011-377-2443)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    230

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4002,4254,6 イチフジ薬局・川北店〒003-0852 （地支体）第289号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区川北２条３丁目２－
     １
     011-879-3003  (011-875-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4102,4259,5 パルス薬局　手稲店 〒006-0811 （地支体）第274号         平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田１条１２丁目２
     番１０号
     011-681-8040  (011-681-8060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4202,4279,3 アルファ調剤薬局　平〒062-0933 （地支体）第259号         平成30年 4月 1日
     岸店 札幌市豊平区平岸３条９丁目１０
     ー１５
     011-832-8931  (011-832-9011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4302,4284,3 フォルテ調剤薬局 〒003-0022 （地支体）第210号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１９丁目南３
     ー１１メディカル‘９７　１Ｆ
     011-860-5525  (011-860-5550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402,4305,6 北日本調剤　北２９条〒001-0029 （地支体）第429号         平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市北区北２９条西１５丁目８
     ４４ー７
     011-708-8820  (011-708-8830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4502,4306,4 アルファ調剤薬局　南〒062-0933 （地支体）第263号         平成30年 4月 1日
     平岸店 札幌市豊平区平岸３条１４丁目１
     ー７
     011-818-8931  (011-818-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4602,4311,4 アルファ調剤薬局　北〒065-0032 （地支体）第260号         平成30年 4月 1日
     栄店 札幌市東区北３２条東１丁目６ー
     ２
     011-743-8931  (011-743-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4702,4312,2 パシフィック薬局　北〒003-0833 （地支体）第399号         平成30年 4月 1日
     郷店 札幌市白石区北郷３条７丁目２ー
     １６
     011-879-4193  (011-879-5155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802,4355,1 有限会社　すばる調剤〒003-0862 （地支体）第55号          平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市白石区川下２条６丁目２番
     ２３号
     011-873-4250  (011-873-4251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    231

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4902,4362,7 なの花薬局・開成店 〒065-0020 （地支体）第172号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２０条東２０丁目１
     番２０号
     011-780-4025  (011-780-4026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002,4371,8 エリム薬局　白石店 〒003-0026 （地支体）第456号         平成30年 5月 1日
     札幌市白石区本通１丁目南１番１
     ３号
     011-868-3822  (011-868-3828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102,4375,9 パシフィック薬局　南〒003-0024 （地支体）第425号         平成30年 4月 1日
     郷店 札幌市白石区本郷通１３丁目南４
     ー２７ムトウビル１階
     011-862-4193  (011-862-9355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202,4382,5 パルス薬局　清田店 〒004-0841 （地支体）第273号         平成30年 4月 1日
     札幌市清田区清田１条４丁目５ー
     ３０
     011-883-0501  (011-883-0504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302,4386,6 パルス薬局　しんせい〒006-0805 （地支体）第272号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区新発寒５条６丁目１
     ー１０
     011-685-8310  (011-699-3265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5402,4387,4 あじさい薬局 〒060-0001 （地支体）第372号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条西３丁目３番
     の２０時計台スクエアビル５階
     011-207-1777  (011-207-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5502,4397,3 株式会社　青野　カン〒062-0053 （地支体）第122号         平成30年 4月 1日
     ガルー薬局 札幌市豊平区月寒東３条１６丁目
     ３番１０号
     011-856-5533  (011-856-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5602,4425,2 つがやす薬局　苗穂店〒065-0042 （地支体）第252号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区本町２条４丁目１２番
     地
     011-785-5155  (011-785-5157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5702,4426,0 つがやす薬局　琴似店〒063-0812 （地支体）第251号         平成30年 4月 1日
     札幌市西区琴似２条７丁目２番地
     メゾン２１ー１Ｆ
     011-622-9150  (011-622-9160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    232

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5802,4433,6 みらくる薬局　北２条〒060-0002 （地支体）第327号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区北２条西１丁目１番
     地マルイト札幌ビル２階
     011-221-2212  (011-221-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902,4487,2 第一調剤もなみ調剤薬〒005-0808 （地支体）第9号           平成30年 4月 1日
     局 札幌市南区川沿８条２丁目１ー８
     011-572-0385  (011-572-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6002,4489,8 ヤジマ薬局　文京台店〒069-0834 （地支体）第417号         平成30年 4月 1日
     江別市文京台東町１１番地の４０
     011-386-1125  (011-386-1126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102,4491,4 アルファ調剤薬局　発〒063-0826 （地支体）第261号         平成30年 4月 1日
     寒店 札幌市西区発寒６条３丁目２ー１
     １
     011-664-8931  (011-664-6377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202,4496,3 細川薬局 〒062-0055 （地支体）第320号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東５条１１丁目
     ５番９号
     011-852-6569  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302,4499,7 カトレア薬局 〒003-0026 （地支体）第255号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通２丁目南４番２
     ０号
     011-860-6711  (011-860-6712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6402,4518,4 フロンティア薬局　手〒006-0811 （地支体）第248号         平成30年 4月 1日
     稲中央店 札幌市手稲区前田１条１２丁目２
     －１５
     011-691-5501  (011-691-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6502,4519,2 イチフジ薬局　北広島〒061-1121 （地支体）第451号         平成30年 5月 1日
     店 北広島市中央６丁目３－１
     011-373-1000  (011-373-9333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6602,4529,1 クルミ薬局北１４条店〒001-0014 （地支体）第202号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１４条西２丁目１番
     ５号メルバＮ１４　１階
     011-708-0891  (011-708-0892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6702,4530,9 イチフジ薬局　北郷店〒003-0833 （地支体）第334号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区北郷３条５丁目１番
     ２０号
     011-873-3000  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    233

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6802,4533,3 あしたば薬局　もえぎ〒001-0023 （地支体）第234号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区北２３条西３丁目２－
     ２８第一高瀬ビル
     011-708-1193  (011-708-1930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6902,4537,4 イースト調剤薬局 〒065-0012 （地支体）第42号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１２条東７丁目１番
     １５号シヨッピングセンタ－光星
     011-712-7105  (011-712-7106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7002,4538,2 ユウキ調剤薬局毎日会〒060-0004 （地支体）第128号         平成30年 4月 1日
     館店 札幌市中央区北４条西６丁目１番
     １号毎日札幌会館ビル３階
     011-211-1108  (011-211-1208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102,4541,6 コスモス薬局 〒069-0845 （地支体）第253号         平成30年 4月 1日
     江別市大麻中町２番１８
     011-388-1193  (011-388-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202,4542,4 南平岸薬局 〒062-0934 （地支体）第192号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸４条１４丁目２
     番３号
     011-813-8931  (011-813-8931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302,4549,9 アルファ調剤薬局 〒062-0003 （地支体）第231号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園３条４丁目３－
     １１
     011-813-6261  (011-813-6265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402,4552,3 フロンティア薬局澄川〒005-0003 （地支体）第245号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市南区澄川３条１丁目１３－
     １
     011-824-0080  (011-824-0090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502,4567,1 イルカ薬局　めぐみの〒061-1435 （地支体）第174号         平成30年 4月 1日
     店 恵庭市中島町５丁目１１番の５
     0123-32-7850  (0123-32-7851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602,4570,5 株式会社　フヂヤ薬局〒005-0804 （地支体）第421号         平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿４条３丁目１番５
     号
     011-571-8575  (011-571-5269)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    234

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7702,4574,7 美園メディカル薬局 〒062-0007 （地支体）第268号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園７条４丁目２番
     １５号美園７・４メディカルビル
     １階
     011-842-8778  (011-842-8779)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7802,4581,2 モリモト薬局　もみじ〒004-0012 （地支体）第344号         平成30年 4月 1日
     台南店 札幌市厚別区もみじ台南１丁目２
     番６号
     011-898-8826  (011-898-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902,4595,2 三信調剤薬局　大谷地〒004-0041 （地支体）第28号          平成30年 4月 1日
     店 札幌市厚別区大谷地東５丁目１番
     ４３号
     011-893-1193  (011-893-1648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002,4597,8 みらくる薬局　札幌駅〒060-0808 （地支体）第98号          平成30年 4月 1日
     北口店 札幌市北区北８条西３丁目２８番
     札幌エルプラザ６階
     011-736-8000  (011-736-8001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102,4603,4 タワービル調剤薬局 〒060-0005 （地支体）第15号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北５条西２丁目ＪＲ
     タワ－オフィスプラザ札幌７階
     011-209-5454  (011-271-5733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202,4612,5 さくら調剤薬局 〒062-0904 （地支体）第54号          平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区豊平４条１２丁目１
     番１０号
     011-815-2007  (011-815-2008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302,4614,1 サンメディカル調剤薬〒001-0922 （地支体）第96号          平成30年 4月 1日
     局　新川店 札幌市北区新川２条１丁目１番２
     ２号
     011-700-3911  (011-700-3922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402,4635,6 ノルデン薬局　新琴似〒001-0906 （地支体）第403号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区新琴似６条１７丁目７
     －１８
     011-769-5411  (011-769-5413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8502,4643,0 厚生堂調剤薬局 〒060-0061 （地支体）第198号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１０丁目４
     番地
     011-261-9071  (011-281-4528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    235

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8602,4644,8 川端薬局　琴似中央店〒063-0811 （地支体）第50号          平成30年 4月 1日
     札幌市西区琴似１条４丁目４－１
     ８上山ビル
     011-621-3956  (011-621-3957)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8702,4647,1 ハロー薬局　稲穂店 〒006-0032 （地支体）第114号         平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区稲穂２条７丁目１－
     １０
     011-695-8610  (011-695-8612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8802,4672,9 有限会社　すばる調剤〒062-0904 （地支体）第57号          平成30年 4月 1日
     薬局　豊平店 札幌市豊平区豊平４条１１丁目１
     番１０号
     011-818-1522  (011-818-1523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8902,4694,3 リード調剤薬局 〒064-0915 （地支体）第75号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１５条西１４丁目
     １番２２号
     011-532-7738  (011-532-7748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002,4702,4 ナカジマ薬局　桑園店〒060-0011 （地支体）第389号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１４丁目
     １番４５号
     011-709-0775  (011-709-0789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9102,4705,7 アルファ調剤薬局清田〒004-0863 （地支体）第266号         平成30年 4月 1日
     通店 札幌市清田区北野３条２丁目１３
     番５６号
     011-885-8931  (011-885-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9202,4724,8 有限会社　すばる調剤〒003-0004 （地支体）第56号          平成30年 4月 1日
     薬局　東札幌店 札幌市白石区東札幌４条３丁目１
     番２９号
     011-817-4033  (011-817-4034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9302,4733,9 有限会社　しらかば薬〒062-0052 （地支体）第181号         平成30年 4月 1日
     局 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目
     ７番２３号松本メディカル１Ｆ
     011-857-9133  (011-857-9134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9402,4739,6 なの花薬局　花川店 〒061-3201 （地支体）第171号         平成30年 4月 1日
     石狩市花川南１条６丁目１７０
     0133-74-8597  (0133-74-8596)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    236

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9502,4740,4 なの花薬局　医大前店〒060-0061 （地支体）第170号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１６丁目１
     番２４５号レーベンビル１階
     011-622-2345  (011-622-2340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602,4741,2 なの花薬局　発寒店 〒063-0824 （地支体）第169号         平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒４条４丁目１番１
     ６号
     011-668-2789  (011-668-2788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9702,4749,5 なの花薬局　美しが丘〒004-0811 （地支体）第168号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市清田区美しが丘１条６丁目
     ２番３号
     011-882-1193  (011-889-2289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9802,4751,1 なの花薬局　真駒内店〒005-0012 （地支体）第167号         平成30年 4月 1日
     札幌市南区真駒内上町１丁目１番
     ２５号グリーンプラザ真駒内公園
     ビル１階
     011-582-1193  (011-582-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9902,4756,0 ノルデン薬局　発寒店〒063-0833 （地支体）第411号         平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒１３条４丁目１３
     番５６号発寒メディカルビル１階
     011-668-7811  (011-668-7821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10002,4764,4 きたの調剤薬局 〒004-0865 （地支体）第187号         平成30年 4月 1日
     札幌市清田区北野５条５丁目１５
     番５号
     011-888-0575  (011-888-0576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10102,4778,4 なの花薬局　花川北店〒061-3213 （地支体）第166号         平成30年 4月 1日
     石狩市花川北３条３丁目９番２号
     0133-72-8940  (0133-72-8941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10202,4811,3 コープ藤野保険薬局 〒061-2283 （地支体）第354号         平成30年 4月 1日
     札幌市南区藤野３条６丁目２番１
     号
     011-594-6000  (011-594-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10302,4823,8 ロイテ調剤薬局　大麻〒069-0847 （地支体）第71号          平成30年 4月 1日
     店 江別市大麻ひかり町３２番１
     011-387-5858  (011-387-5868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    237

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10402,4824,6 パシフィック薬局　南〒062-0937 （地支体）第309号         平成30年 4月 1日
     平岸店 札幌市豊平区平岸７条１４丁目１
     番３８号
     011-818-4193  (011-818-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10502,4857,6 南九条薬局 〒064-0809 （地支体）第193号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９条西６丁目１番
     ２３号
     011-512-8831  (011-533-7511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10602,4867,5 スギハラ薬局島松店 〒061-1353 （地支体）第65号          平成30年 4月 1日
     恵庭市島松本町１丁目１０－１
     0123-36-3201  (0123-36-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10702,4869,1 富丘調剤薬局 〒006-0011 （地支体）第373号         平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区富丘１条４丁目１番
     ５号
     011-699-7575  (011-699-7576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10802,4884,0 栄町まる薬局 〒007-0837 （地支体）第415号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３７条東１５丁目１
     －２４
     011-748-1311  (011-748-1312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10902,4892,3 江別市民薬局 〒067-0002 （地支体）第271号         平成30年 4月 1日
     江別市緑町西１丁目１００－６
     011-381-1600  (011-381-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11002,4901,2 あいの里調剤薬局 〒002-8072 （地支体）第86号          平成30年 4月 1日
     札幌市北区あいの里２条８丁目４
     －２
     011-778-2989  (011-778-2987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11102,4905,3 麻生ポプラ薬局 〒001-0045 （地支体）第197号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区麻生町６丁目１４－５
     011-737-7101  (011-737-3774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11202,4907,9 日本調剤稲積公園前薬〒006-0813 （地支体）第448号         平成30年 4月 1日
     局 札幌市手稲区前田３条４丁目２－
     １１
     011-682-8881  (011-682-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11302,4911,1 あしたば薬局南２条店〒060-0062 （地支体）第235号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南２条西１９丁目２
     ９１－６９
     011-616-4193  (011-616-4191)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    238

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11402,4919,4 はーぶ薬局 〒005-0004 （地支体）第401号         平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川４条３丁目５－３
     011-813-0030  (011-813-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11502,4929,3 三星薬局 〒067-0014 （地支体）第356号         平成30年 4月 1日
     江別市４条５丁目１０番地２
     011-383-7101  (011-382-1482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11602,4930,1 なの花薬局　新札幌駅〒004-0051 （地支体）第165号         平成30年 4月 1日
     前店 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目
     ３番１号１Ｆ
     011-892-1144  (011-892-5900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11702,4934,3 クリオネ北２１条薬局〒065-0021 （地支体）第285号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２１条東２１丁目２
     番地２
     011-783-1727  (011-783-1728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11802,4938,4 東邦生命ビル薬局 〒060-0001 （地支体）第371号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条西４丁目　札
     幌ノースプラザ３Ｆ
     011-232-7792  (011-232-7899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11902,4940,0 株式会社ノースフィー〒063-0004 （地支体）第310号         平成30年 4月 1日
     リング　あおば薬局山札幌市西区山の手４条７丁目１－
     の手 ４８
     011-643-3163  (011-641-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12002,4942,6 野幌よつば調剤薬局 〒069-0815 （地支体）第308号         平成30年 4月 1日
     江別市野幌末広町２番地３６
     011-389-5995  (011-389-5996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12102,4954,1 みどり薬局元町店 〒065-0027 （地支体）第13号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目３
     番８号
     011-787-8005  (011-787-8006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12202,4967,3 光星調剤センター 〒065-0012 （地支体）第14号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１２条東７丁目１番
     ３５号
     011-742-8742  (011-753-0572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12302,4975,6 なの花薬局　北１７条〒001-0017 （地支体）第164号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区北１７条西３丁目２番
     １号
     011-717-1193  (011-717-1194)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    239

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12402,4980,6 なの花薬局・東札幌店〒003-0003 （地支体）第163号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区東札幌３条３丁目７
     番２５号
     011-820-3320  (011-820-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12502,4987,1 はなぶさ調剤薬局西野〒063-0035 （地支体）第39号          平成30年 4月 1日
     ５条店 札幌市西区西野５条２丁目８－３
     ６
     011-788-6708  (011-788-6709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12602,4991,3 あかしあ薬局 〒003-0023 （地支体）第355号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１２丁目北１
     番２７号
     011-861-2800  (011-861-2900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12702,4997,0 フロンティアていね薬〒006-0811 （地支体）第246号         平成30年 4月 1日
     局 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     －４３
     011-688-1611  (011-688-1612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12803,4002,7 アップル調剤薬局 〒062-0008 （地支体）第281号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園８条５丁目３－
     ３
     011-813-6333  (011-813-6334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12903,4010,0 なの花薬局　新琴似店〒001-0902 （地支体）第148号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似２条１１丁目７
     －５
     011-768-5103  (011-768-5102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13003,4011,8 日本調剤　北郷薬局 〒003-0832 （地支体）第382号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区北郷２条４丁目３番
     ５号北郷メディカル１Ｆ
     011-871-0011  (011-879-8871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13103,4018,3 三信調剤薬局新札幌店〒004-0052 （地支体）第27号          平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ４－６
     011-895-1193  (011-895-6393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203,4024,1 美しが丘緑薬局 〒004-0814 （地支体）第397号         平成30年 4月 1日
     札幌市清田区美しが丘４条５丁目
     ３番１６号
     011-889-3390  (011-889-3393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    240

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13303,4026,6 安心堂薬局　昭和店 〒063-0038 （地支体）第40号          平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野８条５丁目６－３
     011-662-5224  (011-662-5229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13403,4030,8 保険調剤いちご薬局　〒063-0812 （地支体）第408号         平成30年 4月 1日
     琴似店 札幌市西区琴似２条４丁目３番１
     ５号
     011-846-0978  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13503,4035,7 みやのさわ薬局 〒063-0826 （地支体）第438号         平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒６条１１丁目１－
     １新道北口ビル地下１Ｆ
     011-668-5755  (011-668-5758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603,4049,8 西岡メディカル薬局　〒062-0034 （地支体）第408号         平成30年 4月 1日
     水源池通り店 札幌市豊平区西岡４条７丁目７－
     ３
     011-859-5570  (011-859-5575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13703,4050,6 なの花薬局　桑園店 〒060-0010 （地支体）第149号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１０条西１５丁目
     １－４
     011-631-1193  (011-631-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13803,4056,3 サークル薬局　山の手〒063-0005 （地支体）第74号          平成30年 4月 1日
     店 札幌市西区山の手５条１丁目１番
     ２４号
     011-633-1727  (011-633-1747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13903,4057,1 たけうち薬局　さくら〒006-0812 （地支体）第368号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区前田２条１０丁目１
     番８号
     011-676-3962  (011-676-3967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14003,4066,2 ぺネシア調剤薬局 〒003-0806 （地支体）第415号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水６条２丁目１番
     地３４号
     011-837-3773  (011-837-3778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103,4071,2 ドーム前調剤薬局 〒062-0043 （地支体）第8号           平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区福住３条１丁目５－
     ３１
     011-853-8246  (011-853-8612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    241

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14203,4075,3 アイランド薬局　いな〒006-0032 （地支体）第129号         平成30年 4月 1日
     ほ店 札幌市手稲区稲穂２条７丁目１番
     ２号
     011-699-1189  (011-699-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14303,4091,0 屯田七条薬局 〒002-0857 （地支体）第113号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田７条８丁目１－１
     ドウ・ミズキビル１Ｆ
     011-770-2070  (011-770-2071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14403,4092,8 中の島調剤薬局 〒062-0921 （地支体）第361号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区中の島１条７丁目１
     ２番１１号
     011-817-5577  (011-817-5578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14503,4103,3 えるむ薬局 〒001-0016 （地支体）第93号          平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１６条西４丁目１番
     １９
     011-737-7951  (011-737-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14603,4105,8 新札幌中央薬局 〒004-0052 （地支体）第340号         平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条４丁目
     ９番１５号
     011-895-1781  (011-895-1752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14703,4111,6 セントラルファーマシ〒004-0051 （地支体）第339号         平成30年 4月 1日
     ー 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目
     ２－１５
     011-891-7177  (011-892-9968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14803,4112,4 白石メディカル薬局 〒003-0023 （地支体）第341号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１丁目北１－
     １ＳＴ相馬ビル１階
     011-865-4322  (011-865-4725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14903,4119,9 ユウセイ薬局　新道東〒065-0031 （地支体）第25号          平成30年 4月 1日
     店 札幌市東区北３１条東１６丁目１
     －２
     011-785-0888  (011-785-0887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15003,4122,3 アイランド薬局ほくし〒061-1141 （地支体）第312号         平成30年 4月 1日
     ん店 北広島市青葉町３丁目１１番１１
     011-372-7878  (011-372-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    242

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15103,4134,8 みらくる薬局　アリオ〒065-0007 （地支体）第329号         平成30年 4月 1日
     札幌店 札幌市東区北７条東９丁目２番２
     ０号
     011-712-8000  (011-712-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15203,4136,3 北光調剤薬局 〒007-0838 （地支体）第52号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３８条東７丁目１番
     １８号
     011-712-2987  (011-712-2986)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15303,4140,5 サンメディカル調剤薬〒064-0921 （地支体）第95号          平成30年 4月 1日
     局　山鼻店 札幌市中央区南２１条西１４丁目
     ３－１４
     011-512-8881  (011-512-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15403,4141,3 新琴似四番通調剤薬局〒001-0907 （地支体）第241号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似７条９丁目６－
     ２４恵ハイム１Ｆ
     011-765-2110  (011-765-2280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15503,4145,4 ただ薬局　菊水元町店〒003-0825 （地支体）第110号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水元町５条２丁目
     ２番５号
     011-876-1600  (011-876-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15603,4149,6 オーロラ薬局森林公園〒004-0072 （地支体）第338号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市厚別区厚別北２条５丁目１
     番７号リーヴココプラザ１Ｆ
     011-891-7551  (011-894-7541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703,4157,9 なの花薬局　南郷店 〒003-0023 （地支体）第150号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通７丁目北２番
     １７号
     011-862-1193  (011-862-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15803,4163,7 西岡メディカル薬局み〒062-0034 （地支体）第406号         平成30年 4月 1日
     なみ店 札幌市豊平区西岡４条１３丁目１
     ７－３
     011-588-5881  (011-588-5882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15903,4164,5 南本通調剤薬局 〒003-0026 （地支体）第429号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通８丁目南１番３
     ４号
     011-867-9011  (011-867-9233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    243

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16003,4169,4 マリン保険薬局 〒005-0006 （地支体）第111号         平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川６条４丁目１１番
     １０号
     011-818-3633  (011-818-3933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16103,4173,6 あしりべつ薬局 〒004-0841 （地支体）第45号          平成30年 4月 1日
     札幌市清田区清田１条４丁目４番
     ３４号
     011-888-1189  (011-888-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16203,4177,7 株式会社　二十四軒薬〒063-0802 （地支体）第449号         平成30年 4月 1日
     局 札幌市西区二十四軒２条４丁目２
     番１１－１０６号
     011-642-3039  (011-643-1723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16303,4185,0 みどり薬局　札苗店 〒007-0807 （地支体）第191号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂７条２丁目５番
     ３３号
     011-789-8005  (011-789-8006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16403,4188,4 ケイマーク薬局 〒063-0031 （地支体）第22号          平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野１条７丁目７ー１
     011-676-3449  (011-676-4493)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16503,4209,8 クオール薬局　札幌東〒065-0011 （地支体）第346号         平成30年 4月 1日
     区役所前店 札幌市東区北１１条東８丁目１ー
     ３
     011-750-1889  (011-750-1890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16603,4215,5 さくら薬局　札幌福住〒062-0051 （地支体）第418号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目
     １０ー１
     011-853-1000  (011-853-1333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16703,4216,3 なの花薬局　西宮の沢〒006-0003 （地支体）第151号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目
     １２ー２４
     011-669-1193  (011-669-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16803,4220,5 澄川調剤薬局 〒005-0003 （地支体）第53号          平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川３条３丁目４番１
     ０号
     011-837-2020  (011-837-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    244

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16903,4226,2 北海道薬剤師会会営薬〒064-0804 （地支体）第319号         平成30年 4月 1日
     局 札幌市中央区南４条西１５丁目１
     番３２号ほくやく南４条ビル２Ｆ
     011-532-6660  (011-532-6661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17003,4228,8 アルファ調剤薬局　月〒062-0051 （地支体）第229号         平成30年 4月 1日
     寒東店 札幌市豊平区月寒東１条１１丁目
     ２番２号
     011-852-8931  (011-852-8935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17103,4229,6 そうごう薬局　札幌平〒062-0935 （地支体）第87号          平成30年 4月 1日
     岸店 札幌市豊平区平岸５条７丁目８ー
     ２２第２平岸グランドビル１階
     011-824-2901  (011-824-2902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17203,4239,5 北広島東口薬局 〒061-1121 （地支体）第422号         平成30年 4月 1日
     北広島市中央６丁目８番地９ステ
     ーションサイド赤坂１階
     011-373-2086  (011-373-8787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17303,4245,2 ひばり薬局 〒064-0821 （地支体）第450号         平成30年 5月 1日
     札幌市中央区北１条西２４丁目４
     ー１東光ストア円山店　５Ｆ
     011-213-8943  (011-213-8944)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17403,4247,8 聖園調剤薬局　東雁来〒007-0031 （地支体）第141号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市東区東雁来１１条４丁目１
     －８
     011-791-0111  (011-791-0202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17503,4252,8 クローバー薬局　百合〒002-8081 （地支体）第369号         平成30年 4月 1日
     が原店 札幌市北区百合が原６丁目１番３
     ８号
     011-214-0216  (011-214-0217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17603,4266,8 ココカラファイン薬局〒004-0052 （地支体）第216号         平成30年 4月 1日
     　サンピアザ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ７番２号サンピアザ３階
     011-890-2235  (011-895-8509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17703,4275,9 なの花薬局　北広島美〒061-1131 （地支体）第152号         平成30年 4月 1日
     沢店 北広島市美沢２丁目１番８
     011-372-6328  (011-375-7417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    245

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17803,4282,5 アルファ調剤薬局　駅〒060-0001 （地支体）第262号         平成30年 4月 1日
     前通り店 札幌市中央区北１条西３丁目３番
     地２７札幌北１条駅前通りビル７
     階
     011-221-8931  (011-221-8933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17903,4284,1 あおぞら薬局　新川店〒001-0029 （地支体）第284号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区北２９条西１５丁目３
     －１４
     011-792-1972  (011-792-1973)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18003,4287,4 はしもと薬局 〒067-0002 （地支体）第144号         平成30年 4月 1日
     江別市緑町西１丁目１００－３
     011-380-5070  (011-380-5071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18103,4288,2 フロンティア薬局手稲〒006-0811 （地支体）第247号         平成30年 4月 1日
     駅前店 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     番１０
     011-681-7670  (011-681-7680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18203,4289,0 オアシス薬局南平岸店〒062-0931 （地支体）第396号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸１条１５丁目３
     番１０号
     011-376-1177  (011-376-1176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303,4300,5 なの花薬局　江別元町〒067-0031 （地支体）第153号         平成30年 4月 1日
     店 江別市元町２６番１号
     011-385-6085  (011-378-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403,4303,9 保険調剤いちご薬局も〒007-0812 （地支体）第411号         平成30年 4月 1日
     えれ店 札幌市東区東苗穂１２条３丁目２
     １番３３号
     011-788-7631  (011-788-7632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503,4307,0 アルファ調剤薬局　中〒005-0831 （地支体）第269号         平成30年 4月 1日
     の沢店 札幌市南区中ノ沢１丁目１２－２
     ２
     011-572-8931  (011-572-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603,4311,2 新道東薬局 〒065-0031 （地支体）第51号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３１条東１９丁目２
     －１１
     050-3785-0430 (050-3785-0431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    246

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18703,4312,0 エルフ調剤薬局 〒065-0030 （地支体）第442号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３０条東１３丁目２
     －１４
     011-788-8153  (011-788-8158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803,4313,8 マーレ保険薬局 〒005-0004 （地支体）第203号         平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川４条４丁目１１番
     ２８号
     011-826-4447  (011-826-4497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903,4322,9 ピーナッツ薬局医大前〒060-0042 （地支体）第49号          平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区大通西１５丁目１－
     １３ニューライフ大通公園１Ｆ
     011-676-6522  (011-676-6582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003,4351,8 アルファ調剤薬局大麻〒069-0863 （地支体）第265号         平成30年 4月 1日
     店 江別市大麻新町２２番地の５
     011-387-8931  (011-387-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103,4357,5 パール調剤薬局 〒004-0053 （地支体）第313号         平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央３条２丁目
     １２番４３号
     011-892-1122  (011-892-2200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203,4367,4 平岸中央薬局 〒062-0931 （地支体）第43号          平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸１条２２丁目２
     －１５
     011-827-8679  (011-827-8697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19303,4368,2 日本調剤江別薬局 〒067-0072 （地支体）第381号         平成30年 4月 1日
     江別市一番町３－２８
     011-380-5588  (011-381-8870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403,4376,5 有限会社しらかば薬局〒003-0814 （地支体）第180号         平成30年 4月 1日
     白石店 札幌市白石区菊水上町４条２丁目
     ３５９－７
     011-799-1890  (011-799-1907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503,4388,0 なの花薬局　手稲稲穂〒006-0032 （地支体）第154号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区稲穂２条７丁目１－
     ５
     011-683-0501  (011-683-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19603,4391,4 リリィ薬局東雁来店 〒007-0030 （地支体）第353号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区東雁来１０条１丁目１
     ０番１０号
     011-792-5637  (011-792-5638)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    247

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19703,4392,2 メイプル調剤薬局　栄〒007-0842 （地支体）第239号         平成30年 4月 1日
     町店 札幌市東区北４２条東１６丁目１
     番１号Ｎ４２メディカルビル１Ｆ
     011-789-2333  (011-789-2331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803,4393,0 メイプル調剤薬局　大〒060-0001 （地支体）第238号         平成30年 4月 1日
     通店 札幌市中央区北１条西４丁目１－
     １三甲大通公園ビル１階
     011-281-4200  (011-281-4201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903,4396,3 ナカジマ薬局　札幌在〒060-0033 （地支体）第367号         平成30年 4月 1日
     宅調剤センター 札幌市中央区北３条東８丁目８－
     ４砂子ビル１階
     011-215-1176  (011-215-1186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003,4409,4 なの花薬局　手稲駅前〒006-0021 （地支体）第155号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区手稲本町１条３丁目
     ３番１号手稲駅前プラザ南クリー
     ンリバーフィネス手稲ステーショ
     ンフロント１階
     011-686-4193  (011-686-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20103,4418,5 クオール薬局　ビック〒060-0005 （地支体）第227号         平成30年 4月 1日
     カメラ札幌店 札幌市中央区北５条西２丁目１札
     幌エスタ２階
     011-207-1489  (011-207-1490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203,4430,0 Ｍ’ｓ南３条調剤薬局〒060-0063 （地支体）第91号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南３条西１２丁目プ
     レプラージュ１Ｆ
     011-272-3110  (011-272-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303,4439,1 宮の森よつば薬局 〒064-0824 （地支体）第73号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西２９丁目２
     番７号エヴァンスコート宮の森１
     Ｆ
     011-215-7725  (011-215-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403,4441,7 メイプル調剤薬局　宮〒063-0061 （地支体）第240号         平成30年 4月 1日
     の沢店 札幌市西区西町北２０丁目２－１
     ２ＳＲ宮の沢メディカルⅡビル１
     Ｆ
     011-669-3888  (011-669-3889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    248

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20503,4445,8 アイン薬局月寒中央店〒062-0020 （地支体）第295号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒中央通７丁目２
     ３１
     011-856-9771  (011-856-9772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603,4450,8 アイン薬局札幌中央店〒060-0063 （地支体）第342号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南３条西２丁目１－
     １Ｈ＆Ｂプラザビル１Ｆ
     011-200-5625  (011-200-5629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703,4452,4 アイン薬局桑園駅前店〒060-0011 （地支体）第339号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１５丁目
     ２－１サンエーアインビル１Ｆ
     011-726-4907  (011-726-4908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803,4453,2 アイン薬局北光店 〒065-0027 （地支体）第343号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東８丁目１－
     １５
     011-748-7537  (011-748-7538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20903,4460,7 アイン薬局清田店 〒004-0861 （地支体）第293号         平成30年 4月 1日
     札幌市清田区北野１条２丁目１１
     番２７号
     011-889-2655  (011-889-2656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003,4461,5 アイン薬局栄町店 〒007-0841 （地支体）第275号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４１条東１４丁目２
     －２４グリシーヌ４１　１階
     011-733-2011  (011-733-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103,4468,0 アイン薬局宮の沢店 〒063-0051 （地支体）第297号         平成30年 4月 1日
     札幌市西区宮の沢１条１丁目１－
     ３０宮の沢ターミナルビル２階
     011-668-5151  (011-668-5153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203,4473,0 アイン薬局豊平店 〒062-0907 （地支体）第299号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区豊平７条８丁目２－
     １東光ストア西館Ａ棟１階
     011-813-9980  (011-813-9981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303,4478,9 アイン薬局北広島店 〒061-1121 （地支体）第296号         平成30年 4月 1日
     北広島市中央６丁目１－３北広島
     メディカルプラザ１階
     011-373-3533  (011-373-3534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    249

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21403,4489,6 みらくる薬局　札幌駅〒060-0806 （地支体）第97号          平成30年 4月 1日
     西口店 札幌市北区北６条西４丁目２番６
     号
     011-738-8000  (011-738-8080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503,4491,2 みらくる薬局　スカイ〒060-0807 （地支体）第99号          平成30年 4月 1日
     ビル店 札幌市北区北７条西５丁目７－１
     札幌北スカイビル５Ｆ
     011-708-8000  (011-708-8030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603,4493,8 みらくる薬局　もとま〒065-0024 （地支体）第365号         平成30年 4月 1日
     ち店 札幌市東区北２４条東１６丁目１
     －７グローバリビル１階
     011-780-8008  (011-780-8010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703,4498,7 ふしこ薬局 〒007-0862 （地支体）第16号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区伏古２条５丁目３番５
     号
     011-785-2458  (011-785-2459)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803,4508,3 あさなぎ薬局 〒003-0023 （地支体）第112号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１４丁目北３
     番８号
     011-867-1000  (011-867-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21903,4512,5 セイル薬局　札幌 〒060-0011 （地支体）第76号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西２４丁目
     １番２０号
     011-622-5001  (011-622-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003,4514,1 みらい調剤薬局　花川〒061-3207 （地支体）第288号         平成30年 4月 1日
     店 石狩市花川南７条１丁目３番地
     0133-67-1158  (0133-67-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103,4516,6 アルファ調剤薬局　恵〒061-1443 （地支体）第267号         平成30年 4月 1日
     庭店 恵庭市栄恵町１２６番地
     0123-32-8931  (0123-32-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203,4521,6 さんこう調剤薬局　藤〒061-2283 （地支体）第327号         平成30年 4月 1日
     野店 札幌市南区藤野３条７丁目１－２
     ６
     011-592-3252  (011-592-3253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303,4527,3 コア薬局　豊水店 〒064-0807 （地支体）第47号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南７条西２丁目２　
     くぼたビル１Ｆ
     011-520-2003  (011-520-2004)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    250

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22403,4528,1 こころ調剤薬局 〒063-0804 （地支体）第455号         平成30年 5月 1日
     札幌市西区二十四軒４条２丁目９
     －２ヴェルビリーブ琴似１０２号
     、２０２号
     011-614-4556  (011-676-4880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503,4531,5 ハマヤ調剤薬局　宮の〒063-0062 （地支体）第24号          平成30年 4月 1日
     沢店 札幌市西区西町南２１丁目２－１
     ５第一ワコービル
     011-668-0005  (011-668-0006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22603,4540,6 コア薬局　環状通東店〒065-0015 （地支体）第48号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１５条東１６丁目１
     番５号
     011-786-2406  (011-787-3966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703,4542,2 コア薬局　厚別店 〒004-0004 （地支体）第118号         平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別東４条２丁目１
     番３３号
     011-809-7320  (011-809-7336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22803,4547,1 ナカジマ薬局　麻生店〒007-0840 （地支体）第391号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４０条東１丁目１番
     １号
     011-733-2151  (011-733-2152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22903,4548,9 あしたば薬局　石狩店〒061-3213 （地支体）第209号         平成30年 4月 1日
     石狩市花川北３条３丁目６番地３
     ＭＭビル１Ｆ
     0133-72-4193  (0133-72-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23003,4550,5 みらくる薬局　新川駅〒001-0924 （地支体）第416号         平成30年 4月 1日
     前店 札幌市北区新川４条１丁目３番３
     号ｅｃｏａ新川クリニックモール
     １階
     011-729-8000  (011-729-8100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103,4553,9 伏見調剤薬局 〒064-0919 （地支体）第430号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１９条西１３丁目
     １番１９号
     011-520-1222  (011-520-1224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203,4556,2 みらくる薬局　札幌駅〒060-0807 （地支体）第306号         平成30年 4月 1日
     東口店 札幌市北区北７条西２丁目２０東
     京建物札幌ビル３階
     011-700-0800  (011-700-0801)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    251

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23303,4557,0 メトロ調剤薬局　新道〒007-0834 （地支体）第426号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市東区北３４条東８丁目１番
     ２号
     011-214-0570  (011-214-0571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403,4560,4 みらくる薬局　あすな〒060-0061 （地支体）第457号         平成30年 5月 1日
     ろ北辰ビル店 札幌市中央区南１条西６丁目１１
     番地札幌北辰ビル１階
     011-252-8055  (011-252-8066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23503,4562,0 センター薬局向陽台店〒066-0054 （地支体）第64号          平成30年 4月 1日
     千歳市柏陽４丁目３番２
     0123-25-8573  (0123-25-8574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23603,4569,5 ＳＵＳ株式会社　日之〒064-0914 （地支体）第335号         平成30年 4月 1日
     出調剤薬局　行啓店 札幌市中央区南１４条西８丁目２
     －６渡辺ビル　１Ｆ
     011-521-3571  (011-521-3572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703,4570,3 みらくる薬局　北２５〒001-0025 （地支体）第305号         平成30年 4月 1日
     条アトム店 札幌市北区北２５条西５丁目１番
     ３号リーブル２５　１階
     011-756-5553  (011-756-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23803,4588,5 みらくる薬局　今崎メ〒062-0932 （地支体）第330号         平成30年 4月 1日
     ディカル店 札幌市豊平区平岸２条１４丁目１
     番２２号今崎メディカルビル１Ｆ
     011-815-0650  (011-815-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23903,4607,3 株式会社くすりのもり〒066-0037 （地支体）第107号         平成30年 4月 1日
     た 千歳市新富２丁目５番２号
     0123-24-9388  (0123-24-9349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24003,4611,5 時計台薬局　平岸店 〒062-0932 （地支体）第433号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸２条７丁目４－
     １
     011-825-7090  (011-825-7091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24103,4616,4 わかば薬局 〒001-0017 （地支体）第287号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１７条西３丁目２番
     １６号木村ビル１階
     011-716-4233  (011-716-3130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    252

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24203,4617,2 みらくる薬局　中の島〒062-0922 （地支体）第328号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区中の島２条２丁目１
     番１号中の島ステーションビル１
     階
     011-841-8815  (011-841-8825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24303,4624,8 保険調剤　いちご薬局〒006-0851 （地支体）第404号         平成30年 4月 1日
     　星置店 札幌市手稲区星置１条４丁目７番
     ２号
     011-688-3515  (011-688-3516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24414,4174,1 アサヒ調剤薬局　株式〒040-0012 （地支体）第177号         平成30年 4月 1日
     会社　中央支店 函館市時任町８－５
     0138-55-4818  (0138-55-4616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24514,4200,4 おもと薬局　かめだ店〒040-0072 （地支体）第359号         平成30年 4月 1日
     函館市亀田町１番１１号
     0138-42-2884  (0138-42-2994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24614,4204,6 いこい薬局 〒041-1122 （地支体）第444号         平成30年 4月 1日
     亀田郡七飯町大川８丁目１２－１
     ７
     0138-65-5960  (0138-65-1636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24714,4229,3 レインボー薬局　上磯〒049-0121 （地支体）第336号         平成30年 4月 1日
     店 北斗市久根別１丁目２６番８号
     0138-73-8311  (0138-73-1822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24814,4234,3 有限会社　山口薬局 〒040-0083 （地支体）第146号         平成30年 4月 1日
     函館市八幡町２１番１６号
     0138-43-6426  (0138-43-2353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24914,4250,9 湯の川薬局 〒042-0932 （地支体）第188号         平成30年 4月 1日
     函館市湯川町３丁目２４番３号　
     0138-36-2251  (0138-36-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25014,4253,3 レインボー薬局　戸井〒041-0311 （地支体）第195号         平成30年 4月 1日
     店 函館市浜町３５５番地６
     0138-82-3611  (0138-82-3613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25114,4270,7 レインボー薬局　港店〒041-0822 （地支体）第196号         平成30年 4月 1日
     函館市亀田港町３９番１号
     0138-41-8100  (0138-41-3225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25214,4289,7 アサヒ調剤薬局株式会〒049-0122 （地支体）第178号         平成30年 4月 1日
     社　久根別支店 北斗市東浜２丁目４ー１１
     0138-73-1850  (0138-73-1852)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    253

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25314,4304,4 マリン薬局 〒040-0036 （地支体）第440号         平成30年 4月 1日
     函館市東雲町６番１号
     0138-27-7727  (0138-27-7728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25414,4322,6 日本調剤　長万部薬局〒049-3521 （地支体）第376号         平成30年 4月 1日
     山越郡長万部町字長万部１８番地
     ３０
     01377-2-5050  (01377-2-5621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25514,4345,7 みすず調剤薬局 〒040-0002 （地支体）第323号         平成30年 4月 1日
     函館市柳町９番５号
     0138-54-3800  (0138-54-3870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25614,4374,7 石川中央薬局 〒041-0802 （地支体）第443号         平成30年 4月 1日
     函館市石川町３５０番地１８
     0138-47-6600  (0138-47-6622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25714,4394,5 みすず調剤薬局　湯の〒042-0932 （地支体）第351号         平成30年 4月 1日
     川店 函館市湯川町２丁目１７－９
     0138-59-0003  (0138-59-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25814,4407,5 クローバー薬局 〒041-0802 （地支体）第412号         平成30年 4月 1日
     函館市石川町３５０－１７
     0138-34-7511  (0138-34-7522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25914,4417,4 おもと薬局昭和店 〒041-0812 （地支体）第358号         平成30年 4月 1日
     函館市昭和２丁目３７番１９号
     0138-44-3820  (0138-44-3830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26014,4428,1 プラス調剤薬局 〒040-0011 （地支体）第435号         平成30年 4月 1日
     函館市本町３３番１号
     0138-52-3676  (0138-52-6660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26114,4446,3 みすず調剤薬局　本通〒041-0851 （地支体）第316号         平成30年 4月 1日
     店 函館市本通３丁目２７番８号
     0138-30-3808  (0138-30-3805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26214,4452,1 あおい薬局 〒040-0063 （地支体）第347号         平成30年 4月 1日
     函館市若松町２５番３号
     0138-27-7677  (0138-27-7678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26314,4461,2 おごし薬局　いなり店〒049-0161 （地支体）第420号         平成30年 4月 1日
     北斗市飯生１丁目２番２１号　
     0138-74-2233  (0138-74-2333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    254

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26414,4468,7 アサヒ調剤薬局株式会〒041-0812 （地支体）第179号         平成30年 4月 1日
     社昭和支店 函館市昭和１丁目２３番７号
     0138-44-3000  (0138-45-3800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26514,4470,3 ハート薬局 〒041-0851 （地支体）第441号         平成30年 4月 1日
     函館市本通１丁目７番２２号メデ
     ィカルプレイス１Ｆ
     0138-33-1189  (0138-33-1179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26614,4475,2 かもめ調剤薬局　東浜〒049-0122 （地支体）第12号          平成30年 4月 1日
     店 北斗市東浜２丁目１４番１６号
     0138-84-6266  (0138-73-1104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26714,4480,2 ただ調剤薬局 〒041-1111 （地支体）第21号          平成30年 4月 1日
     亀田郡七飯町本町６丁目７番４１
     号
     0138-65-0020  (0138-65-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26814,4489,3 しらかば薬局 〒041-0853 （地支体）第333号         平成30年 4月 1日
     函館市中道２丁目５１番３号
     0138-32-9870  (0138-32-9488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26914,4493,5 レインボー薬局宮前店〒040-0073 （地支体）第194号         平成30年 4月 1日
     函館市宮前町２０番２号
     0138-45-4003  (0138-45-4005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27014,4496,8 スマイル薬局 〒040-0001 （地支体）第72号          平成30年 4月 1日
     函館市五稜郭町２８番２４号
     0138-32-2211  (0138-32-2228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27114,4500,7 あおぞら薬局　石川店〒041-0802 （地支体）第282号         平成30年 4月 1日
     函館市石川町１４９番地８
     0138-86-6831  (0138-86-6832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27214,4503,1 おもと薬局　石川店 〒041-0802 （地支体）第147号         平成30年 4月 1日
     函館市石川町４５１番地４
     0138-34-2500  (0138-34-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27314,4519,7 ココカラファイン薬局〒042-0935 （地支体）第237号         平成30年 4月 1日
     　函館駒場店 函館市駒場町５番１４号
     0138-32-7515  (0138-32-7510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27414,4523,9 サンセイつじ薬局 〒043-0022 （地支体）第390号         平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５３１－
     ４
     0139-52-3367  (0139-52-3030)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    255

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27514,4527,0 サンセイ調剤薬局 〒040-0001 （地支体）第212号         平成30年 4月 1日
     函館市五稜郭町３４番１２号
     0138-31-9388  (0138-31-9372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27614,4536,1 あおぞら薬局　日吉文〒041-0841 （地支体）第283号         平成30年 4月 1日
     教通り店 函館市日吉町２丁目１番１号
     0138-83-6812  (0138-83-6813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27714,4537,9 そうごう薬局　函館石〒041-0802 （地支体）第413号         平成30年 4月 1日
     川店 函館市石川町３５０番地８石川学
     園通りメディカルビル３号館１階
     0138-84-1008  (0138-84-1087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27814,4541,1 アカサキ薬局　柏木店〒042-0942 （地支体）第435号         平成30年 4月 1日
     函館市柏木町１５番４号
     0138-55-3060  (0138-55-3063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27914,4543,7 おもと薬局　セカンド〒041-0802 （地支体）第359号         平成30年 4月 1日
     石川 函館市石川町４５７番１
     0138-34-7533  (0138-47-0707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28014,4552,8 株式会社あさひ薬局　〒043-0034 （地支体）第437号         平成30年 4月 1日
     江差店 檜山郡江差町字中歌町１９９番地
     １０
     0139-54-2100  (0139-54-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28114,4553,6 万代調剤薬局 〒040-0075 （地支体）第421号         平成30年 4月 1日
     函館市万代町１番１６号
     0138-45-5444  (0138-45-5445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28214,4560,1 アサヒ調剤薬局株式会〒049-0161 （地支体）第176号         平成30年 4月 1日
     社　北斗支店 北斗市飯生２丁目１０番１１号
     0138-74-4700  (0138-74-4710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28314,4563,5 アイン薬局　江差店 〒043-0022 （地支体）第335号         平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５３１－
     ７
     0139-52-4155  (0139-52-4133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28414,4568,4 アイン薬局　函館湯の〒042-0932 （地支体）第329号         平成30年 4月 1日
     川店 函館市湯川町１丁目２９番１１号
     0138-36-2121  (0138-57-6781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28520,4108,6 株式会社　丸三　三ツ〒047-0032 （地支体）第175号         平成30年 4月 1日
     野薬局本店 小樽市稲穂１丁目４番１５号
     0134-24-0145  (0134-33-2180)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    256

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28620,4116,9 松ケ枝堂薬局 〒047-0022 （地支体）第10号          平成30年 4月 1日
     小樽市松ケ枝１丁目１８番７号
     0134-33-0322  (0134-33-2496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28720,4135,9 ハロー薬局 〒047-0034 （地支体）第92号          平成30年 4月 1日
     小樽市緑２丁目２７番１号
     0134-32-8610  (0134-32-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28820,4140,9 とみおか薬局 〒047-0033 （地支体）第363号         平成30年 4月 1日
     小樽市富岡１丁目１３番３号
     0134-32-3722  (0134-32-3722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28920,4142,5 有限会社　碧薬局 〒047-0023 （地支体）第325号         平成30年 4月 1日
     小樽市最上１丁目３番６号
     0134-34-1232  (0134-34-1250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29020,4147,4 ソイック薬局 〒046-0003 （地支体）第301号         平成30年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１２丁目８１
     番地７
     0135-23-8500  (0135-22-7566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29120,4163,1 有限会社　錦町調剤薬〒047-0039 （地支体）第303号         平成30年 4月 1日
     局 小樽市錦町１５番３号
     0134-24-4022  (0134-24-4027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29220,4185,4 クローバー薬局 〒047-0024 （地支体）第370号         平成30年 4月 1日
     小樽市花園３丁目１９番１６号
     0134-31-5036  (0134-31-5037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29320,4213,4 有限会社　アルブル　〒047-0039 （地支体）第130号         平成30年 4月 1日
     イルカ薬局　錦町店 小樽市錦町５番１０号
     0134-21-5775  (0134-21-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29420,4230,8 メルヘン調剤薬局 〒047-0021 （地支体）第304号         平成30年 4月 1日
     小樽市入船１丁目８番１６号
     0134-21-5755  (0134-21-5760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29520,4234,0 なの花薬局　望洋台店〒047-0155 （地支体）第156号         平成30年 4月 1日
     小樽市望洋台１丁目８番１号
     0134-52-2100  (0134-52-4664)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29620,4235,7 なの花薬局　西小樽店〒047-0036 （地支体）第157号         平成30年 4月 1日
     小樽市長橋２丁目１７番１７号
     0134-34-2489  (0134-21-2389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    257

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29720,4236,5 なの花薬局　南小樽店〒047-0021 （地支体）第158号         平成30年 4月 1日
     小樽市入船２丁目３番２号
     0134-27-3989  (0134-22-3483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29820,4241,5 なの花薬局　潮見台店〒047-0002 （地支体）第160号         平成30年 4月 1日
     小樽市潮見台１丁目１５番３３号
     0134-23-9993  (0134-23-9995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29920,4242,3 なの花薬局　小樽店 〒047-0032 （地支体）第161号         平成30年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目７番１３号
     0134-25-6888  (0134-25-7555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30020,4243,1 なの花薬局　長橋店 〒047-0036 （地支体）第162号         平成30年 4月 1日
     小樽市長橋３丁目８番３号
     0134-23-8121  (0134-23-8122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30120,4253,0 住ノ江薬局 〒047-0014 （地支体）第226号         平成30年 4月 1日
     小樽市住ノ江２丁目１番２号
     0134-65-8338  (0134-65-8355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30220,4256,3 株式会社　おたる中央〒047-0032 （地支体）第410号         平成30年 4月 1日
     調剤薬局 小樽市稲穂１丁目９番４号
     0134-31-5401  (0134-31-5100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30320,4260,5 なの花薬局　桜店 〒047-0156 （地支体）第159号         平成30年 4月 1日
     小樽市桜２丁目２５－１７
     0134-51-2220  (0134-51-2323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30420,4262,1 坂の街薬局 〒047-0032 （地支体）第225号         平成30年 4月 1日
     小樽市稲穂３丁目２１番１２号
     0134-22-7718  (0134-22-7719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30520,4270,4 ソウマ薬局 〒047-0032 （地支体）第204号         平成30年 4月 1日
     小樽市稲穂１丁目８番１７号
     0134-32-5400  (0134-32-5403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30620,4273,8 ココカラファイン薬局〒047-0014 （地支体）第217号         平成30年 4月 1日
     　小樽住ノ江店 小樽市住ノ江１丁目４番１６号
     0134-31-5111  (013431-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30720,4274,6 ココカラファイン薬局〒047-0152 （地支体）第220号         平成30年 4月 1日
     　朝里店 小樽市新光２丁目１４番３５号
     0134-51-3232  (0134-51-3234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    258

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30820,4276,1 スズラン薬局　余市店〒046-0003 （地支体）第218号         平成30年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１９丁目１３
     番１号
     0135-21-2300  (0135-21-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30920,4281,1 碧薬局　花園店 〒047-0024 （地支体）第405号         平成30年 4月 1日
     小樽市花園２丁目１番２号
     0134-31-4280  (0134-31-4281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31020,4282,9 クリオネ住ノ江薬局 〒047-0014 （地支体）第286号         平成30年 4月 1日
     小樽市住ノ江１丁目４番１４号
     0134-61-1375  (0134-61-1376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31120,4285,2 センター薬局　南小樽〒047-0014 （地支体）第117号         平成30年 4月 1日
     店 小樽市住ノ江１丁目２番１５号
     0134-64-1452  (0134-64-1462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31220,4295,1 いなほ薬局 〒047-0032 （地支体）第278号         平成30年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目２２番８号
     0134-31-5110  (0134-31-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31326,4043,2 若林調剤薬局 〒045-0022 （地支体）第458号         平成30年 6月 1日
     岩内郡岩内町字清住１０１番地
     0135-62-0698  (0135-62-0724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31426,4050,7 日の出薬局 〒045-0011 （地支体）第414号         平成30年 4月 1日
     岩内郡岩内町字栄２番地の１０
     0135-62-2250  (0135-62-0733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31526,4069,7 ココカラファイン薬局〒045-0011 （地支体）第219号         平成30年 4月 1日
     　岩内店 岩内郡岩内町字栄１７２番地
     0135-61-4774  (0134-61-4884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31629,4228,3 永山中央薬局 〒079-8412 （地支体）第407号         平成30年 4月 1日
     旭川市永山２条２０丁目７番１１
     号
     0166-47-5372  (0166-47-5373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31729,4302,6 道北調剤薬局 〒078-8211 （地支体）第208号         平成30年 4月 1日
     旭川市１条通２５丁目４８９番地
     ７９
     0166-35-8633  (0166-35-8660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31829,4303,4 末広みくに調剤薬局 〒071-8121 （地支体）第416号         平成30年 4月 1日
     旭川市未広東１条１丁目２番１号
     0166-55-1392  (0166-54-1392)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    259

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31929,4305,9 平成堂調剤薬局 〒078-8355 （地支体）第190号         平成30年 4月 1日
     旭川市東光１５条５丁目４番６号
     0166-35-5201  (0166-35-5202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32029,4315,8 北日本調剤あたご調剤〒078-8239 （地支体）第199号         平成30年 4月 1日
     薬局 旭川市豊岡９条７丁目１番２号
     0166-35-0220  (0166-35-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32129,4325,7 十仁薬局 〒070-0031 （地支体）第232号         平成30年 4月 1日
     旭川市１条通８丁目５０４番地　
     西武パーキングビル２階
     0166-23-6611  (0166-24-1661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32229,4339,8 コマヤ春光調剤薬局 〒070-0874 （地支体）第439号         平成30年 4月 1日
     旭川市春光４条７丁目５－１５
     0166-55-1330  (0166-55-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32329,4345,5 はまなす薬局 〒079-8414 （地支体）第454号         平成30年 5月 1日
     旭川市永山４条６丁目６３番
     0166-48-8909  (0166-48-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32429,4346,3 ケンコウ調剤薬局 〒078-8346 （地支体）第11号          平成30年 4月 1日
     旭川市東光６条２丁目１ー２６
     0166-39-2270  (0166-39-2271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32529,4349,7 神楽調剤薬局 〒070-8003 （地支体）第94号          平成30年 4月 1日
     旭川市神楽３条２丁目２８６
     0166-61-7379  (0166-61-7379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32629,4370,3 春光台薬局 〒071-8144 （地支体）第435号         平成30年 4月 1日
     旭川市春光台４条３丁目１３番１
     ５号
     0166-59-2272  (0166-59-2273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32729,4379,4 旭薬　ホクト薬局 〒070-0032 （地支体）第290号         平成30年 4月 1日
     旭川市２条通１丁目左１号
     0166-24-6611  (0166-22-4562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32829,4407,3 平成堂調剤　東光南６〒078-8354 （地支体）第189号         平成30年 4月 1日
     条通薬局 旭川市東光１４条５丁目２８０番
     ２９
     0166-34-1101  (0166-34-1119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32929,4429,7 薬局マツモトファーマ〒071-1521 （地支体）第277号         平成30年 4月 1日
     シー 上川郡東神楽町ひじり野北１条３
     丁目１番１号
     0166-83-7211  (0166-83-7212)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    260

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33029,4443,8 聖園調剤薬局　動物園〒078-8243 （地支体）第60号          平成30年 4月 1日
     通り店 旭川市豊岡１３条４丁目５番１６
     号
     0166-37-8100  (011-37-8101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33129,4448,7 旭川中央薬局 〒070-0029 （地支体）第428号         平成30年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目２番１７号
     0166-29-7770  (0166-29-7711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33229,4449,5 旭薬　ナナカマド薬局〒070-0029 （地支体）第211号         平成30年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目２ー１５
     0166-20-1100  (0166-20-1103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33329,4469,3 比布調剤薬局 〒078-0343 （地支体）第44号          平成30年 4月 1日
     上川郡比布町中町２丁目２番３４
     号
     0166-58-9900  (0166-58-9001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33429,4471,9 松野薬局　東光店 〒078-8343 （地支体）第67号          平成30年 4月 1日
     旭川市東光３条６丁目１ー２３
     0166-45-6036  (0166-45-6037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33529,4491,7 太光堂薬局 〒070-0034 （地支体）第58号          平成30年 4月 1日
     旭川市４条通１３丁目１４３４番
     ３号
     0166-29-5630  (0166-29-3618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33629,4542,7 神居聖園調剤薬局 〒070-8012 （地支体）第59号          平成30年 4月 1日
     旭川市神居２条１丁目１９９番２
     の２
     0166-69-5820  (0166-69-5821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33729,4563,3 ノルデン薬局富良野店〒076-0028 （地支体）第402号         平成30年 4月 1日
     富良野市錦町１番２号
     0167-23-8211  (0167-23-8212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33829,4566,6 日本調剤　ふらの薬局〒076-0057 （地支体）第380号         平成30年 4月 1日
     富良野市住吉町３番２７号
     0167-22-0808  (0167-22-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33929,4579,9 旭川薬局 〒071-8133 （地支体）第123号         平成30年 4月 1日
     旭川市末広３条３丁目２番１６号
     0166-55-2755  (0166-55-2756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34029,4583,1 カブトヤ薬局 〒070-0039 （地支体）第88号          平成30年 4月 1日
     旭川市九条通１４丁目右１０号
     0166-23-3742  (0166-25-7400)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    261

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34129,4586,4 ひがしかわ薬局 〒071-1423 （地支体）第2号           平成30年 4月 1日
     上川郡東川町東町１丁目１４番２
     号
     0166-82-0001  (0166-82-0002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34229,4589,8 センター薬局　上川店〒078-1743 （地支体）第116号         平成30年 4月 1日
     上川郡上川町花園町２１２番３
     01658-9-2600  (01658-9-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34329,4595,5 旭川医大前調剤薬局 〒078-8302 （地支体）第41号          平成30年 4月 1日
     旭川市緑が丘２条４丁目６番２２
     号
     0166-60-7001  (0166-60-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34430,4009,5 日本調剤　旭川四条薬〒070-0034 （地支体）第379号         平成30年 4月 1日
     局 旭川市４条通１３丁目８３４番地
     0166-21-3151  (0166-24-2261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34530,4018,6 いるか薬局 〒070-0832 （地支体）第348号         平成30年 4月 1日
     旭川市旭町２条１０丁目１２８番
     地２０５
     0166-46-8111  (0166-46-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34630,4022,8 日本調剤春光一条薬局〒070-0871 （地支体）第378号         平成30年 4月 1日
     旭川市春光１条８丁目１２番３６
     号
     0166-46-6030  (0166-51-5230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34730,4024,4 しろくま調剤薬局 〒071-8131 （地支体）第38号          平成30年 4月 1日
     旭川市末広１条５丁目１番２６号
     0166-59-5566  (0166-59-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34830,4030,1 ココカラファイン薬局〒070-0032 （地支体）第215号         平成30年 4月 1日
     　マルカツ店 旭川市２条通７丁目２２７番地１
     マルカツデパート１階
     0166-24-9050  (0166-24-9033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34930,4031,9 ココカラファイン薬局〒071-1201 （地支体）第214号         平成30年 4月 1日
     　鷹栖メロディー店 上川郡鷹栖町南一条２丁目１番１
     号
     0166-59-3311  (0166-87-5858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35030,4040,0 あかね薬局 〒071-8135 （地支体）第236号         平成30年 4月 1日
     旭川市末広５条７丁目１番１１号
     0166-57-1181  (0166-57-1617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    262

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35130,4048,3 旭町調剤薬局 〒070-0832 （地支体）第360号         平成30年 4月 1日
     旭川市旭町２条４丁目１２番地３
     ０８
     0166-55-6262  (0166-55-7676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35230,4055,8 ノーブル調剤薬局 〒078-8315 （地支体）第321号         平成30年 4月 1日
     旭川市神楽岡５条６丁目４番１６
     号
     0166-60-7177  (0166-60-7178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35330,4057,4 きのえ薬局 〒078-8232 （地支体）第249号         平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡２条７丁目４番１１号
     0166-37-8838  (0166-37-8839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35430,4061,6 ひかり調剤薬局 〒078-8345 （地支体）第459号         平成30年 6月 1日
     旭川市東光５条６丁目３番３号
     0166-39-2727  (0166-39-2728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35530,4068,1 といろ薬局 〒070-0875 （地支体）第434号         平成30年 4月 1日
     旭川市春光５条５丁目１番７号
     0166-76-6608  (0166-76-6609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35630,4069,9 ハート薬局 〒078-8341 （地支体）第18号          平成30年 4月 1日
     旭川市東光１条１丁目４番８号
     0166-31-1135  (0166-31-3131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35730,4071,5 アイン薬局旭川東店 〒078-8214 （地支体）第279号         平成30年 4月 1日
     旭川市４条通１９丁目１７１９番
     ４
     0166-34-2228  (0166-34-2222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35830,4075,6 アイン薬局美瑛店 〒071-0207 （地支体）第337号         平成30年 4月 1日
     上川郡美瑛町中町４丁目１００－
     １０４
     0166-92-9014  (0166-92-9015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35930,4079,8 アイン薬局士別店 〒095-0048 （地支体）第331号         平成30年 4月 1日
     士別市東１１条６丁目２３０９番
     ２
     0165-29-2081  (0165-29-2084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36030,4085,5 東光１条薬局 〒078-8341 （地支体）第431号         平成30年 4月 1日
     旭川市東光１条２丁目１番５号
     0166-85-6143  (0166-85-6144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    263

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36130,4092,1 サンビレッジ調剤薬局〒070-8012 （地支体）第314号         平成30年 4月 1日
     旭川市神居２条１８丁目１６番地
     １５
     0166-61-2289  (0166-61-2939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36230,4096,2 まつもと調剤薬局 〒078-8353 （地支体）第276号         平成30年 4月 1日
     旭川市東光１３条１丁目５番４号
     0166-35-7211  (0166-73-7313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36330,4102,8 なの花薬局豊岡店 〒078-8232 （地支体）第84号          平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡２条６丁目６番９号
     0166-31-9898  (0166-31-9696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36430,4103,6 なの花薬局永山店 〒079-8416 （地支体）第85号          平成30年 4月 1日
     旭川市永山６条１１丁目６番１６
     号
     0166-46-1189  (0166-46-1093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36530,4104,4 なの花薬局忠和店 〒070-8044 （地支体）第83号          平成30年 4月 1日
     旭川市忠和４条６丁目３番１０号
     0166-63-6889  (0166-63-1093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36630,4106,9 なの花薬局ふらの店 〒076-0018 （地支体）第82号          平成30年 4月 1日
     富良野市弥生町６番３２号
     0167-23-6889  (0167-39-1155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36735,4026,8 株式会社　多田薬局本〒051-0011 （地支体）第185号         平成30年 4月 1日
     店 室蘭市中央町３丁目４番１４号
     0143-24-1230  (0143-24-2074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36835,4100,1 たかの調剤薬局 〒052-0022 （地支体）第182号         平成30年 4月 1日
     伊達市梅本町３５番１１号
     0142-25-6100  (0142-23-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36935,4127,4 有限会社　ホリタ薬局〒059-0032 （地支体）第89号          平成30年 4月 1日
     登別市新生町３丁目１０ー１０
     0143-86-1331  (0143-86-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37035,4134,0 アオバ薬局 〒049-5611 （地支体）第120号         平成30年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町旭町７６番地
     0142-76-2049  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37135,4160,5 パルス薬局　伊達店 〒052-0021 （地支体）第270号         平成30年 4月 1日
     伊達市末永町６２番２号
     0142-21-2121  (0142-21-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    264

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37235,4170,4 駅前通り調剤薬局 〒052-0032 （地支体）第37号          平成30年 4月 1日
     伊達市山下町１５９番地１
     0142-21-5665  (0142-21-3080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37335,4187,8 みうら薬局 〒049-5605 （地支体）第337号         平成30年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町高砂町１５９番地
     ２
     0142-74-3333  (0142-74-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37435,4189,4 かしま調剤薬局 〒052-0024 （地支体）第36号          平成30年 4月 1日
     伊達市鹿島町６２番地２
     0142-22-2266  (0142-22-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37535,4224,9 きりん調剤薬局 〒049-5602 （地支体）第352号         平成30年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町泉３４番地２２
     0142-76-3350  (0142-76-3351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37635,4225,6 有限会社ツケダ薬局本〒050-0074 （地支体）第445号         平成30年 4月 1日
     店 室蘭市中島町３丁目７番１１号
     0143-44-3370  (0143-43-8288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37735,4258,7 インター薬局 〒052-0012 （地支体）第32号          平成30年 4月 1日
     伊達市松ケ枝町３０番地１３
     0142-21-3636  (0142-21-3638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37835,4262,9 アイン薬局東室蘭店 〒050-0083 （地支体）第341号         平成30年 4月 1日
     室蘭市東町４丁目１番１７号
     0143-41-5030  (0143-41-5036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37935,4263,7 アイン薬局白鳥台店 〒050-0054 （地支体）第298号         平成30年 4月 1日
     室蘭市白鳥台５丁目１９番２３号
     0143-59-7522  (0143-59-7523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38035,4278,5 なの花薬局とんけし店〒059-0028 （地支体）第134号         平成30年 4月 1日
     登別市富岸町２丁目２番地１９
     0143-86-7500  (0143-86-3434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38135,4281,9 なの花薬局伊達梅本店〒052-0022 （地支体）第135号         平成30年 4月 1日
     伊達市梅本町６番地
     0142-23-3911  (0142-23-3987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38235,4283,5 なの花薬局室蘭宮の森〒050-0073 （地支体）第136号         平成30年 4月 1日
     店 室蘭市宮の森町１丁目１番３６号
     0143-45-1193  (0143-45-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    265

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38336,4053,0 グリーン調剤薬局 〒053-0006 （地支体）第3号           平成30年 4月 1日
     苫小牧市新中野町３丁目９番８号
     0144-36-6600  (0144-36-6512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38436,4054,8 錦岡薬局 〒059-1275 （地支体）第364号         平成30年 4月 1日
     苫小牧市字錦岡５７３番３２０　
     ドリームショプ　錦西内
     0144-68-0433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38536,4105,8 クルミ薬局　若草店 〒053-0021 （地支体）第201号         平成30年 4月 1日
     苫小牧市若草町５丁目１０番２４
     号
     0144-31-5760  (0144-31-5761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38636,4118,1 ふじい薬局　王子通り〒053-0022 （地支体）第6号           平成30年 4月 1日
     本店 苫小牧市表町５丁目２－７風都市
     ビル１階
     0144-35-1000  (0144-35-1002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38736,4125,6 赤いひまわり薬局 〒059-1911 （地支体）第418号         平成30年 4月 1日
     勇払郡安平町追分本町１丁目３７
     －３
     01452-6-6555  (01452-6-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38836,4150,4 ナカジマ薬局みどりヶ〒053-0046 （地支体）第222号         平成30年 4月 1日
     丘店 苫小牧市住吉町２丁目８番１７号
     0144-38-0077  (0144-36-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38936,4176,9 ふじい薬局沼ノ端北調〒059-1304 （地支体）第5号           平成30年 4月 1日
     剤 苫小牧市北栄町２丁目２７番３７
     号
     0144-53-3600  (0144-53-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39036,4191,8 なの花薬局苫小牧北栄〒059-1304 （地支体）第133号         平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市北栄町１丁目２２番３９
     号
     0144-53-8858  (0144-53-8859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39136,4196,7 日本調剤　日新薬局 〒053-0833 （地支体）第385号         平成30年 4月 1日
     苫小牧市日新町２丁目７番１５号
     0144-71-1400  (0144-71-1433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39238,4045,2 あさひ薬局 〒056-0003 （地支体）第66号          平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内旭町１丁目
     ３０番３０号
     0146-43-1770  (0146-43-1771)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    266

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39338,4066,8 コア薬局　静内店 〒056-0017 （地支体）第433号         平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内御幸町２丁
     目４番８号
     01464-5-0701  (01464-5-0702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39438,4070,0 ポプラ薬局　浦河店 〒057-0033 （地支体）第307号         平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町堺町東１丁目１２番
     １号
     01462-2-5855  (01462-2-5870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39538,4080,9 イルカ薬局　静内店 〒056-0019 （地支体）第349号         平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内青柳町４丁
     目１４番８号
     0146-49-0701  (0146-49-0721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39638,4082,5 えりも調剤薬局 〒058-0204 （地支体）第35号          平成30年 4月 1日
     幌泉郡えりも町字本町２１５．２
     １６．２１７
     01466-2-4050  (01466-2-4051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39738,4086,6 なの花薬局浦河店 〒057-0007 （地支体）第139号         平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１
     番９号
     0146-24-2100  (0146-24-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39838,4087,4 なの花薬局荻伏店 〒059-3451 （地支体）第140号         平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町荻伏町３４番２
     0146-24-5500  (0146-24-5501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39938,4088,2 なの花薬局静内東店 〒056-0019 （地支体）第138号         平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内青柳町１丁
     目７番１５号
     0146-43-1193  (0146-43-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40038,4092,4 なの花薬局静内青柳店〒056-0019 （地支体）第137号         平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内青柳町１丁
     目１１番５号
     0146-43-1212  (0146-43-3355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40141,4159,5 星が浦薬局 〒084-0912 （地支体）第143号         平成30年 4月 1日
     釧路市星が浦大通３丁目９番地７
     ５
     0154-52-5052  (0154-52-5055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    267

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40241,4167,8 遠矢調剤薬局 〒088-2143 （地支体）第345号         平成30年 4月 1日
     釧路郡釧路町河畔７丁目５１番地
     ５
     0154-40-5222  (0154-40-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40341,4168,6 菅野薬局 〒085-0034 （地支体）第206号         平成30年 4月 1日
     釧路市白金町２２番２２号
     0154-23-3575  (0154-23-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40441,4183,5 株式会社　金安薬局　〒085-0053 （地支体）第350号         平成30年 4月 1日
     中園店 釧路市豊川町１７番２０号
     0154-24-0122  (0154-24-6667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40541,4191,8 有限会社　カトウ薬局〒085-0835 （地支体）第424号         平成30年 4月 1日
     　浦見店 釧路市浦見４丁目２番２１号
     0154-41-2801  (0154-41-2803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40641,4209,8 クリスタル薬局 〒088-0616 （地支体）第364号         平成30年 4月 1日
     釧路郡釧路町曙１丁目１番地２８
     0154-39-6266  (0154-39-6267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40741,4211,4 釧路調剤薬局　春採店〒085-0813 （地支体）第126号         平成30年 4月 1日
     釧路市春採４丁目１１番５号
     0154-44-0010  (0154-44-0040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40841,4223,9 フロンティア薬局　鳥〒084-0906 （地支体）第244号         平成30年 4月 1日
     取店 釧路市鳥取大通５丁目１５番１号
     0154-51-5587  (0154-51-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40941,4227,0 斉藤薬局　浪花店 〒085-0021 （地支体）第207号         平成30年 4月 1日
     釧路市浪花町７丁目６番
     0154-21-9500  (0154-21-9501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41041,4228,8 はるか薬局 〒085-0055 （地支体）第125号         平成30年 4月 1日
     釧路市治水町６番２号
     0154-31-7811  (0154-31-7773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41141,4236,1 株式会社　摩周調剤薬〒088-3212 （地支体）第388号         平成30年 4月 1日
     局 川上郡弟子屈町泉２－３－５
     01548-2-8388  (01548-2-8411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41241,4242,9 フロンティア薬局　鶴〒085-0821 （地支体）第243号         平成30年 4月 1日
     ヶ岱店 釧路市鶴ケ岱２丁目３番５号
     0154-43-3111  (0154-43-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    268

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41341,4276,7 有限会社カトウ薬局文〒085-0063 （地支体）第352号         平成30年 4月 1日
     苑店 釧路市文苑２丁目２０番１１号
     0154-64-5141  (0154-64-5142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41441,4281,7 フジタ薬局 〒085-0826 （地支体）第353号         平成30年 4月 1日
     釧路市城山１丁目２番１９号
     0154-44-0888  (0154-44-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41541,4284,1 むつみ薬局 〒088-0615 （地支体）第302号         平成30年 4月 1日
     釧路郡釧路町睦２丁目１番４号
     0154-37-9989  (0154-37-6248)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41641,4288,2 マリナ薬局 〒084-0909 （地支体）第119号         平成30年 4月 1日
     釧路市昭和南３－１５－５
     0154-65-1113  (0154-65-1114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41741,4293,2 あさひ薬局 〒085-0814 （地支体）第205号         平成30年 4月 1日
     釧路市緑ケ岡６丁目１６番１８号
     0154-47-3555  (0154-47-3515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41841,4296,5 たかはし薬局本店 〒085-0035 （地支体）第4号           平成30年 4月 1日
     釧路市共栄大通７丁目２番１２号
     0154-24-8868  (0120-910-946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41941,4297,3 たかはし薬局はなしの〒084-0909 （地支体）第34号          平成30年 4月 1日
     ぶ店 釧路市昭和南３丁目１０番２号
     0154-55-4189  (0120-910-938)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42041,4298,1 たかはし薬局柳町日赤〒085-0037 （地支体）第33号          平成30年 4月 1日
     前店 釧路市柳町２番１５号
     0154-32-4189  (0800-800-3789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42141,4306,2 アイン薬局釧路春採店〒085-0813 （地支体）第300号         平成30年 4月 1日
     釧路市春採７丁目９番１５号
     0154-46-8391  (0154-46-8392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42241,4312,0 かもめ薬局 〒085-0821 （地支体）第233号         平成30年 4月 1日
     釧路市鶴ケ岱２－２－１２
     0154-44-6070  (0154-42-5501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42341,4318,7 阿寒まりも薬局 〒085-0215 （地支体）第365号         平成30年 4月 1日
     釧路市阿寒町中央１丁目３番１６
     号
     0154-66-4501  (0154-66-4502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    269

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42442,4004,1 株式会社　阿部薬局 〒087-0051 （地支体）第90号          平成30年 4月 1日
     根室市緑町２丁目９番地
     0153-23-2245  (0153-23-6007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42542,4042,1 サン薬局 〒086-1110 （地支体）第409号         平成30年 4月 1日
     標津郡中標津町西１０条南１０丁
     目４番地
     0153-72-3303  (0153-79-2192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42642,4078,5 川口薬局　本店 〒086-1125 （地支体）第30号          平成30年 4月 1日
     標津郡中標津町西５条北１丁目２
     番地１
     0153-72-3211  (0153-72-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42742,4079,3 川口薬局　西春別支店〒088-2562 （地支体）第29号          平成30年 4月 1日
     野付郡別海町西春別駅前栄町７７
     番地
     0153-77-1201  (0153-77-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42846,4139,6 有限会社　タカダ薬局〒089-2615 （地支体）第358号         平成30年 4月 1日
     広尾郡広尾町本通６丁目４番地
     01558-2-2166  (01558-2-2167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42946,4180,0 有限会社　小林薬局 〒089-3711 （地支体）第184号         平成30年 4月 1日
     足寄郡足寄町南１条２丁目１番地
     01562-5-2048  (01562-5-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43046,4226,1 つがやす薬局　池田店〒083-0092 （地支体）第453号         平成30年 5月 1日
     中川郡池田町字東２条７ー１１
     01557-2-6226  (01557-2-6220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43146,4230,3 加藤薬局　南店 〒080-0018 （地支体）第315号         平成30年 4月 1日
     帯広市西８条南２６丁目５７番地
     0155-28-5525  (0155-27-5630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43246,4260,0 もみの木薬局 〒080-0047 （地支体）第400号         平成30年 4月 1日
     帯広市西１７条北２丁目４７番地
     １５号
     0155-58-4193  (0155-41-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43346,4262,6 まつもと薬局　自由が〒080-0848 （地支体）第411号         平成30年 4月 1日
     丘店 帯広市自由が丘１丁目１番１
     0155-58-1070  (0155-58-1080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    270

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43446,4268,3 有限会社　こひつじ薬〒080-0837 （地支体）第121号         平成30年 4月 1日
     局 帯広市南の森西９丁目１１番１６
     号
     0155-49-3322  (0155-49-3336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43546,4274,1 つがやす薬局　幕別店〒089-0604 （地支体）第250号         平成30年 4月 1日
     中川郡幕別町錦町１１８－１
     0155-55-3300  (0155-55-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43646,4303,8 しほろ調剤薬局 〒080-1216 （地支体）第127号         平成30年 4月 1日
     河東郡士幌町字士幌西２線１６７
     番地
     01564-9-5670  (01564-9-5671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43746,4310,3 コトブキ調剤薬局　帯〒080-0833 （地支体）第221号         平成30年 4月 1日
     広店 帯広市稲田町基線７番５２
     0155-48-8833  (0155-48-8833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43846,4325,1 とかち木野薬局 〒080-0302 （地支体）第326号         平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野西通１５丁目５
     番地９５
     0155-43-5760  (0155-43-5765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43946,4336,8 まつもと薬局西６条店〒080-0016 （地支体）第63号          平成30年 4月 1日
     帯広市西６条南６丁目４番２
     0155-21-1230  (0155-22-3535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44046,4340,0 ナカジマ薬局西２３条〒080-2473 （地支体）第242号         平成30年 4月 1日
     店 帯広市西２３条南２丁目１６番３
     ８
     0155-61-1200  (0155-61-1210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44146,4342,6 公園通り調剤薬局 〒080-0362 （地支体）第427号         平成30年 4月 1日
     河東郡音更町すずらん台仲町１丁
     目１番地
     0155-32-5005  (0155-32-5075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44246,4344,2 加藤薬局　緑西店 〒080-0028 （地支体）第131号         平成30年 4月 1日
     帯広市西１８条南４丁目１５番１
     ６号
     0155-35-7760  (0155-35-7761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44346,4345,9 よつば調剤薬局 〒080-0012 （地支体）第405号         平成30年 4月 1日
     帯広市西２条南２丁目１８番地４
     0155-24-6311  (0155-24-6312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    271

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44446,4349,1 ナカジマ薬局　はくり〒080-0028 （地支体）第392号         平成30年 4月 1日
     んだい店 帯広市西１８条南２丁目１１番地
     ７
     0155-35-1193  (0155-35-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44546,4356,6 まつもと薬局　フロン〒080-0048 （地支体）第183号         平成30年 4月 1日
     ティア店 帯広市西１８条北２丁目２９番６
     0155-33-4800  (0155-33-4811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44646,4358,2 加藤薬局西２１条店 〒080-2471 （地支体）第132号         平成30年 4月 1日
     帯広市西２１条南５丁目３５番地
     ７
     0155-58-6616  (0155-58-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44746,4362,4 ほんべつ調剤薬局 〒089-3314 （地支体）第292号         平成30年 4月 1日
     中川郡本別町南１丁目６番地２５
     0156-22-7887  (0156-22-7888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44846,4363,2 つがやす薬局東２条店〒080-0802 （地支体）第452号         平成30年 5月 1日
     帯広市東２条南１４丁目１番地２
     0155-28-2120  (0155-28-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44946,4364,0 おとふけ調剤薬局 〒080-0101 （地支体）第68号          平成30年 4月 1日
     河東郡音更町大通７丁目３番地１
     ８
     0155-42-3185  (0155-42-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45046,4384,8 アイン薬局音更店 〒080-0111 （地支体）第294号         平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１６丁目
     ２番地１３
     0155-30-1157  (0155-30-1158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45146,4399,6 なの花薬局札内店 〒089-0533 （地支体）第77号          平成30年 4月 1日
     中川郡幕別町札内新北町４番地
     0155-56-5601  (0155-56-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45250,4109,1 有限会社　三本木薬局〒099-2102 （地支体）第70号          平成30年 4月 1日
     端野店 北見市端野町二区７９３－３
     0157-56-2441  (0157-67-6245)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45350,4116,6 フィール調剤薬局　夕〒090-0051 （地支体）第386号         平成30年 4月 1日
     陽ヶ丘店 北見市高栄東町１丁目２４番２４
     号
     0157-25-1777  (0157-25-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    272

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45450,4118,2 桜町調剤薬局 〒090-0804 （地支体）第317号         平成30年 4月 1日
     北見市桜町５丁目２０番地３
     0157-32-7700  (0157-62-7701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45550,4120,8 フィール調剤薬局　寿〒090-0065 （地支体）第412号         平成30年 4月 1日
     店 北見市寿町３丁目４番２０
     0157-66-0888  (0157-66-0884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45650,4123,2 ひまわり調剤薬局 〒090-0042 （地支体）第324号         平成30年 4月 1日
     北見市北２条西４丁目１２番地３
     0157-26-1500  (0157-26-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45750,4125,7 有限会社クリニクス調〒090-0053 （地支体）第20号          平成30年 4月 1日
     剤薬局　北見桂町店 北見市桂町１丁目２０６番７１
     0157-22-2710  (0120-003-724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45850,4140,6 有限会社　三本木薬局〒090-0036 （地支体）第69号          平成30年 4月 1日
     幸店 北見市幸町１丁目２番８号
     0157-33-4700  (0157-61-0621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45950,4163,8 なの花薬局北５条店 〒090-0025 （地支体）第78号          平成30年 4月 1日
     北見市北５条東３丁目２番地
     0157-26-2070  (0157-26-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46053,4082,4 よつば薬局 〒093-0014 （地支体）第62号          平成30年 4月 1日
     網走市南４条西３丁目３番地
     0152-44-2355  (0152-44-2322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46154,4042,6 まさか調剤薬局 〒094-0004 （地支体）第409号         平成30年 4月 1日
     紋別市本町３丁目１番３５号
     0158-26-2111  (0158-26-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46254,4054,1 紋別たま薬局 〒094-0015 （地支体）第394号         平成30年 4月 1日
     紋別市花園町４丁目７番７号
     0158-28-5110  (0158-28-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46354,4055,8 パール薬局　遠軽店 〒099-0404 （地支体）第412号         平成30年 4月 1日
     紋別郡遠軽町大通北９丁目２－４
     ４
     0158-49-2323  (0158-49-2324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46459,4030,0 こすげ薬局 〒068-0425 （地支体）第395号         平成30年 4月 1日
     夕張市若菜８番地
     01235-6-5192  (01235-6-5731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    273

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46564,4012,8 株式会社　大一　寺西〒077-0044 （地支体）第407号         平成30年 4月 1日
     薬局 留萌市錦町４丁目２番１４号
     0164-42-0260  (0164-43-6244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46664,4036,7 江戸薬局 〒077-0044 （地支体）第393号         平成30年 4月 1日
     留萌市錦町３丁目１番３０号
     0164-42-0697  (0164-43-8400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46764,4043,3 唐木屋ファーマシー 〒077-0214 （地支体）第398号         平成30年 4月 1日
     増毛郡増毛町畠中町５丁目１７４
     番地７
     0164-53-9000  (0164-53-9090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46864,4053,2 はぼろ調剤薬局 〒078-4123 （地支体）第318号         平成30年 4月 1日
     苫前郡羽幌町栄町１０３番地４７
     0164-62-5193  (0164-62-4123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46964,4065,6 北海道ファーマライズ〒077-0048 （地支体）第31号          平成30年 4月 1日
     　留萌大町薬局 留萌市大町３丁目２０－１、２９
     －１、２９－３
     0164-43-7001  (0164-43-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47068,4040,0 枝幸調剤センター　エ〒098-5825 （地支体）第422号         平成30年 4月 1日
     ルム薬局 枝幸郡枝幸町新栄町７８９ー３
     01636-9-2288  (01636-9-2277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47168,4054,1 センター薬局　浜頓別〒098-5741 （地支体）第115号         平成30年 4月 1日
     店 枝幸郡浜頓別町旭ケ丘２丁目２９
     番３
     01634-9-2122  (01634-9-2123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47268,4065,7 菅原薬局 〒097-0401 （地支体）第432号         平成30年 4月 1日
     利尻郡利尻町沓形字日出町１番地
     0163-84-2105  (0163-84-3165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47368,4068,1 ユアーズ調剤薬局 〒097-0012 （地支体）第228号         平成30年 4月 1日
     稚内市富岡４丁目３番１号
     0162-34-8671  (0162-34-8670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47468,4075,6 アイン薬局　稚内栄店〒097-0017 （地支体）第334号         平成30年 4月 1日
     稚内市栄１丁目２４番４号
     0162-33-5000  (0162-29-4353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47568,4076,4 アイン薬局　稚内末広〒097-0001 （地支体）第332号         平成30年 4月 1日
     店 稚内市末広３丁目６番２号
     0162-24-7010  (0162-24-0322)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    274

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47668,4078,0 ファーマシーサエキ 〒097-0401 （地支体）第332号         平成30年 4月 1日
     利尻郡利尻町沓形字本町４４番地
     0163-84-2012  (0163-84-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47774,4054,9 株式会社　一の薬局 〒075-0031 （地支体）第414号         平成30年 4月 1日
     芦別市南１条東１丁目１１番地
     01242-2-4193  (01242-2-3687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47874,4068,9 ナカジマ薬局　滝川西〒073-0044 （地支体）第257号         平成30年 4月 1日
     町店 滝川市西町１丁目２番８号
     0125-26-1088  (0125-26-1087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47974,4081,2 日本調剤　芦別薬局 〒075-0041 （地支体）第377号         平成30年 4月 1日
     芦別市本町１４番地１５
     01242-4-2800  (01242-3-1611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48074,4082,0 ひまわり薬局 〒075-0041 （地支体）第142号         平成30年 4月 1日
     芦別市本町１４番地１４
     01242-2-1500  (01242-2-1587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48174,4093,7 すみれ調剤薬局 〒073-0031 （地支体）第436号         平成30年 4月 1日
     滝川市栄町２丁目５番１４号
     0125-23-7555  (0125-23-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48274,4106,7 アイランド薬局　たき〒073-0024 （地支体）第311号         平成30年 4月 1日
     かわ店 滝川市東町３丁目１番３１号
     0125-23-4189  (0125-23-4169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48374,4130,7 しんとつかわ調剤薬局〒073-1103 （地支体）第19号          平成30年 4月 1日
     樺戸郡新十津川町字中央３３６番
     地１２
     0125-74-4563  (0125-74-4564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48475,4079,3 ナカジマ薬局　日赤前〒069-1513 （地支体）第366号         平成30年 4月 1日
     店 夕張郡栗山町朝日２丁目４７番地
     01237-2-7935  (01237-2-0525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48575,4081,9 吉井調剤薬局 〒069-1511 （地支体）第362号         平成30年 4月 1日
     夕張郡栗山町中央２丁目２４８番
     地
     01237-2-7670  (01237-2-7660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48675,4084,3 日本調剤　栗山薬局 〒069-1513 （地支体）第447号         平成30年 4月 1日
     夕張郡栗山町朝日２丁目３３番地
     0123-72-2000  (0123-72-2025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    275

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48775,4102,3 アクト調剤薬局 〒069-1332 （地支体）第419号         平成30年 4月 1日
     夕張郡長沼町中央南１丁目６番２
     ３号
     01238-8-2122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48875,4103,1 吉井調剤薬局長沼店 〒069-1336 （地支体）第363号         平成30年 4月 1日
     夕張郡長沼町栄町１丁目２番１号
     01238-8-1881  (01238-8-1882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48975,4114,8 株式会社　和商　水島〒068-0026 （地支体）第414号         平成30年 4月 1日
     薬局 岩見沢市６条西１丁目７番地３
     0126-25-0980  (0126-23-9663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49075,4122,1 岩見沢メディカル薬局〒068-0007 （地支体）第387号         平成30年 4月 1日
     岩見沢市７条東６丁目１１番地１
     ４
     0126-24-2500  (0126-24-2573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49175,4136,1 クリオス調剤薬局 〒068-0022 （地支体）第322号         平成30年 4月 1日
     岩見沢市２条西７丁目８－８
     0126-22-9171  (0126-22-9172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49275,4152,8 なの花薬局労災前店 〒068-0005 （地支体）第81号          平成30年 4月 1日
     岩見沢市５条東１６丁目１７番地
     0126-33-7800  (0126-33-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49375,4153,6 なの花薬局栗山店 〒069-1513 （地支体）第80号          平成30年 4月 1日
     夕張郡栗山町朝日２丁目３１番地
     0123-73-2277  (0123-73-2225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49476,4034,6 そらちぶと調剤薬局 〒073-0101 （地支体）第444号         平成30年 4月 1日
     砂川市空知太東１条３丁目１番１
     ５号
     0125-56-2323  (0125-56-2345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49576,4041,1 ナカジマ薬局　美唄店〒072-0022 （地支体）第256号         平成30年 4月 1日
     美唄市西１条北１丁目３番１０号
     0126-62-5050  (0126-62-5151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49676,4055,1 ヤマヤ薬局 〒072-0025 （地支体）第23号          平成30年 4月 1日
     美唄市西２条南２丁目５番１号
     0126-62-3344  (0126-64-2180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49776,4057,7 ナカジマ薬局砂川店 〒073-0162 （地支体）第258号         平成30年 4月 1日
     砂川市西２条北３丁目１番地１
     0125-55-2311  (0125-55-2322)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日    276

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49876,4065,0 びばい駅前薬局 〒072-0012 （地支体）第328号         平成30年 4月 1日
     美唄市東１条南３丁目２番８号
     0126-66-6250  (0126-66-6251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49976,4067,6 なの花薬局美唄店 〒072-0022 （地支体）第79号          平成30年 4月 1日
     美唄市西１条北１丁目１番７号
     0126-64-3100  (0126-64-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    277

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4207,6 からさわ薬局本店 〒060-0004 （後発調１）第213号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西６丁目１番
     地毎日札幌会館１階
     011-221-0204  (011-221-0205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4341,3 株式会社　まつい薬局〒001-0028 （後発調１）第74号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区北２８条西１４丁目３
     番２２号
     011-726-5026  (011-726-2663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4363,7 あおば薬局 〒063-0033 （後発調１）第72号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野３条６丁目９番１
     ５号
     011-661-4050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4504,6 大西薬局 〒060-0062 （後発調１）第345号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南２条西４丁目桂和
     ＭＴビル３階
     011-221-1203  (011-221-0585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4595,4 モリモト薬局　新札幌〒004-0052 （後発調１）第296号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ２番１号
     011-892-4602  (011-892-4609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4674,7 北日本調剤　もみじ台〒004-0013 （後発調１）第444号       平成30年 4月 1日
     中央調剤薬局 札幌市厚別区もみじ台西６丁目１
     番１０号
     011-897-1966  (011-897-9396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4682,0 ファミリー薬局　美園〒062-0003 （後発調１）第81号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区美園３条３丁目２３
     番地
     011-841-8073  (011-841-8073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4768,7 柳瀬薬局 〒062-0053 （後発調１）第105号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東３条１７丁目
     １５番５０号
     011-854-1335  (011-854-1426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4813,1 三信調剤薬局 〒003-0023 （後発調１）第97号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通２丁目北２番
     １号　オ・ドミール南郷街
     011-863-1193  (011-865-8443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    278

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,4818,0 アルファ調剤薬局　北〒004-0862 （後発調１）第471号       平成30年 4月 1日
     野店 札幌市清田区北野２条２丁目１１
     番１５号
     011-884-1780  (011-884-1781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4827,1 有限会社　北広島調剤〒061-1133 （後発調１）第90号        平成30年 4月 1日
     薬局 北広島市栄町１丁目５番地３
     011-372-1123  (011-372-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4923,8 日本調剤　北十一条調〒065-0011 （後発調１）第327号       平成30年 4月 1日
     剤薬局 札幌市東区北１１条東３丁目３－
     １２
     011-741-7511  (011-741-7577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4946,9 アート調剤薬局 〒001-0908 （後発調１）第155号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似８条６丁目５番
     １０号
     011-764-7641  (011-764-7647)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4948,5 第一調剤上町調剤薬局〒005-0012 （後発調１）第514号       平成30年 5月 1日
     札幌市南区真駒内上町３丁目１番
     ８号
     011-583-9393  (011-581-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4949,3 日本調剤　北十二条調〒065-0012 （後発調１）第325号       平成30年 4月 1日
     剤薬局 札幌市東区北１２条東４丁目１－
     １１
     011-752-8700  (011-752-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4970,9 快明堂薬局 〒006-0816 （後発調１）第270号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田６条１６丁目１
     ８番１４号
     011-683-7010  (011-685-1911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4977,4 プラス調剤　新琴似薬〒001-0908 （後発調１）第250号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市北区新琴似８条１１丁目２
     番１１号
     011-766-4080  (011-763-6822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,4016,9 みらくる薬局　札幌駅〒060-0004 （後発調１）第478号       平成30年 5月 1日
     前店 札幌市中央区北４条西３丁目１札
     幌駅前合同ビル５階
     011-251-2552  (011-251-2553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902,4046,6 ツルハ薬局　西町店 〒063-0062 （後発調１）第43号        平成30年 4月 1日
     札幌市西区西町南５丁目４－１５
     011-665-9809  (011-665-9809)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    279

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2002,4053,2 メトロ調剤薬局 〒003-0022 （後発調１）第463号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１４丁目南３
     番１１号
     011-863-5055  (011-863-8850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102,4065,6 スマイル調剤薬局 〒007-0872 （後発調１）第84号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区伏古１２条５丁目８番
     ２８号
     011-786-2088  (011-786-3452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,4076,3 平和通調剤薬局 〒003-0029 （後発調１）第497号       平成30年 6月 1日
     札幌市白石区平和通２丁目北８番
     １９号
     011-866-6325  (011-866-6325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,4085,4 日本調剤　中の島薬局〒062-0921 （後発調１）第326号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区中の島１条７丁目１
     １番１１号
     011-815-1660  (011-815-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,4100,1 マロン薬局 〒003-0832 （後発調１）第65号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区北郷２条１丁目２番
     ４号
     011-875-2161  (011-875-0521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,4101,9 旭山調剤薬局 〒064-0808 （後発調１）第268号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南８条西２４丁目　
     旭山公園メディカル
     011-532-5956  (011-530-3860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,4106,8 アクティ調剤薬局 〒067-0074 （後発調１）第467号       平成30年 4月 1日
     江別市高砂町２５番１１
     011-381-8931  (011-381-8934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,4138,1 タカシ調剤薬局 〒067-0032 （後発調１）第12号        平成30年 4月 1日
     江別市元江別８９０番地２９
     011-382-8262  (011-382-8301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802,4145,6 サンチェーン平岸調剤〒062-0933 （後発調１）第232号       平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市豊平区平岸３条６丁目６番
     ２５号サンセットハイツ平岸３６
     011-820-4976  (011-820-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902,4175,3 まりも調剤薬局　稲積〒006-0011 （後発調１）第128号       平成30年 4月 1日
     駅前店 札幌市手稲区富丘１条４丁目５番
     ２８号１０３
     011-691-4193  (011-691-5660)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    280

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3002,4228,0 有限会社　いづみ調剤〒065-0011 （後発調１）第491号       平成30年 5月 1日
     薬局 札幌市東区北１１条東９丁目２番
     ２８号
     011-723-1238  (011-723-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102,4235,5 調剤薬局クスリのツル〒063-0811 （後発調１）第42号        平成30年 4月 1日
     ハ　琴似店 札幌市西区琴似１条２丁目６番８
     号
     011-640-2661  (011-640-2661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,4250,4 すみれ保険薬局 〒005-0812 （後発調１）第216号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１２条２丁目４番
     １３号
     011-571-6800  (011-571-6870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302,4258,7 フラワー調剤 〒065-0020 （後発調１）第59号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２０条東７丁目１ー
     ２５
     011-748-7658  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402,4279,3 アルファ調剤薬局　平〒062-0933 （後発調１）第426号       平成30年 4月 1日
     岸店 札幌市豊平区平岸３条９丁目１０
     ー１５
     011-832-8931  (011-832-9011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3502,4305,6 北日本調剤　北２９条〒001-0029 （後発調１）第446号       平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市北区北２９条西１５丁目８
     ４４ー７
     011-708-8820  (011-708-8830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602,4309,8 はまなす調剤薬局 〒002-8071 （後発調１）第153号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区あいの里１条６丁目２
     番１号
     011-770-5366  (011-770-5377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3702,4330,4 コーン薬局 〒062-0035 （後発調１）第104号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区西岡５条１丁目５番
     011-857-7700  (011-857-0077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3802,4337,9 ピノキオ調剤薬局 〒067-0024 （後発調１）第33号        平成30年 4月 1日
     江別市朝日町３番地２８
     011-380-6080  (011-380-6090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3902,4340,3 調剤薬局クスリのツル〒005-0801 （後発調１）第523号       平成30年 5月 1日
     ハ　川沿店 札幌市南区川沿１条１丁目２番４
     ５号
     011-578-3783  (011-578-3783)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    281

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4002,4357,7 にしの薬局 〒063-0033 （後発調１）第269号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野３条７丁目３番６
     号
     011-666-4800  (011-666-4803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4102,4384,1 パルス薬局　こうさい〒064-0914 （後発調１）第414号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南１４条西１８丁目
     ４番１号
     011-552-5311  (011-552-5321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4202,4387,4 あじさい薬局 〒060-0001 （後発調１）第379号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条西３丁目３番
     の２０時計台スクエアビル５階
     011-207-1777  (011-207-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4302,4421,1 川端薬局　二十四軒店〒063-0804 （後発調１）第121号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区二十四軒４条５丁目１
     ０ー１ローヤル琴似ビル２Ｆ
     011-616-8856  (011-616-8857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402,4422,9 瀬戸薬局 〒067-0061 （後発調１）第184号       平成30年 4月 1日
     江別市上江別東町３番地１８
     011-383-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4502,4433,6 みらくる薬局　北２条〒060-0002 （後発調１）第305号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区北２条西１丁目１番
     地マルイト札幌ビル２階
     011-221-2212  (011-221-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4602,4462,5 ケミスト・イン相談薬〒001-0025 （後発調１）第462号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市北区北２５条西８丁目１番
     １７号
     011-700-6711  (011-716-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4702,4477,3 花川薬局 〒061-3203 （後発調１）第182号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川南３条４丁目２１９番
     地
     0133-73-2180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802,4478,1 ペンギン保険薬局 〒001-0908 （後発調１）第221号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似８条６丁目１番
     ３号新琴似横井ビル１Ｆ
     011-765-3550  (011-765-3556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902,4488,0 なえぼ調剤薬局 〒065-0043 （後発調１）第307号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区苗穂町２丁目４ー２２
     011-731-5771  (011-731-5772)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    282

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5002,4489,8 ヤジマ薬局　文京台店〒069-0834 （後発調１）第214号       平成30年 4月 1日
     江別市文京台東町１１番地の４０
     011-386-1125  (011-386-1126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102,4504,4 日本調剤　医大前調剤〒060-0061 （後発調１）第328号       平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市中央区南一条西１６丁目１
     番２４６号ＡＮＮＥＸレーベンビ
     ル１Ｆ
     011-642-7681  (011-642-7698)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202,4531,7 からさわ薬局　啓明店〒064-0913 （後発調１）第212号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１３条西２１丁目
     ３－１８Ｋ２メディカル１階
     011-520-3031  (011-520-3041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302,4537,4 イースト調剤薬局 〒065-0012 （後発調１）第510号       平成30年 5月 1日
     札幌市東区北１２条東７丁目１番
     １５号シヨッピングセンタ－光星
     011-712-7105  (011-712-7106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5402,4542,4 南平岸薬局 〒062-0934 （後発調１）第540号       平成30年 6月 1日
     札幌市豊平区平岸４条１４丁目２
     番３号
     011-813-8931  (011-813-8931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5502,4544,0 ももたろう薬局 〒004-0033 （後発調１）第201号       平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区上野幌３条４丁目９
     011-895-0505  (011-895-7007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5602,4567,1 イルカ薬局　めぐみの〒061-1435 （後発調１）第344号       平成30年 4月 1日
     店 恵庭市中島町５丁目１１番の５
     0123-32-7850  (0123-32-7851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5702,4572,1 クリオネ北１７条薬局〒065-0017 （後発調１）第292号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１７条東１３丁目４
     番１２号
     011-748-8123  (011-748-8177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5802,4577,0 スミレ調剤薬局 〒069-0863 （後発調１）第534号       平成30年 6月 1日
     江別市大麻新町７番地の１７
     011-386-3345  (011-386-3348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902,4581,2 モリモト薬局　もみじ〒004-0012 （後発調１）第484号       平成30年 5月 1日
     台南店 札幌市厚別区もみじ台南１丁目２
     番６号
     011-898-8826  (011-898-8880)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    283

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6002,4595,2 三信調剤薬局　大谷地〒004-0041 （後発調１）第488号       平成30年 5月 1日
     店 札幌市厚別区大谷地東５丁目１番
     ４３号
     011-893-1193  (011-893-1648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102,4605,9 フロンティア薬局中の〒062-0921 （後発調１）第295号       平成30年 4月 1日
     島店 札幌市豊平区中の島１条８丁目３
     －３２
     011-820-5575  (011-820-5675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202,4614,1 サンメディカル調剤薬〒001-0922 （後発調１）第513号       平成30年 5月 1日
     局　新川店 札幌市北区新川２条１丁目１番２
     ２号
     011-700-3911  (011-700-3922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302,4617,4 南１条調剤薬局 〒060-0061 （後発調１）第220号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西２丁目５番
     地南１条Ｋビル３階
     011-271-3558  (011-271-3559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6402,4624,0 リープ調剤薬局 〒060-0042 （後発調１）第150号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区大通西１１丁目４番
     ２２号第２大通藤井ビル１０１号
     011-208-5527  (011-208-5528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6502,4644,8 川端薬局　琴似中央店〒063-0811 （後発調１）第139号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区琴似１条４丁目４－１
     ８上山ビル
     011-621-3956  (011-621-3957)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6602,4649,7 なの花薬局　南９条店〒064-0809 （後発調１）第356号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９条西１０丁目１
     番４０号八幡ビル１階
     011-532-4193  (011-532-4793)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6702,4652,1 伏古メディカル薬局 〒007-0862 （後発調１）第527号       平成30年 5月 1日
     札幌市東区伏古２条５丁目５番４
     号
     011-789-1230  (011-789-1130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6802,4699,2 リープ調剤薬局　西岡〒062-0033 （後発調１）第151号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区西岡３条６丁目６番
     １２号
     011-850-2070  (011-850-2080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    284

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6902,4707,3 ８丁目通調剤薬局 〒007-0845 （後発調１）第93号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４５条東７丁目３番
     ９号みつやビル１階
     011-722-8801  (011-722-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7002,4725,5 あしたば薬局　東札幌〒003-0001 （後発調１）第437号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区東札幌１条２丁目１
     －３
     011-814-4193  (011-814-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102,4741,2 なの花薬局　発寒店 〒063-0824 （後発調１）第353号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒４条４丁目１番１
     ６号
     011-668-2789  (011-668-2788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202,4749,5 なの花薬局　美しが丘〒004-0811 （後発調１）第358号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市清田区美しが丘１条６丁目
     ２番３号
     011-882-1193  (011-889-2289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302,4752,9 なの花薬局　新琴似１〒001-0901 （後発調１）第355号       平成30年 4月 1日
     番通店 札幌市北区新琴似１条１２丁目６
     番３７号
     011-764-1193  (011-764-1198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402,4753,7 エリム薬局　新琴似店〒001-0905 （後発調１）第154号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似５条２丁目１番
     ９号
     011-766-3822  (011-766-3828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502,4764,4 きたの調剤薬局 〒004-0865 （後発調１）第351号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区北野５条５丁目１５
     番５号
     011-888-0575  (011-888-0576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602,4778,4 なの花薬局　花川北店〒061-3213 （後発調１）第366号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川北３条３丁目９番２号
     0133-72-8940  (0133-72-8941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7702,4797,4 あおば薬局　しのろ店〒002-8022 （後発調１）第162号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区篠路２条１０丁目１２
     番５号
     011-776-4114  (011-776-4101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    285

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7802,4811,3 コープ藤野保険薬局 〒061-2283 （後発調１）第393号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区藤野３条６丁目２番１
     号
     011-594-6000  (011-594-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902,4819,6 プラム薬局伏見店 〒064-0915 （後発調１）第247号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１５条西１５丁目
     ２－２５
     011-522-0081  (011-522-0082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002,4823,8 ロイテ調剤薬局　大麻〒069-0847 （後発調１）第147号       平成30年 4月 1日
     店 江別市大麻ひかり町３２番１
     011-387-5858  (011-387-5868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102,4824,6 パシフィック薬局　南〒062-0937 （後発調１）第264号       平成30年 4月 1日
     平岸店 札幌市豊平区平岸７条１４丁目１
     番３８号
     011-818-4193  (011-818-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202,4832,9 あおば薬局　屯田店 〒002-0857 （後発調１）第161号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田７条３丁目１０番
     １６号
     011-776-1111  (011-776-1122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302,4837,8 西岡メディカル薬局野〒069-0824 （後発調１）第144号       平成30年 4月 1日
     幌店 江別市東野幌本町２番地４
     011-384-8240  (011-384-8250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402,4856,8 調剤薬局ツルハドラッ〒066-0037 （後発調１）第522号       平成30年 5月 1日
     グ千歳新富店 千歳市新富１丁目５番１０号
     0123-40-8910  (0123-40-8910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8502,4857,6 南九条薬局 〒064-0809 （後発調１）第340号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９条西６丁目１番
     ２３号
     011-512-8831  (011-533-7511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8602,4861,8 日本調剤北大前薬局 〒001-0014 （後発調１）第330号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１４条西４丁目１番
     １４号
     011-757-2212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8702,4865,9 クリオネばらと薬局 〒061-3261 （後発調１）第290号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川東１条４丁目６１番地
     0133-74-7286  (0133-74-7287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    286

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8802,4869,1 富丘調剤薬局 〒006-0011 （後発調１）第378号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区富丘１条４丁目１番
     ５号
     011-699-7575  (011-699-7576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8902,4873,3 あしたば薬局千歳店 〒066-0067 （後発調１）第436号       平成30年 4月 1日
     千歳市桂木１丁目３番２１号
     0123-26-4193  (0123-26-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002,4878,2 なんごう薬局 〒003-0023 （後発調１）第518号       平成30年 5月 1日
     札幌市白石区南郷通８丁目北２－
     ２
     011-867-5155  (011-867-5135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9102,4880,8 めぐみ野駅前調剤薬局〒061-1373 （後発調１）第408号       平成30年 4月 1日
     恵庭市恵み野西２丁目２－１６
     0123-36-0011  (0123-36-0012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9202,4895,6 ステラ調剤薬局 〒007-0812 （後発調１）第5号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂１２条２丁目２
     １－１０
     011-790-1118  (011-790-1115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9302,4898,0 ラスカル調剤薬局　新〒001-0923 （後発調１）第255号       平成30年 4月 1日
     川店 札幌市北区新川３条７丁目１－１
     １－７
     011-398-3757  (011-398-3757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9402,4901,2 あいの里調剤薬局 〒002-8072 （後発調１）第511号       平成30年 5月 1日
     札幌市北区あいの里２条８丁目４
     －２
     011-778-2989  (011-778-2987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9502,4902,0 西野ハーモニー薬局 〒063-0032 （後発調１）第168号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野２条３丁目１－１
     011-669-6677  (011-669-6678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602,4905,3 麻生ポプラ薬局 〒001-0045 （後発調１）第341号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区麻生町６丁目１４－５
     011-737-7101  (011-737-3774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9702,4912,9 調剤薬局ツルハドラッ〒063-0001 （後発調１）第55号        平成30年 4月 1日
     グ山の手店 札幌市西区山の手１条６丁目５－
     １０
     011-612-4648  (011-612-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    287

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9802,4916,0 幌西薬局 〒064-0809 （後発調１）第78号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９条西１５丁目２
     番５号
     011-520-5031  (011-520-5032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9902,4923,6 イオン薬局札幌桑園店〒060-0008 （後発調１）第455号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北８条西１４丁目２
     ８番地
     011-204-7206  (011-204-7207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10002,4927,7 イオン薬局札幌発寒店〒063-8585 （後発調１）第457号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒８条１２丁目１－
     １
     011-669-5020  (011-669-5021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10102,4929,3 三星薬局 〒067-0014 （後発調１）第200号       平成30年 4月 1日
     江別市４条５丁目１０番地２
     011-383-7101  (011-382-1482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10202,4946,7 あすか薬局 〒063-0802 （後発調１）第505号       平成30年 5月 1日
     札幌市西区二十四軒２条２丁目４
     －２１
     011-633-2311  (011-633-2300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10302,4952,5 フロンティア薬局曙店〒006-0835 （後発調１）第480号       平成30年 5月 1日
     札幌市手稲区曙５条３丁目１－３
     ４
     011-699-9191  (011-699-9192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10402,4954,1 みどり薬局元町店 〒065-0027 （後発調１）第64号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目３
     番８号
     011-787-8005  (011-787-8006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10502,4979,8 中の沢調剤薬局 〒005-0831 （後発調１）第460号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区中ノ沢１丁目１番４号
     １階
     011-578-6655  (011-578-6657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10602,4987,1 はなぶさ調剤薬局西野〒063-0035 （後発調１）第172号       平成30年 4月 1日
     ５条店 札幌市西区西野５条２丁目８－３
     ６
     011-788-6708  (011-788-6709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    288

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10702,4991,3 あかしあ薬局 〒003-0023 （後発調１）第170号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１２丁目北１
     番２７号
     011-861-2800  (011-861-2900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10803,4002,7 アップル調剤薬局 〒062-0008 （後発調１）第280号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園８条５丁目３－
     ３
     011-813-6333  (011-813-6334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10903,4018,3 三信調剤薬局新札幌店〒004-0052 （後発調１）第98号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ４－６
     011-895-1193  (011-895-6393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11003,4024,1 美しが丘緑薬局 〒004-0814 （後発調１）第245号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区美しが丘４条５丁目
     ３番１６号
     011-889-3390  (011-889-3393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11103,4026,6 安心堂薬局　昭和店 〒063-0038 （後発調１）第169号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野８条５丁目６－３
     011-662-5224  (011-662-5229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11203,4030,8 保険調剤いちご薬局　〒063-0812 （後発調１）第258号       平成30年 4月 1日
     琴似店 札幌市西区琴似２条４丁目３番１
     ５号
     011-846-0978  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11303,4033,2 クリオネ　平岸薬局 〒062-0932 （後発調１）第289号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸２条７丁目２番
     ７号
     011-817-6003  (011-817-6013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11403,4038,1 アイル薬局栄通店 〒003-0021 （後発調１）第538号       平成30年 6月 1日
     札幌市白石区栄通１５丁目９番３
     ４号
     011-858-5500  (011-858-6600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11503,4040,7 クリオネ　山の手薬局〒063-0004 （後発調１）第288号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区山の手４条７丁目４番
     １５号
     011-622-0261  (011-622-0262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11603,4042,3 モリモト薬局　伏古店〒007-0865 （後発調１）第298号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区伏古５条３丁目３－７
     011-790-6104  (011-790-6108)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    289

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11703,4044,9 キタ調剤薬局　発寒南〒063-0822 （後発調１）第116号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市西区発寒２条５丁目６－５
     011-668-9900  (011-668-9901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11803,4047,2 レモン調剤薬局　厚別〒004-0065 （後発調１）第482号       平成30年 5月 1日
     通店 札幌市厚別区厚別西５条１丁目１
     ５番１６号
     011-890-5252  (011-890-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11903,4049,8 西岡メディカル薬局　〒062-0034 （後発調１）第242号       平成30年 4月 1日
     水源池通り店 札幌市豊平区西岡４条７丁目７－
     ３
     011-859-5570  (011-859-5575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12003,4060,5 パーク調剤薬局 〒069-0813 （後発調１）第32号        平成30年 4月 1日
     江別市野幌町８１番地１４号
     011-389-8989  (011-389-8999)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12103,4062,1 あしたば薬局南７条店〒064-0807 （後発調１）第435号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南７条西１７丁目１
     －８
     011-533-4193  (011-533-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12203,4065,4 北日本調剤　北光薬局〒065-0026 （後発調１）第421号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２６条東８丁目２番
     １号
     011-748-7771  (011-748-7772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12303,4074,6 サッポロドラッグスト〒063-0003 （後発調１）第82号        平成30年 4月 1日
     アー調剤薬局山の手店札幌市西区山の手３条６丁目５番
     １５号
     011-621-6010  (011-621-6010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12403,4075,3 アイランド薬局　いな〒006-0032 （後発調１）第257号       平成30年 4月 1日
     ほ店 札幌市手稲区稲穂２条７丁目１番
     ２号
     011-699-1189  (011-699-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12503,4083,7 きよた調剤薬局 〒004-0841 （後発調１）第501号       平成30年 5月 1日
     札幌市清田区清田１条４丁目４－
     ３１
     011-888-2288  (011-888-2289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12603,4091,0 屯田七条薬局 〒002-0857 （後発調１）第167号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田７条８丁目１－１
     ドウ・ミズキビル１Ｆ
     011-770-2070  (011-770-2071)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    290

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12703,4106,6 西札幌中央薬局 〒063-0061 （後発調１）第372号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区西町北７丁目２－１１
     第３イーストビル
     011-667-8701  (011-667-8702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12803,4116,5 くらら調剤薬局７条店〒061-3207 （後発調１）第188号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川南７条３丁目４８番地
     0133-76-6868  (0133-76-6869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12903,4118,1 有限会社しらかば薬局〒002-8027 （後発調１）第101号       平成30年 4月 1日
     　篠路店 札幌市北区篠路７条４丁目２番８
     号七篠ビル
     011-772-5200  (011-772-5204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13003,4123,1 さくら薬局　札幌もい〒064-0924 （後発調１）第206号       平成30年 4月 1日
     わ店 札幌市中央区南２４条西１５丁目
     １番１号
     011-532-7011  (011-532-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13103,4124,9 さくら薬局　札幌南１〒060-0061 （後発調１）第205号       平成30年 4月 1日
     条店 札幌市中央区南１条西１５丁目１
     番１０号　パレ宮崎
     011-633-0212  (011-633-0272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203,4129,8 ラスカル調剤薬局　菊〒003-0825 （後発調１）第254号       平成30年 4月 1日
     水元町店 札幌市白石区菊水元町５条２丁目
     ８番３号
     011-887-7875  (011-887-7875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13303,4132,2 ナカジマ薬局野幌旭通〒069-0813 （後発調１）第401号       平成30年 4月 1日
     店 江別市野幌町４０番地１６
     011-375-6430  (011-375-6433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13403,4135,5 まこまない調剤薬局 〒005-0013 （後発調１）第490号       平成30年 5月 1日
     札幌市南区真駒内緑町１丁目４番
     ７号
     011-582-0550  (011-582-0551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13503,4141,3 新琴似四番通調剤薬局〒001-0907 （後発調１）第409号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似７条９丁目６－
     ２４恵ハイム１Ｆ
     011-765-2110  (011-765-2280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603,4144,7 サンレイク調剤薬局月〒062-0020 （後発調１）第489号       平成30年 5月 1日
     寒中央店 札幌市豊平区月寒中央通２丁目４
     番１０号
     011-859-8931  (011-859-8932)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    291

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13703,4148,8 あしたば薬局北大前店〒001-0013 （後発調１）第434号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１３条西４丁目２－
     １５
     011-700-4193  (011-700-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13803,4149,6 オーロラ薬局森林公園〒004-0072 （後発調１）第519号       平成30年 5月 1日
     店 札幌市厚別区厚別北２条５丁目１
     番７号リーヴココプラザ１Ｆ
     011-891-7551  (011-894-7541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13903,4156,1 アイエム薬局 〒002-8072 （後発調１）第468号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区あいの里２条５丁目１
     番４５号
     011-770-5533  (011-778-5573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14003,4157,9 なの花薬局　南郷店 〒003-0023 （後発調１）第364号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通７丁目北２番
     １７号
     011-862-1193  (011-862-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103,4159,5 センター薬局月寒ひが〒062-0054 （後発調１）第4号         平成30年 4月 1日
     し店 札幌市豊平区月寒東４条７丁目８
     番２５号
     011-858-5533  (011-858-5534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14203,4162,9 株式会社くすりのもり〒066-0028 （後発調１）第148号       平成30年 4月 1日
     た花園店 千歳市花園５丁目２番５号
     0123-25-8889  (0123-22-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14303,4163,7 西岡メディカル薬局み〒062-0034 （後発調１）第243号       平成30年 4月 1日
     なみ店 札幌市豊平区西岡４条１３丁目１
     ７－３
     011-588-5881  (011-588-5882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14403,4165,2 はるにれ薬局栄通店 〒003-0021 （後発調１）第376号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区栄通２１丁目１番１
     ５号
     011-850-5010  (011-850-5030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14503,4173,6 あしりべつ薬局 〒004-0841 （後発調１）第196号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区清田１条４丁目４番
     ３４号
     011-888-1189  (011-888-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    292

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14603,4177,7 株式会社　二十四軒薬〒063-0802 （後発調１）第367号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市西区二十四軒２条４丁目２
     番１１－１０６号
     011-642-3039  (011-643-1723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14703,4183,5 日本調剤　札医大前薬〒060-0061 （後発調１）第331号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市中央区南１条西１６丁目１
     番地
     011-615-2468  (011-615-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14803,4184,3 日本調剤　北円山薬局〒060-0007 （後発調１）第332号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北７条西２７丁目１
     番８号ノース円山　１階
     011-615-3115  (011-615-3105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14903,4203,1 あしたば薬局　創成店〒060-0053 （後発調１）第432号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南３条東４丁目３番
     地トムトムビル１階
     011-208-4193  (011-208-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15003,4207,2 ソラリス薬局 〒061-1132 （後発調１）第146号       平成30年 4月 1日
     北広島市北進町１丁目２番地２北
     広島ターミナルビル１Ｆ
     011-376-6700  (011-376-6701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15103,4214,8 さくら薬局　札幌南９〒064-0809 （後発調１）第222号       平成30年 4月 1日
     条店 札幌市中央区南９条西７丁目１番
     ２８
     011-511-7085  (011-511-7086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15203,4216,3 なの花薬局　西宮の沢〒006-0003 （後発調１）第360号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目
     １２ー２４
     011-669-1193  (011-669-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15303,4221,3 クローバー薬局　手稲〒006-0022 （後発調１）第291号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区手稲本町２条３丁目
     １番３号
     011-691-0216  (011-691-0217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15403,4226,2 北海道薬剤師会会営薬〒064-0804 （後発調１）第235号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市中央区南４条西１５丁目１
     番３２号ほくやく南４条ビル２Ｆ
     011-532-6660  (011-532-6661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    293

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15503,4229,6 そうごう薬局　札幌平〒062-0935 （後発調１）第163号       平成30年 4月 1日
     岸店 札幌市豊平区平岸５条７丁目８ー
     ２２第２平岸グランドビル１階
     011-824-2901  (011-824-2902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15603,4237,9 澄川さいわい薬局 〒005-0004 （後発調１）第21号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川４条７丁目８番１
     ０号
     011-820-6053  (011-820-6064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703,4243,7 なかのしま調剤薬局 〒062-0922 （後発調１）第458号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区中の島２条２丁目１
     番７号
     011-837-3737  (011-837-3738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15803,4246,0 りんご調剤薬局　北２〒001-0023 （後発調１）第152号       平成30年 4月 1日
     ３条店 札幌市北区北２３条西７丁目１番
     １５号
     011-776-7170  (011-776-7165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15903,4251,0 クレバ薬局 〒060-0042 （後発調１）第448号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区大通西１６丁目１ー
     １０ＩＴＣセンタービル１Ｆ
     011-633-8556  (011-633-8557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16003,4259,3 えるむ調剤薬局 〒004-0833 （後発調１）第119号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区真栄３条２丁目１８
     番３５号
     011-888-3500  (011-888-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16103,4267,6 スズラン薬局真駒内店〒005-0014 （後発調１）第404号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区真駒内幸町２丁目１番
     １２号ミュークリスタル地下１階
     011-582-2783  (011-582-4867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16203,4277,5 サンチェーン北３１条〒001-0031 （後発調１）第233号       平成30年 4月 1日
     調剤薬局 札幌市北区北３１条西５丁目１－
     ３０萩中ビル
     011-728-1193  (011-728-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16303,4278,3 東区ひまわり薬局 〒007-0805 （後発調１）第249号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目１１
     番１号勤医協札幌東ビル１階
     011-786-8700  (011-786-8305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    294

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16403,4287,4 はしもと薬局 〒067-0002 （後発調１）第187号       平成30年 4月 1日
     江別市緑町西１丁目１００－３
     011-380-5070  (011-380-5071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16503,4288,2 フロンティア薬局手稲〒006-0811 （後発調１）第375号       平成30年 4月 1日
     駅前店 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     番１０
     011-681-7670  (011-681-7680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16603,4300,5 なの花薬局　江別元町〒067-0031 （後発調１）第359号       平成30年 4月 1日
     店 江別市元町２６番１号
     011-385-6085  (011-378-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16703,4304,7 調剤薬局ツルハドラッ〒064-0808 （後発調１）第49号        平成30年 4月 1日
     グ南８条店 札幌市中央区南８条西７丁目１０
     ３７－２７
     011-530-9268  (011-530-9268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16803,4307,0 アルファ調剤薬局　中〒005-0831 （後発調１）第425号       平成30年 4月 1日
     の沢店 札幌市南区中ノ沢１丁目１２－２
     ２
     011-572-8931  (011-572-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16903,4308,8 えぞりす薬局 〒063-0012 （後発調１）第173号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区福井２丁目３番１５号
     011-669-7775  (011-669-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17003,4309,6 調剤薬局ツルハドラッ〒004-0022 （後発調１）第521号       平成30年 5月 1日
     グひばりが丘店 札幌市厚別区厚別南２丁目１０番
     １０号
     011-801-2268  (011-801-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17103,4313,8 マーレ保険薬局 〒005-0004 （後発調１）第149号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川４条４丁目１１番
     ２８号
     011-826-4447  (011-826-4497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17203,4321,1 ともえ調剤薬局 〒065-0018 （後発調１）第343号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１８条東１丁目３番
     ３号
     011-752-1000  (011-752-1005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17303,4338,5 新川中央薬局 〒001-0923 （後発調１）第15号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区新川３条７丁目１－６
     ５ＤＡＩＣＨＯメディカル・プラ
     ザ１階
     011-299-3806  (011-299-3876)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    295

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17403,4342,7 クリオネ　西２０丁目〒064-0820 （後発調１）第287号       平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市中央区大通西２０丁目２番
     ２０号エクセルＳ１ビル６階
     011-633-1523  (011-633-1524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17503,4356,7 ききょう調剤薬局 〒001-0904 （後発調１）第530号       平成30年 6月 1日
     札幌市北区新琴似４条１丁目１番
     ４３号ユー・エフ・ティビル１階
     011-708-7799  (011-708-7798)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17603,4363,3 あしたば薬局　南平岸〒062-0935 （後発調１）第433号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区平岸５条１３丁目４
     番１号
     011-825-4193  (011-825-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17703,4372,4 川沿薬局 〒005-0801 （後発調１）第109号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１条３丁目１－９
     011-573-1941  (011-573-1980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17803,4374,0 Ｎ５タワー薬局 〒060-0005 （後発調１）第108号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北５条西２丁目５番
     地ＪＲタワーオフィスプラザさっ
     ぽろ８階
     011-209-5424  (011-209-5425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17903,4376,5 有限会社しらかば薬局〒003-0814 （後発調１）第102号       平成30年 4月 1日
     白石店 札幌市白石区菊水上町４条２丁目
     ３５９－７
     011-799-1890  (011-799-1907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18003,4392,2 メイプル調剤薬局　栄〒007-0842 （後発調１）第398号       平成30年 4月 1日
     町店 札幌市東区北４２条東１６丁目１
     番１号Ｎ４２メディカルビル１Ｆ
     011-789-2333  (011-789-2331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18103,4399,7 アイランド薬局東札幌〒003-0003 （後発調１）第256号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区東札幌３条３丁目６
     －２４
     011-598-7577  (011-598-7587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18203,4402,9 マツモトファーマシー〒060-0042 （後発調１）第485号       平成30年 5月 1日
     　ママー薬局 札幌市中央区大通西４丁目６番地
     １札幌大通西４ビル５Ｆ
     011-206-7508  (011-206-7509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    296

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18303,4413,6 山の手調剤薬局 〒063-0004 （後発調１）第238号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区山の手４条７丁目１番
     ２３号
     011-633-3355  (011-633-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403,4418,5 クオール薬局　ビック〒060-0005 （後発調１）第427号       平成30年 4月 1日
     カメラ札幌店 札幌市中央区北５条西２丁目１札
     幌エスタ２階
     011-207-1489  (011-207-1490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503,4426,8 北時計薬局 〒061-1376 （後発調１）第209号       平成30年 4月 1日
     恵庭市恵み野里美一丁目１番地６
     0123-35-2223  (0123-35-2244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603,4439,1 宮の森よつば薬局 〒064-0824 （後発調１）第484号       平成30年 5月 1日
     札幌市中央区北４条西２９丁目２
     番７号エヴァンスコート宮の森１
     Ｆ
     011-215-7725  (011-215-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18703,4442,5 アイン薬局北３３条店〒065-0033 （後発調１）第312号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３３条東１丁目２番
     １５号
     011-299-4144  (011-299-4145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803,4444,1 アイン薬局厚別東店 〒004-0004 （後発調１）第476号       平成30年 5月 1日
     札幌市厚別区厚別東４条３丁目３
     －１
     011-897-8335  (011-897-8336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903,4447,4 アイン薬局西町店 〒063-0062 （後発調１）第417号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区西町南２１丁目１番１
     号
     011-667-3210  (011-667-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003,4448,2 アイン薬局時計台店 〒060-0031 （後発調１）第302号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条東１丁目６札
     幌イーストスクエア１階
     011-209-0377  (011-209-0378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103,4452,4 アイン薬局桑園駅前店〒060-0011 （後発調１）第396号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１５丁目
     ２－１サンエーアインビル１Ｆ
     011-726-4907  (011-726-4908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    297

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19203,4457,3 アイン薬局福住店 〒062-0051 （後発調１）第412号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東１条１５丁目
     ８番３０号
     011-859-2206  (011-859-2207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19303,4459,9 アイン薬局発寒店 〒063-0831 （後発調１）第300号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒１１条１丁目１０
     番８０号
     011-669-5130  (011-669-5131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403,4460,7 アイン薬局清田店 〒004-0861 （後発調１）第310号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区北野１条２丁目１１
     番２７号
     011-889-2655  (011-889-2656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503,4461,5 アイン薬局栄町店 〒007-0841 （後発調１）第419号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４１条東１４丁目２
     －２４グリシーヌ４１　１階
     011-733-2011  (011-733-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19603,4462,3 アイン薬局手稲稲積店〒006-0813 （後発調１）第283号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田３条４丁目２番
     １０号
     011-688-1515  (011-688-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19703,4464,9 アイン薬局札幌駅北口〒060-0807 （後発調１）第388号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区北７条西２丁目８番地
     １札幌北ビル１階
     011-738-6701  (011-738-6702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803,4465,6 アイン薬局菊水店 〒003-0803 （後発調１）第387号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水３条２丁目５－
     ２０
     011-816-1822  (011-816-1833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903,4468,0 アイン薬局宮の沢店 〒063-0051 （後発調１）第319号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区宮の沢１条１丁目１－
     ３０宮の沢ターミナルビル２階
     011-668-5151  (011-668-5153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003,4475,5 アイン薬局恵庭第一店〒061-1447 （後発調１）第320号       平成30年 4月 1日
     恵庭市福住町１丁目６番７
     0123-35-2015  (0123-35-2016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    298

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20103,4478,9 アイン薬局北広島店 〒061-1121 （後発調１）第311号       平成30年 4月 1日
     北広島市中央６丁目１－３北広島
     メディカルプラザ１階
     011-373-3533  (011-373-3534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203,4483,9 調剤薬局ツルハドラッ〒060-0061 （後発調１）第48号        平成30年 4月 1日
     グ南１条店 札幌市中央区南１条西４丁目２０
     番地１
     011-223-5268  (011-223-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303,4485,4 クリオネ川下薬局 〒003-0862 （後発調１）第286号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区川下２条４丁目２番
     ２２号グラン市川１階
     011-879-2633  (011-879-2639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403,4487,0 ときわ調剤薬局 〒005-0853 （後発調１）第483号       平成30年 5月 1日
     札幌市南区常盤３条１丁目３番７
     号
     011-594-2500  (011-594-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503,4494,6 クリオネ　桜通り薬局〒064-0805 （後発調１）第285号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南５条西２４丁目１
     番２９号
     011-518-7878  (011-518-7879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603,4503,4 アイン薬局大通東店 〒060-0041 （後発調１）第313号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区大通東４丁目１－１
     ９大通東やまむらセンタービル１
     Ｆ
     011-200-9651  (011-200-9652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703,4511,7 大志堂調剤　大麻薬局〒069-0852 （後発調１）第481号       平成30年 5月 1日
     江別市大麻東町１３番地の６６
     011-386-1434  (011-386-1434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803,4517,4 オスト薬局環状通美園〒003-0001 （後発調１）第241号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区東札幌１条６丁目１
     －１３
     011-850-9860  (011-850-9759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20903,4526,5 センタービル薬局 〒060-0005 （後発調１）第500号       平成30年 6月 1日
     札幌市中央区北５条西６丁目２番
     地札幌センタービル１階
     011-280-1189  (011-280-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    299

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21003,4534,9 アイン薬局北３条店 〒060-0003 （後発調１）第314号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北３条西７丁目５番
     地１－２北海道庁別館１Ｆ
     011-200-9403  (011-200-9404)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103,4535,6 札幌プラザ薬局 〒060-0004 （後発調１）第276号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北４条西７丁目１－
     ５
     011-204-8855  (011-204-8856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203,4539,8 コア薬局　北郷店 〒003-0833 （後発調１）第517号       平成30年 5月 1日
     札幌市白石区北郷３条８丁目５番
     ２７号
     011-873-1741  (011-879-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303,4540,6 コア薬局　環状通東店〒065-0015 （後発調１）第198号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１５条東１６丁目１
     番５号
     011-786-2406  (011-787-3966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403,4555,4 調剤薬局ツルハドラッ〒006-0851 （後発調１）第535号       平成30年 6月 1日
     グ手稲星置駅前店 札幌市手稲区星置１条２丁目２番
     １号
     011-699-7268  (011-699-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503,4556,2 みらくる薬局　札幌駅〒060-0807 （後発調１）第477号       平成30年 5月 1日
     東口店 札幌市北区北７条西２丁目２０東
     京建物札幌ビル３階
     011-700-0800  (011-700-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603,4568,7 なの花薬局　北大前店〒001-0013 （後発調１）第370号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１３条西４丁目２－
     １７
     011-757-1193  (011-757-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703,4571,1 調剤薬局ツルハドラッ〒004-0867 （後発調１）第536号       平成30年 6月 1日
     グ北野店 札幌市清田区北野７条５丁目１２
     番２０号
     011-887-4268  (011-887-4268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803,4583,6 東麻生調剤薬局 〒007-0841 （後発調１）第420号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４１条東２丁目３番
     １４号
     011-731-5533  (011-741-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    300

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21903,4584,4 レモン調剤薬局　西野〒063-0036 （後発調１）第94号        平成30年 4月 1日
     二股店 札幌市西区西野６条３丁目１番１
     １号
     011-668-5252  (011-668-5253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003,4586,9 ロイヤル薬局札幌豊平〒062-0921 （後発調１）第386号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区中の島１条７丁目１
     ２番３号
     011-374-4065  (011-374-4066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103,4588,5 みらくる薬局　今崎メ〒062-0932 （後発調１）第304号       平成30年 4月 1日
     ディカル店 札幌市豊平区平岸２条１４丁目１
     番２２号今崎メディカルビル１Ｆ
     011-815-0650  (011-815-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203,4600,8 フロンティア薬局東苗〒007-0803 （後発調１）第294号       平成30年 4月 1日
     穂店 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番
     １２号
     011-780-5130  (011-780-5131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303,4601,6 さくら薬局　札幌手稲〒006-0012 （後発調１）第208号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区富丘２条７丁目２－
     ７
     011-699-7777  (011-699-7775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403,4608,1 ピリカ北郷薬局 〒003-0832 （後発調１）第120号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区北郷２条４丁目６番
     ７号
     011-555-7544  (011-557-1830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503,4612,3 モリモト薬局　平岸店〒062-0933 （後発調１）第297号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸３条６丁目６－
     ３１
     011-826-4070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22603,4613,1 そよかぜ薬局 〒005-0802 （後発調１）第516号       平成30年 5月 1日
     札幌市南区川沿２条３丁目８－３
     011-578-2771  (011-578-2772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703,4616,4 わかば薬局 〒001-0017 （後発調１）第284号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１７条西３丁目２番
     １６号木村ビル１階
     011-716-4233  (011-716-3130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    301

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22803,4624,8 保険調剤　いちご薬局〒006-0851 （後発調１）第260号       平成30年 4月 1日
     　星置店 札幌市手稲区星置１条４丁目７番
     ２号
     011-688-3515  (011-688-3516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22914,4152,7 アサヒ調剤薬局株式会〒040-0001 （後発調１）第369号       平成30年 4月 1日
     社　五稜郭支店 函館市五稜郭町１１番１８号
     0138-52-7627  (0138-52-7667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23014,4219,4 函館中央薬局 〒040-0074 （後発調１）第486号       平成30年 5月 1日
     函館市松川町１０番１号
     0138-40-5311  (0138-40-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23114,4229,3 レインボー薬局　上磯〒049-0121 （後発調１）第336号       平成30年 4月 1日
     店 北斗市久根別１丁目２６番８号
     0138-73-8311  (0138-73-1822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23214,4237,6 シマダ薬局　五稜郭店〒040-0011 （後発調１）第29号        平成30年 4月 1日
     函館市本町２８番１３号
     0138-31-6561  (0138-31-6234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23314,4249,1 函館中央薬局　元町店〒040-0054 （後発調１）第487号       平成30年 5月 1日
     函館市元町２８番１４号
     0138-22-2720  (0138-22-2723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23414,4294,7 有限会社　ワールド薬〒041-1111 （後発調１）第230号       平成30年 4月 1日
     局 亀田郡七飯町本町３丁目１０番４
     ７号
     0138-65-0505  (0138-65-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23514,4302,8 日本調剤　松前薬局 〒049-1503 （後発調１）第334号       平成30年 4月 1日
     松前郡松前町字大磯１９０番１
     01394-3-2255  (0139-43-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23614,4304,4 マリン薬局 〒040-0036 （後発調１）第350号       平成30年 4月 1日
     函館市東雲町６番１号
     0138-27-7727  (0138-27-7728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23714,4322,6 日本調剤　長万部薬局〒049-3521 （後発調１）第389号       平成30年 4月 1日
     山越郡長万部町字長万部１８番地
     ３０
     01377-2-5050  (01377-2-5621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23814,4356,4 みなと町調剤薬局 〒049-2302 （後発調１）第342号       平成30年 4月 1日
     茅部郡森町字港町１８６番地の１
     ０
     01374-2-6566  (01374-2-7282)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    302

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23914,4360,6 ミドリ調剤薬局 〒042-0932 （後発調１）第145号       平成30年 4月 1日
     函館市湯川町２丁目３７番５号
     0138-59-3655  (0138-59-3655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24014,4373,9 やよい調剤薬局 〒040-0052 （後発調１）第224号       平成30年 4月 1日
     函館市大町４－４
     0138-21-4055  (0138-21-4066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24114,4383,8 おもと薬局十字街店 〒040-0065 （後発調１）第91号        平成30年 4月 1日
     函館市豊川町１番２号
     0138-24-8200  (0138-24-8233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24214,4392,9 調剤薬局ツルハドラッ〒042-0932 （後発調１）第57号        平成30年 4月 1日
     グ　湯川店 函館市湯川町２丁目１８番１０号
     0138-36-5523  (0138-36-5523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24314,4394,5 みすず調剤薬局　湯の〒042-0932 （後発調１）第391号       平成30年 4月 1日
     川店 函館市湯川町２丁目１７－９
     0138-59-0003  (0138-59-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24414,4410,9 あっさぶ調剤薬局 〒043-1113 （後発調１）第211号       平成30年 4月 1日
     檜山郡厚沢部町新町１６番地
     0139-64-3041  (0139-64-3360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24514,4414,1 株式会社　ヨシコンメ〒041-0851 （後発調１）第231号       平成30年 4月 1日
     ディカルファーマシー函館市本通２丁目３１番６号
     0138-51-6966  (0138-51-6966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24614,4421,6 函館中央薬局　桔梗店〒041-0801 （後発調１）第263号       平成30年 4月 1日
     函館市桔梗町４１８番地１４５
     0138-34-3550  (0138-34-3551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24714,4440,6 はこだて調剤薬局昭和〒041-0812 （後発調１）第79号        平成30年 4月 1日
     店 函館市昭和３丁目３６番８号
     0138-46-8228  (0138-46-8237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24814,4443,0 せせらぎ薬局 〒041-1212 （後発調１）第415号       平成30年 4月 1日
     北斗市細入１６４
     0138-77-0500  (0138-77-1730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24914,4450,5 天賜堂薬局北斗店 〒041-1201 （後発調１）第88号        平成30年 4月 1日
     北斗市本町５丁目３３番３０号
     0138-77-0017  (0138-77-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25014,4461,2 おごし薬局　いなり店〒049-0161 （後発調１）第438号       平成30年 4月 1日
     北斗市飯生１丁目２番２１号　
     0138-74-2233  (0138-74-2333)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    303

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25114,4470,3 ハート薬局 〒041-0851 （後発調１）第349号       平成30年 4月 1日
     函館市本通１丁目７番２２号メデ
     ィカルプレイス１Ｆ
     0138-33-1189  (0138-33-1179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25214,4473,7 南本通薬局 〒041-0851 （後発調１）第352号       平成30年 4月 1日
     函館市本通３丁目９番１９号
     0138-84-1966  (0138-84-1967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25314,4477,8 レインボー薬局　知内〒049-1103 （後発調１）第338号       平成30年 4月 1日
     店 上磯郡知内町重内３１番１４８
     01392-5-7701  (01392-5-7703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25414,4480,2 ただ調剤薬局 〒041-1111 （後発調１）第80号        平成30年 4月 1日
     亀田郡七飯町本町６丁目７番４１
     号
     0138-65-0020  (0138-65-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25514,4481,0 函館中央薬局　美原店〒041-0806 （後発調１）第265号       平成30年 4月 1日
     函館市美原２丁目４６番２５号
     0138-83-8844  (0138-83-8845)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25614,4511,4 さくら薬局　森店 〒049-2311 （後発調１）第203号       平成30年 4月 1日
     茅部郡森町字上台町３２６番地１
     ６２
     01374-3-2020  (01374-3-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25714,4527,0 サンセイ調剤薬局 〒040-0001 （後発調１）第399号       平成30年 4月 1日
     函館市五稜郭町３４番１２号
     0138-31-9388  (0138-31-9372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25814,4536,1 あおぞら薬局　日吉文〒041-0841 （後発調１）第281号       平成30年 4月 1日
     教通り店 函館市日吉町２丁目１番１号
     0138-83-6812  (0138-83-6813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25914,4553,6 万代調剤薬局 〒040-0075 （後発調１）第28号        平成30年 4月 1日
     函館市万代町１番１６号
     0138-45-5444  (0138-45-5445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26014,4554,4 大手町クサカリ薬局 〒040-0064 （後発調１）第502号       平成30年 5月 1日
     函館市大手町１番１９号
     0138-23-9977  (0138-23-9988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26114,4564,3 アイン薬局八雲店 〒049-3105 （後発調１）第299号       平成30年 4月 1日
     二海郡八雲町東雲町５１番地
     0137-65-2251  (0137-64-3515)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    304

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26214,4566,8 アイン薬局今金店 〒049-4308 （後発調１）第316号       平成30年 4月 1日
     瀬棚郡今金町字今金４８番地１６
     0137-82-3250  (0137-82-3251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26314,4571,8 アイン薬局　函館中央〒040-0011 （後発調１）第309号       平成30年 4月 1日
     店 函館市本町３５番６号
     0138-35-3536  (0138-35-3537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26414,4572,6 さくら薬局　函館柏木〒042-0942 （後発調１）第204号       平成30年 4月 1日
     店 函館市柏木町１１番７号
     0138-35-7410  (0138-30-9460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26514,4575,9 調剤薬局ツルハドラッ〒041-0812 （後発調１）第56号        平成30年 4月 1日
     グ　昭和店 函館市昭和１丁目２９番７号
     0138-62-2723  (0138-62-2723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26614,4582,5 コア薬局　函館亀田港〒041-0822 （後発調１）第197号       平成30年 4月 1日
     店 函館市亀田港町３９番７－１号
     0138-62-5366  (0138-62-5366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26714,4585,8 ほのぼの薬局　富岡店〒041-0811 （後発調１）第252号       平成30年 4月 1日
     函館市富岡町３丁目３０番２１号
     0138-44-2222  (0138-44-2552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26814,4592,4 コスモ調剤薬局長万部〒049-3521 （後発調１）第451号       平成30年 4月 1日
     店 山越郡長万部町字長万部１８番地
     の２６
     01377-6-7800  (01377-6-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26914,4593,2 コスモ調剤薬局今金店〒049-4308 （後発調１）第453号       平成30年 4月 1日
     瀬棚郡今金町字今金３５９番地３
     ２
     0137-82-4646  (0137-82-4666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27020,4116,9 松ケ枝堂薬局 〒047-0022 （後発調１）第127号       平成30年 4月 1日
     小樽市松ケ枝１丁目１８番７号
     0134-33-0322  (0134-33-2496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27120,4150,8 ノルデン薬局入船店 〒047-0021 （後発調１）第177号       平成30年 4月 1日
     小樽市入船２丁目２ー２０
     0134-23-1201  (0134-23-1291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27220,4166,4 なるみ薬局　稲穂店 〒047-0032 （後発調１）第121号       平成30年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目１９番１２号
     0134-31-4006  (0134-31-4007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    305

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27320,4172,2 アルファ調剤薬局　見〒047-0263 （後発調１）第492号       平成30年 5月 1日
     晴店 小樽市見晴町９ー１
     0134-61-2323  (0134-61-2324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27420,4177,1 日本調剤　余市薬局 〒046-0003 （後発調１）第329号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１９丁目１５
     番地１３
     0135-22-6883  (0135-22-6856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27520,4181,3 イチノ薬局 〒046-0004 （後発調１）第13号        平成30年 4月 1日
     余市郡余市町大川町３丁目９１番
     地
     0135-22-3805  (0135-22-3805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27620,4203,5 有限会社　シゲル薬局〒046-0004 （後発調１）第16号        平成30年 4月 1日
     余市郡余市町大川町３丁目７４番
     地
     0135-23-5550  (0135-22-3628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27720,4219,1 あけぼの調剤薬局　豊〒047-0043 （後発調１）第89号        平成30年 4月 1日
     川店 小樽市豊川町３番９号
     0134-33-1313  (0134-33-1311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27820,4230,8 メルヘン調剤薬局 〒047-0021 （後発調１）第277号       平成30年 4月 1日
     小樽市入船１丁目８番１６号
     0134-21-5755  (0134-21-5760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27920,4260,5 なの花薬局　桜店 〒047-0156 （後発調１）第362号       平成30年 4月 1日
     小樽市桜２丁目２５－１７
     0134-51-2220  (0134-51-2323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28020,4263,9 木下薬局 〒047-0004 （後発調１）第337号       平成30年 4月 1日
     小樽市新富町１５番１４号
     0134-22-8593  (0134-22-1282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28120,4265,4 なの花薬局　余市店 〒046-0004 （後発調１）第361号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町大川町１５丁目１０
     番
     0135-22-1193  (0135-22-1195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28220,4274,6 ココカラファイン薬局〒047-0152 （後発調１）第406号       平成30年 4月 1日
     　朝里店 小樽市新光２丁目１４番３５号
     0134-51-3232  (0134-51-3234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    306

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28320,4276,1 スズラン薬局　余市店〒046-0003 （後発調１）第405号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１９丁目１３
     番１号
     0135-21-2300  (0135-21-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28420,4278,7 日本調剤　小樽薬局 〒047-0005 （後発調１）第333号       平成30年 4月 1日
     小樽市勝納町８番２５号
     0134-22-3170  (0134-22-3171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28520,4283,7 ノルデン薬局　南小樽〒047-0014 （後発調１）第178号       平成30年 4月 1日
     店 小樽市住ノ江１丁目４番１２号
     0134-31-0711  (0134-31-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28620,4287,8 サッポロドラッグスト〒047-0017 （後発調１）第63号        平成30年 4月 1日
     アー調剤薬局小樽若松小樽市若松２丁目６番８号
     店 0134-21-6221  (0134-21-6222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28720,4288,6 株式会社シマダ薬局 〒047-0013 （後発調１）第504号       平成30年 5月 1日
     小樽市奥沢２丁目６番１０号
     0134-25-1615  (0134-25-1624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28820,4292,8 イルカ薬局幸店 〒047-0037 （後発調１）第171号       平成30年 4月 1日
     小樽市幸４丁目３０番１８号
     0134-24-4025  (0134-24-4025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28920,4295,1 いなほ薬局 〒047-0032 （後発調１）第498号       平成30年 6月 1日
     小樽市稲穂２丁目２２番８号
     0134-31-5110  (0134-31-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29026,4020,0 ヤマヤ薬局 〒044-0013 （後発調１）第185号       平成30年 4月 1日
     虻田郡倶知安町南３条東１丁目８
     0136-22-1293  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29126,4052,3 レモン薬局 〒046-0003 （後発調１）第17号        平成30年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町２丁目１５番
     地
     0135-23-6088  (0135-23-6088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29226,4066,3 株式会社　ＹＯＵ　優〒044-0011 （後発調１）第348号       平成30年 4月 1日
     調剤薬局 虻田郡倶知安町南１条東３丁目３
     －５０
     0136-23-0703  (0136-55-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29326,4070,5 ステラ薬局倶知安店 〒044-0003 （後発調１）第181号       平成30年 4月 1日
     虻田郡倶知安町北３条東７丁目３
     －１０
     0136-21-7755  (0136-21-2300)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    307

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29426,4076,2 昆布温泉薬局 〒048-1323 （後発調１）第452号       平成30年 4月 1日
     磯谷郡蘭越町字黄金１１８番地７
     ７
     0136-50-2777  (0136-50-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29529,4198,8 株式会社　中央薬局 〒070-0034 （後発調１）第261号       平成30年 4月 1日
     旭川市４条通１１丁目２２３０番
     地の２
     0166-22-2108  (0166-22-2134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29629,4215,0 有限会社　池田薬局 〒096-0011 （後発調１）第141号       平成30年 4月 1日
     名寄市西１条南５丁目１０番地
     01654-3-2031  (01654-3-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29729,4279,6 有限会社　野間漢方薬〒079-8402 （後発調１）第62号        平成30年 4月 1日
     局 旭川市秋月２条１丁目６番１００
     0166-47-4033  (0166-46-1783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29829,4303,4 末広みくに調剤薬局 〒071-8121 （後発調１）第189号       平成30年 4月 1日
     旭川市未広東１条１丁目２番１号
     0166-55-1392  (0166-54-1392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29929,4305,9 平成堂調剤薬局 〒078-8355 （後発調１）第373号       平成30年 4月 1日
     旭川市東光１５条５丁目４番６号
     0166-35-5201  (0166-35-5202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30029,4306,7 有限会社　今田薬局 〒096-0013 （後発調１）第528号       平成30年 6月 1日
     名寄市西３条南７丁目１番地
     01654-2-2445  (01654-3-8109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30129,4315,8 北日本調剤あたご調剤〒078-8239 （後発調１）第445号       平成30年 4月 1日
     薬局 旭川市豊岡９条７丁目１番２号
     0166-35-0220  (0166-35-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30229,4317,4 豊岡聖園調剤薬局 〒078-8238 （後発調１）第140号       平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡８条５丁目１番２０号
     0166-35-2290  (0160-35-2392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30329,4339,8 コマヤ春光調剤薬局 〒070-0874 （後発調１）第347号       平成30年 4月 1日
     旭川市春光４条７丁目５－１５
     0166-55-1330  (0166-55-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30429,4345,5 はまなす薬局 〒079-8414 （後発調１）第7号         平成30年 4月 1日
     旭川市永山４条６丁目６３番
     0166-48-8909  (0166-48-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    308

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30529,4376,0 啓北薬局 〒070-0873 （後発調１）第36号        平成30年 4月 1日
     旭川市春光３条９丁目５番３号
     0166-59-2522  (0166-59-2523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30629,4411,5 末広東調剤薬局 〒071-8121 （後発調１）第520号       平成30年 5月 1日
     旭川市末広東１条２丁目４９番地
     １３１
     0166-55-7755  (0166-55-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30729,4418,0 早坂調剤薬局　東光９〒078-8349 （後発調１）第26号        平成30年 4月 1日
     条店 旭川市東光９条６丁目１番１２号
     0166-39-3520  (0166-39-3520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30829,4422,2 はなさき調剤薬局 〒070-0901 （後発調１）第395号       平成30年 4月 1日
     旭川市花咲町７丁目３８４２番の
     ３
     0166-59-5447  (0166-59-5515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30929,4424,8 くろだ薬局 〒079-2403 （後発調１）第532号       平成30年 6月 1日
     空知郡南富良野町字幾寅市街６１
     ７ー２４
     0167-52-3232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31029,4430,5 はやし調剤薬局 〒079-8417 （後発調１）第506号       平成30年 5月 1日
     旭川市永山７条１０丁目１ー２
     0166-49-2353  (0166-49-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31129,4444,6 丘のうえ薬局 〒078-8811 （後発調１）第422号       平成30年 4月 1日
     旭川市緑が丘南１条２丁目３番１
     １号
     0166-60-7211  (0166-60-7212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31229,4448,7 旭川中央薬局 〒070-0029 （後発調１）第262号       平成30年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目２番１７号
     0166-29-7770  (0166-29-7711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31329,4457,8 調剤薬局ツルハドラッ〒070-0031 （後発調１）第47号        平成30年 4月 1日
     グ　旭川日赤前店 旭川市１条通１丁目３番２３２
     0166-21-7001  (0166-21-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31429,4458,6 美瑛調剤薬局 〒071-0208 （後発調１）第508号       平成30年 5月 1日
     上川郡美瑛町本町３丁目１０１番
     ８０
     0166-92-8801  (011-92-8803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    309

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31529,4482,6 だいいち薬局　クスリ〒078-8236 （後発調１）第124号       平成30年 4月 1日
     のだいいち 旭川市豊岡６条６丁目７番１５号
     0166-31-8924  (0166-31-8980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31629,4485,9 株式会社　ロータリー〒079-8417 （後発調１）第512号       平成30年 5月 1日
     調剤薬局せせらぎ店 旭川市永山７条１６丁目２番１６
     0166-49-5050  (0166-47-9333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31729,4506,2 旭薬みどりがおか薬局〒078-8302 （後発調１）第459号       平成30年 4月 1日
     旭川市緑が丘２条４丁目１２番地
     ３
     0166-66-2639  (0166-66-2619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31829,4516,1 きりん調剤薬局末広店〒071-8121 （後発調１）第85号        平成30年 4月 1日
     旭川市末広東１条３丁目２番７号
     0166-59-0085  (0166-59-0086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31929,4539,3 当麻はまなす薬局 〒078-1304 （後発調１）第1号         平成30年 4月 1日
     上川郡当麻町４条西３丁目１６１
     ２番地５８
     0166-84-5502  (0166-84-5504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32029,4557,5 マツモトファーマシー〒070-0034 （後発調１）第423号       平成30年 4月 1日
     ユーアンドアス薬局 旭川市４条通１６丁目４１２番１
     0166-27-7221  (0166-27-7216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32129,4561,7 早坂調剤薬局末広４条〒071-8134 （後発調１）第507号       平成30年 5月 1日
     店 旭川市末広４条１丁目１番５号
     0166-52-0911  (0166-52-0911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32229,4579,9 旭川薬局 〒071-8133 （後発調１）第215号       平成30年 4月 1日
     旭川市末広３条３丁目２番１６号
     0166-55-2755  (0166-55-2756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32329,4599,7 株式会社ロータリー調〒070-0824 （後発調１）第465号       平成30年 4月 1日
     剤薬局北星店 旭川市錦町１９丁目２１６６番２
     ８８
     0166-85-6700  (0166-85-6798)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32430,4026,9 ステラ調剤薬局　富良〒076-0011 （後発調１）第6号         平成30年 4月 1日
     野店 富良野市末広町７番２５号
     0167-22-0741  (0167-22-0742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32530,4029,3 ココカラファイン薬局〒070-0054 （後発調１）第402号       平成30年 4月 1日
     　旭川四条店 旭川市４条西３丁目１－１１
     0166-21-6080  (0166-21-6075)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    310

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32630,4051,7 マリー薬局 〒070-0832 （後発調１）第125号       平成30年 4月 1日
     旭川市旭町２条６丁目１２番地７
     ４オークヒルズ２・６　１階
     0166-53-1234  (0166-53-1201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32730,4060,8 忠和調剤薬局 〒070-8044 （後発調１）第531号       平成30年 6月 1日
     旭川市忠和４条５丁目４番１号
     0166-69-2377  (0166-69-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32830,4061,6 ひかり調剤薬局 〒078-8345 （後発調１）第275号       平成30年 4月 1日
     旭川市東光５条６丁目３番３号
     0166-39-2727  (0166-39-2728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32930,4063,2 イオン薬局旭川駅前店〒070-0030 （後発調１）第454号       平成30年 4月 1日
     旭川市宮下通７丁目２番５号
     0166-21-4125  (0166-21-4126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33030,4072,3 アイン薬局旭川中央店〒070-0034 （後発調１）第411号       平成30年 4月 1日
     旭川市４条通９丁目１７０３番７
     ３
     0166-29-3651  (0166-29-3652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33130,4075,6 アイン薬局美瑛店 〒071-0207 （後発調１）第392号       平成30年 4月 1日
     上川郡美瑛町中町４丁目１００－
     １０４
     0166-92-9014  (0166-92-9015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33230,4076,4 アイン薬局豊岡店 〒078-8237 （後発調１）第479号       平成30年 5月 1日
     旭川市豊岡７条２丁目１番７号
     0166-35-4545  (0166-35-4541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33330,4092,1 サンビレッジ調剤薬局〒070-8012 （後発調１）第240号       平成30年 4月 1日
     旭川市神居２条１８丁目１６番地
     １５
     0166-61-2289  (0166-61-2939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33430,4106,9 なの花薬局ふらの店 〒076-0018 （後発調１）第137号       平成30年 4月 1日
     富良野市弥生町６番３２号
     0167-23-6889  (0167-39-1155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33530,4111,9 飛騨調剤薬局 〒078-8214 （後発調１）第473号       平成30年 4月 1日
     旭川市４条通１８丁目９２９－１
     0166-34-2151  (0166-34-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33635,4100,1 たかの調剤薬局 〒052-0022 （後発調１）第368号       平成30年 4月 1日
     伊達市梅本町３５番１１号
     0142-25-6100  (0142-23-7767)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    311

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33735,4102,7 上条薬局 〒052-0032 （後発調１）第34号        平成30年 4月 1日
     伊達市山下町５４番地の２
     0142-23-2539  (0142-23-2539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33835,4131,6 むらかみ薬局 〒059-0014 （後発調１）第38号        平成30年 4月 1日
     登別市富士町５丁目１番地１
     0143-85-2006  (0143-88-1378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33935,4134,0 アオバ薬局 〒049-5611 （後発調１）第537号       平成30年 6月 1日
     虻田郡洞爺湖町旭町７６番地
     0142-76-2049  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34035,4148,0 ひかり薬局 〒052-0021 （後発調１）第219号       平成30年 4月 1日
     伊達市末永町６２番地
     0142-21-2888  (0142-21-2777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34135,4178,7 みどり薬局　若草店 〒059-0035 （後発調１）第39号        平成30年 4月 1日
     登別市若草町４丁目２５番地７
     0143-82-6015  (0143-82-6016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34235,4189,4 かしま調剤薬局 〒052-0024 （後発調１）第138号       平成30年 4月 1日
     伊達市鹿島町６２番地２
     0142-22-2266  (0142-22-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34335,4194,4 有限会社　プログレス〒050-0073 （後発調１）第193号       平成30年 4月 1日
     　みやのもり薬局 室蘭市宮の森町４丁目１２番１８
     号メディカル宮の森１階
     0143-41-0065  (0143-41-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34435,4204,1 あしたば薬局　登別店〒059-0026 （後発調１）第431号       平成30年 4月 1日
     登別市若山町３丁目１２番地５２
     0143-88-4193  (0143-88-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34535,4221,5 中島薬局本店 〒050-0074 （後発調１）第223号       平成30年 4月 1日
     室蘭市中島町１丁目３４番７号
     0143-44-2636  (0143-44-2869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34635,4232,2 ちりべつ薬局 〒050-0076 （後発調１）第192号       平成30年 4月 1日
     室蘭市知利別町１丁目３番１０号
     土屋マンション１階
     0143-41-1100  (0143-41-2400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34735,4243,9 おおつぼ薬局 〒052-0022 （後発調１）第390号       平成30年 4月 1日
     伊達市梅本町２番地２
     0142-22-3001  (0142-22-3002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    312

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34835,4253,8 みなと薬局 〒051-0022 （後発調１）第110号       平成30年 4月 1日
     室蘭市海岸町１丁目１番３号
     0143-22-2626  (0143-22-2628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34935,4260,3 アイン薬局伊達店 〒052-0021 （後発調１）第418号       平成30年 4月 1日
     伊達市末永町５８番地
     0142-25-1222  (0142-25-1234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35035,4266,0 おうらん薬局 〒050-0074 （後発調１）第191号       平成30年 4月 1日
     室蘭市中島町１丁目２８番１８号
     メディカル中島Ⅲ１階
     0143-41-6060  (0143-41-6061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35135,4271,0 なの花薬局ことぶき公〒050-0082 （後発調１）第271号       平成30年 4月 1日
     園前店 室蘭市寿町１丁目５番１５号
     0143-45-5695  (0143-44-1293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35235,4275,1 なの花薬局母恋店 〒051-0005 （後発調１）第274号       平成30年 4月 1日
     室蘭市新富町１丁目３番１２号
     0143-22-1193  (0143-25-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35335,4284,3 アンカー薬局 〒059-0464 （後発調１）第225号       平成30年 4月 1日
     登別市登別東町２丁目１５番２４
     0143-84-5353  (0143-84-5355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35435,4286,8 クローバー薬局登別店〒059-0032 （後発調１）第470号       平成30年 4月 1日
     登別市新生町１丁目２６番２２号
     0143-82-1010  (0143-82-1011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35536,4054,8 錦岡薬局 〒059-1275 （後発調１）第30号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市字錦岡５７３番３２０　
     ドリームショプ　錦西内
     0144-68-0433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35636,4072,0 ふじい薬局　柳町店 〒053-0053 （後発調１）第114号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市柳町４丁目１２番１７号
     0144-57-0888  (0144-57-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35736,4088,6 ふじい薬局　沼ノ端店〒059-1364 （後発調１）第113号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市東開町４丁目２０番１９
     号
     0144-57-7271  (0144-57-7270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35836,4097,7 泉町調剤薬局 〒053-0047 （後発調１）第179号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市泉町２丁目５番５号
     0144-36-3666  (0144-32-0399)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    313

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35936,4101,7 ふじい薬局　明野調剤〒053-0054 （後発調１）第111号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市明野新町５丁目１３ー２
     ０
     0144-53-2000  (0144-53-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36036,4105,8 クルミ薬局　若草店 〒053-0021 （後発調１）第440号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市若草町５丁目１０番２４
     号
     0144-31-5760  (0144-31-5761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36136,4122,3 タカダ薬局　宮前店 〒053-1264 （後発調１）第439号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市宮前町２丁目３３番５号
     0144-61-6116  (0144-61-6118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36236,4130,6 有限会社　十字屋薬局〒053-0023 （後発調１）第73号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市錦町２丁目５番１５号セ
     ントラル三条１Ｆ
     0144-32-2735  (0144-32-2738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36336,4153,8 イオン薬局苫小牧店 〒053-0053 （後発調１）第456号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市柳町３丁目１番２０号
     0144-51-3229  (0144-51-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36436,4154,6 アルファ調剤薬局双葉〒053-0045 （後発調１）第77号        平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市双葉町３丁目２６－１４
     0144-38-3307  (0144-38-3308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36536,4155,3 ヤマザキ薬局 〒053-0042 （後発調１）第143号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市三光町５丁目６番４号コ
     ープさっぽろステイ店内
     0144-34-5768  (0144-34-7490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36636,4158,7 調剤薬局ツルハドラッ〒053-0022 （後発調１）第51号        平成30年 4月 1日
     グ苫小牧王子店 苫小牧市表町４丁目３－２３
     0144-38-8028  (0144-38-8028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36736,4164,5 樽前調剤薬局 〒059-1265 （後発調１）第180号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市字樽前２２２－３４
     0144-68-8001  (0144-68-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36836,4183,5 なの花薬局桜木店 〒053-0832 （後発調１）第495号       平成30年 5月 1日
     苫小牧市桜木町３丁目９番３号
     0144-75-1535  (0144-75-1536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36936,4189,2 なの花薬局若草店 〒053-0021 （後発調１）第267号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市若草町３丁目４番７号
     0144-33-1193  (0144-32-1193)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    314

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37038,4049,4 あおば調剤薬局　富川〒055-0006 （後発調１）第165号       平成30年 4月 1日
     店 沙流郡日高町富川南４丁目２番５
     ０号
     01456-3-2266  (01456-2-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37138,4053,6 様似調剤薬局 〒058-0014 （後発調１）第20号        平成30年 4月 1日
     様似郡様似町大通２丁目６９番地
     0146-39-6193  (0146-39-6118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37238,4074,2 こもれびの森薬局 〒055-2303 （後発調１）第374号       平成30年 4月 1日
     沙流郡日高町栄町東１丁目３０３
     番２３
     01457-6-7070  (01457-6-3737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37338,4078,3 平取町民薬局 〒055-0107 （後発調１）第229号       平成30年 4月 1日
     沙流郡平取町本町６６番地３
     01457-3-7610  (01457-3-7611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37438,4080,9 イルカ薬局　静内店 〒056-0019 （後発調１）第175号       平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内青柳町４丁
     目１４番８号
     0146-49-0701  (0146-49-0721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37538,4082,5 えりも調剤薬局 〒058-0204 （後発調１）第106号       平成30年 4月 1日
     幌泉郡えりも町字本町２１５．２
     １６．２１７
     01466-2-4050  (01466-2-4051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37638,4093,2 なの花薬局静内緑町店〒056-0004 （後発調１）第270号       平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内緑町４丁目
     １番２号
     0146-45-1193  (0146-45-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37738,4094,0 なの花薬局静内みゆき〒056-0017 （後発調１）第269号       平成30年 4月 1日
     店 日高郡新ひだか町静内御幸町２丁
     目４番１１号
     0146-42-1193  (0146-42-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37841,4136,3 大森寿堂薬局 〒084-0912 （後発調１）第160号       平成30年 4月 1日
     釧路市星が浦大通１丁目５番２５
     号
     0154-51-9817  (0154-51-5631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37941,4159,5 星が浦薬局 〒084-0912 （後発調１）第195号       平成30年 4月 1日
     釧路市星が浦大通３丁目９番地７
     ５
     0154-52-5052  (0154-52-5055)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    315

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38041,4161,1 湯の島調剤薬局 〒088-3203 （後発調１）第381号       平成30年 4月 1日
     川上郡弟子屈町湯の島３丁目１番
     １２号
     015-482-6060  (015-482-5885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38141,4164,5 昭和調剤薬局 〒084-0909 （後発調１）第194号       平成30年 4月 1日
     釧路市昭和南４丁目２５番２１号
     0154-52-6393  (0154-55-4466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38241,4167,8 遠矢調剤薬局 〒088-2143 （後発調１）第382号       平成30年 4月 1日
     釧路郡釧路町河畔７丁目５１番地
     ５
     0154-40-5222  (0154-40-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38341,4168,6 菅野薬局 〒085-0034 （後発調１）第424号       平成30年 4月 1日
     釧路市白金町２２番２２号
     0154-23-3575  (0154-23-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38441,4194,2 斉藤薬局　東川店 〒085-0056 （後発調１）第442号       平成30年 4月 1日
     釧路市東川町３番６号
     0154-32-7088  (0154-32-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38541,4228,8 はるか薬局 〒085-0055 （後発調１）第259号       平成30年 4月 1日
     釧路市治水町６番２号
     0154-31-7811  (0154-31-7773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38641,4229,6 つくし調剤薬局 〒085-0804 （後発調１）第279号       平成30年 4月 1日
     釧路市白樺台２丁目２５番５
     0154-92-3883  (0154-91-4800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38741,4234,6 日本調剤　中園薬局 〒085-0052 （後発調１）第335号       平成30年 4月 1日
     釧路市中園町６番１２号
     0154-25-6006  (0154-25-8668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38841,4244,5 調剤薬局ツルハドラッ〒085-0052 （後発調１）第526号       平成30年 5月 1日
     グ中園店 釧路市中園町１０番１１号
     0154-31-7325  (0154-31-7325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38941,4258,5 とがし薬局 〒085-0813 （後発調１）第447号       平成30年 4月 1日
     釧路市春採３丁目９番１７号
     0154-42-3673  (0154-42-3688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39041,4265,0 東山調剤薬局 〒088-0332 （後発調１）第306号       平成30年 4月 1日
     白糠郡白糠町東二条北１丁目２番
     地９６
     01547-9-3433  (01547-9-3422)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    316

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39141,4275,9 たんちょう薬局 〒085-0004 （後発調１）第24号        平成30年 4月 1日
     釧路市新富町１番２号
     0154-65-9874  (0154-65-9879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39241,4280,9 調剤薬局ツルハドラッ〒085-0046 （後発調１）第45号        平成30年 4月 1日
     グ新橋大通店 釧路市新橋大通１丁目２－１７
     0154-21-7268  (0154-21-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39341,4281,7 フジタ薬局 〒085-0826 （後発調１）第246号       平成30年 4月 1日
     釧路市城山１丁目２番１９号
     0154-44-0888  (0154-44-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39441,4286,6 くしろ市民薬局 〒085-0821 （後発調１）第112号       平成30年 4月 1日
     釧路市鶴ケ岱２丁目３番４号
     0154-44-0033  (0154-44-0036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39541,4288,2 マリナ薬局 〒084-0909 （後発調１）第218号       平成30年 4月 1日
     釧路市昭和南３－１５－５
     0154-65-1113  (0154-65-1114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39641,4293,2 あさひ薬局 〒085-0814 （後発調１）第441号       平成30年 4月 1日
     釧路市緑ケ岡６丁目１６番１８号
     0154-47-3555  (0154-47-3515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39741,4316,1 なの花薬局中園店 〒085-0052 （後発調１）第131号       平成30年 4月 1日
     釧路市中園町１１番１６号
     0154-31-9977  (0154-31-9987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39841,4317,9 なの花薬局若竹店 〒085-0036 （後発調１）第494号       平成30年 5月 1日
     釧路市若竹町７番２３号
     0154-21-6100  (0154-21-6101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39941,4318,7 阿寒まりも薬局 〒085-0215 （後発調１）第539号       平成30年 6月 1日
     釧路市阿寒町中央１丁目３番１６
     号
     0154-66-4501  (0154-66-4502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40042,4004,1 株式会社　阿部薬局 〒087-0051 （後発調１）第515号       平成30年 5月 1日
     根室市緑町２丁目９番地
     0153-23-2245  (0153-23-6007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40142,4042,1 サン薬局 〒086-1110 （後発調１）第61号        平成30年 4月 1日
     標津郡中標津町西１０条南１０丁
     目４番地
     0153-72-3303  (0153-79-2192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    317

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40242,4047,0 有限会社　たかつ薬局〒086-0203 （後発調１）第542号       平成30年 6月 1日
     野付郡別海町別海西本町１６番地
     01537-9-5112  (01537-9-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40342,4058,7 調剤薬局ツルハドラッ〒086-1015 （後発調１）第46号        平成30年 4月 1日
     グ　中標津東店 標津郡中標津町東１８条南１１丁
     目１－１
     0153-78-7566  (0153-78-7566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40442,4076,9 前田中央薬局 〒087-0163 （後発調１）第69号        平成30年 4月 1日
     根室市歯舞三丁目１９番地
     0153-27-1288  (0153-27-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40542,4078,5 川口薬局　本店 〒086-1125 （後発調１）第474号       平成30年 5月 1日
     標津郡中標津町西５条北１丁目２
     番地１
     0153-72-3211  (0153-72-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40642,4081,9 サツドラ薬局　中標津〒086-1106 （後発調１）第83号        平成30年 4月 1日
     西店 標津郡中標津町西６条南１１丁目
     ６番地２
     0153-79-8060  (0153-79-8063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40746,4176,8 なかむら薬局 〒082-0033 （後発調１）第533号       平成30年 6月 1日
     河西郡芽室町西３条３丁目１番８
     0155-62-0611  (0155-62-3861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40846,4180,0 有限会社　小林薬局 〒089-3711 （後発調１）第346号       平成30年 4月 1日
     足寄郡足寄町南１条２丁目１番地
     01562-5-2048  (01562-5-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40946,4187,5 有限会社　こばと薬局〒080-0803 （後発調１）第10号        平成30年 4月 1日
     帯広市東３条南９丁目１６
     0155-22-8917  (0155-22-8967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41046,4225,3 楓薬局　中央店 〒080-0014 （後発調１）第529号       平成30年 6月 1日
     帯広市西４条南１５丁目１７番地
     ４
     0155-28-2828  (0155-28-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41146,4237,8 ナカジマ薬局　協会病〒080-0017 （後発調１）第321号       平成30年 4月 1日
     院前店 帯広市東６条南８丁目１９番地
     0155-28-5021  (0155-28-5022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41246,4238,6 太陽堂薬局 〒082-0011 （後発調１）第14号        平成30年 4月 1日
     河西郡芽室町東１条２丁目１番地
     0155-62-0405  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    318

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41346,4244,4 ナカジマ薬局　めむろ〒082-0014 （後発調１）第322号       平成30年 4月 1日
     店 河西郡芽室町東４条２丁目１９ー
     １
     0155-61-2525  (0155-61-2524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41446,4260,0 もみの木薬局 〒080-0047 （後発調１）第267号       平成30年 4月 1日
     帯広市西１７条北２丁目４７番地
     １５号
     0155-58-4193  (0155-41-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41546,4282,4 オリーブ薬局 〒089-2152 （後発調１）第210号       平成30年 4月 1日
     広尾郡大樹町西本通９８番地
     01558-6-3808  (01558-6-3917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41646,4294,9 ナカジマ薬局木野東店〒080-0111 （後発調１）第323号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１５丁目
     ２番１４
     0155-32-2161  (0155-32-2163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41746,4299,8 しみず中央薬局南４条〒089-0112 （後発調１）第226号       平成30年 4月 1日
     店 上川郡清水町南４条４丁目８番２
     0156-62-1193  (0156-62-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41846,4308,7 どんぐり調剤薬局　協〒080-0046 （後発調１）第248号       平成30年 4月 1日
     立病院前店 帯広市西１６条北１丁目２７－１
     ３１
     0155-58-6815  (0155-58-6816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41946,4309,5 かわかみ調剤薬局 〒080-0833 （後発調１）第159号       平成30年 4月 1日
     帯広市稲田町基線７番地５３号
     0155-49-6116  (0155-48-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42046,4310,3 コトブキ調剤薬局　帯〒080-0833 （後発調１）第450号       平成30年 4月 1日
     広店 帯広市稲田町基線７番５２
     0155-48-8833  (0155-48-8833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42146,4319,4 楓薬局西２３条店 〒080-2473 （後発調１）第429号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２３条南１丁目１２９番
     ３１
     0155-61-0800  (0155-61-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42246,4329,3 楓薬局東４条店 〒080-0804 （後発調１）第394号       平成30年 4月 1日
     帯広市東４条南６丁目２０番１
     0155-20-3530  (0155-20-3531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    319

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42346,4334,3 いずみ薬局 〒089-2141 （後発調１）第99号        平成30年 4月 1日
     広尾郡大樹町１条通３４－２
     01558-8-7780  (01558-6-4577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42446,4342,6 公園通り調剤薬局 〒080-0362 （後発調１）第466号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町すずらん台仲町１丁
     目１番地
     0155-32-5005  (0155-32-5075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42546,4344,2 加藤薬局　緑西店 〒080-0028 （後発調１）第236号       平成30年 4月 1日
     帯広市西１８条南４丁目１５番１
     ６号
     0155-35-7760  (0155-35-7761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42646,4348,3 南すずらん薬局 〒080-0311 （後発調１）第75号        平成30年 4月 1日
     河東郡音更町南鈴蘭北６丁目１１
     番地
     0155-43-5757  (0155-30-0771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42746,4360,8 パーク薬局西店 〒080-2472 （後発調１）第35号        平成30年 4月 1日
     帯広市西２２条南４丁目２０番地
     １１
     0155-38-3600  (0155-38-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42846,4364,0 おとふけ調剤薬局 〒080-0101 （後発調１）第158号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町大通７丁目３番地１
     ８
     0155-42-3185  (0155-42-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42946,4372,3 フナキ調剤薬局 〒089-1531 （後発調１）第231号       平成30年 4月 1日
     河西郡更別村字更別１９０番１８
     0155-66-9780  (0155-66-9781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43046,4379,8 快晴薬局大樹店 〒089-2105 （後発調１）第186号       平成30年 4月 1日
     広尾郡大樹町字大樹６－３２
     01558-9-6050  (01558-9-6051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43146,4386,3 アイン薬局帯広西店 〒080-2470 （後発調１）第410号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２０条南２丁目５番地１
     ４号
     0155-58-5080  (0155-58-5081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43246,4388,9 こばと薬局みなみ 〒080-0015 （後発調１）第227号       平成30年 4月 1日
     帯広市西５条南３７丁目１番２３
     号
     0155-67-1130  (0155-67-1132)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    320

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43346,4394,7 フォー・ユウ調剤薬局〒080-0037 （後発調１）第86号        平成30年 4月 1日
     西７条店 帯広市西７条北１丁目２番
     0155-66-5711  (0155-66-5713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43446,4399,6 なの花薬局札内店 〒089-0533 （後発調１）第130号       平成30年 4月 1日
     中川郡幕別町札内新北町４番地
     0155-56-5601  (0155-56-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43550,4043,2 加藤信陽堂 〒092-0235 （後発調１）第472号       平成30年 4月 1日
     網走郡津別町字幸町５番地
     0152-76-2615  (0152-76-1116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43650,4086,1 有限会社　髙橋薬局　〒090-0015 （後発調１）第124号       平成30年 4月 1日
     北見支店 北見市公園町１１３ー８
     0157-22-6125  (0157-22-6125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43750,4100,0 とんでん調剤薬局 〒090-0834 （後発調１）第202号       平成30年 4月 1日
     北見市とん田西町２１１番地２２
     0157-68-2520  (0157-68-2521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43850,4109,1 有限会社　三本木薬局〒099-2102 （後発調１）第157号       平成30年 4月 1日
     端野店 北見市端野町二区７９３－３
     0157-56-2441  (0157-67-6245)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43950,4122,4 ポテト五条薬局 〒090-0045 （後発調１）第68号        平成30年 4月 1日
     北見市北５条西４丁目７番地２
     0157-24-0017  (0157-24-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44050,4134,9 大通東調剤薬局 〒090-0020 （後発調１）第67号        平成30年 4月 1日
     北見市大通東５丁目１３番１
     0157-66-3771  (0157-69-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44150,4140,6 有限会社　三本木薬局〒090-0036 （後発調１）第156号       平成30年 4月 1日
     幸店 北見市幸町１丁目２番８号
     0157-33-4700  (0157-61-0621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44250,4148,9 もとまち調剤薬局 〒090-0818 （後発調１）第70号        平成30年 4月 1日
     北見市本町３丁目７番７号
     0157-61-8141  (0157-61-8142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44350,4153,9 株式会社　カドカワ薬〒092-0004 （後発調１）第19号        平成30年 4月 1日
     局　仲町店 網走郡美幌町字仲町１丁目１０１
     番地の１
     0152-75-2700  (0152-73-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    321

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44450,4155,4 アイン薬局北見店 〒090-0065 （後発調１）第308号       平成30年 4月 1日
     北見市寿町２丁目４－１０
     0157-26-3313  (0157-26-3314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44550,4157,0 アイン薬局北見美山店〒090-0069 （後発調１）第317号       平成30年 4月 1日
     北見市美山町東２丁目６８番６９
     号
     0157-66-0062  (0157-66-0063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44650,4158,8 アイン薬局常呂町店 〒093-0210 （後発調１）第282号       平成30年 4月 1日
     北見市常呂町字常呂５７３－２
     0152-63-2251  (0152-63-2255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44750,4159,6 あおぞら調剤薬局 〒090-0027 （後発調１）第253号       平成30年 4月 1日
     北見市北７条東１丁目６番
     0157-22-1005  (0157-22-1053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44850,4160,4 サンライズ調剤薬局 〒090-0837 （後発調１）第18号        平成30年 4月 1日
     北見市中央三輪５丁目４２７番地
     ６５号
     0157-36-9339  (0157-36-4976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44950,4168,7 なの花薬局大通店 〒090-0040 （後発調１）第493号       平成30年 5月 1日
     北見市大通西２丁目１番地まちき
     た大通ビル１Ｆ
     0157-31-8171  (0157-31-8172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45053,4040,2 株式会社　日下部薬局〒093-0004 （後発調１）第40号        平成30年 4月 1日
     　網走支店 網走市南４条東１丁目１０番地４
     0152-44-6926  (0152-44-5093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45153,4065,9 有限会社　田中十字堂〒093-0042 （後発調１）第11号        平成30年 4月 1日
     　潮見店 網走市潮見５丁目１２０番４
     0152-45-2640  (0152-44-1420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45253,4069,1 山神薬局　向陽ケ丘店〒093-0084 （後発調１）第503号       平成30年 5月 1日
     網走市向陽ケ丘１丁目３番１３号
     0152-61-2550  (0152-61-2551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45353,4071,7 かつや薬局 〒092-0051 （後発調１）第461号       平成30年 4月 1日
     網走郡美幌町字東１条北３丁目２
     番地１
     0152-75-2100  (0152-75-2101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    322

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45453,4078,2 中村薬局 〒092-0004 （後発調１）第176号       平成30年 4月 1日
     網走郡美幌町字仲町２丁目４６番
     地
     0152-73-2771  (0152-73-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45553,4091,5 ナカジマ薬局小清水店〒099-3600 （後発調１）第397号       平成30年 4月 1日
     斜里郡小清水町字小清水６４７
     0152-62-4711  (0152-62-4713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45653,4094,9 つつじ薬局 〒093-0034 （後発調１）第66号        平成30年 4月 1日
     網走市つくしケ丘３丁目３番１－
     ２号
     0152-67-4223  (0152-67-4253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45753,4102,0 リリー調剤薬局　小清〒099-3626 （後発調１）第244号       平成30年 4月 1日
     水店 斜里郡小清水町字小清水３５７番
     地
     0152-67-5095  (0152-67-5096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45854,4043,4 はまなす調剤薬局 〒098-1702 （後発調１）第407号       平成30年 4月 1日
     紋別郡雄武町字雄武１４６３番地
     ５
     01588-8-3939  (01588-8-3370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45954,4046,7 有限会社サカイ薬局 〒099-6329 （後発調１）第92号        平成30年 4月 1日
     紋別郡湧別町中湧別中町５７９番
     地
     01586-2-2072  (01586-2-2073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46054,4060,8 なの花薬局幸町店 〒094-0005 （後発調１）第134号       平成30年 4月 1日
     紋別市幸町６丁目１番１０号
     0158-23-1166  (0158-23-1106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46154,4061,6 なの花薬局メモリアル〒094-0005 （後発調１）第133号       平成30年 4月 1日
     店 紋別市幸町７丁目１－６
     0158-26-4848  (0158-28-6767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46254,4064,0 たきのうえ調剤薬局 〒099-5606 （後発調１）第117号       平成30年 4月 1日
     紋別郡滝上町字サクルー原野１６
     ０５番５５
     0158-29-5600  (0158-29-5601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46364,4018,5 有限会社　タニ薬局 〒077-0044 （後発調１）第129号       平成30年 4月 1日
     留萌市錦町２丁目２番５号
     0164-42-0126  (0164-42-3766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    323

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46464,4036,7 江戸薬局 〒077-0044 （後発調１）第379号       平成30年 4月 1日
     留萌市錦町３丁目１番３０号
     0164-42-0697  (0164-43-8400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46564,4039,1 さくら薬局 〒078-4106 （後発調１）第76号        平成30年 4月 1日
     苫前郡羽幌町南６条４丁目３番地
     １
     0164-62-5555  (0164-62-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46664,4044,1 タニはまなす調剤薬局〒077-0042 （後発調１）第505号       平成30年 6月 1日
     留萌市開運町２丁目４ー１７
     0164-49-2888  (0164-49-2777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46764,4047,4 あおぞら薬局 〒077-0011 （後発調１）第384号       平成30年 4月 1日
     留萌市東雲町２丁目４６番１号
     0164-42-8522  (0164-42-8523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46864,4053,2 はぼろ調剤薬局 〒078-4123 （後発調１）第234号       平成30年 4月 1日
     苫前郡羽幌町栄町１０３番地４７
     0164-62-5193  (0164-62-4123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46964,4055,7 有限会社　十字堂薬局〒078-4108 （後発調１）第499号       平成30年 6月 1日
     苫前郡羽幌町南大通２丁目１３番
     地
     0164-62-1171  (0164-62-5039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47064,4056,5 調剤薬局ツルハドラッ〒077-0028 （後発調１）第524号       平成30年 5月 1日
     グ留萌店 留萌市花園町４丁目６－２１
     0164-49-1261  (0164-49-1261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47168,4053,3 調剤薬局ツルハドラッ〒097-0005 （後発調１）第525号       平成30年 5月 1日
     グ南稚内店 稚内市大黒２丁目３番地
     0162-24-7281  (0162-24-7281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47268,4055,8 えびす薬局　豊富店 〒098-4121 （後発調１）第123号       平成30年 4月 1日
     天塩郡豊富町東１条８丁目
     0162-82-3477  (0162-82-3488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47368,4062,4 株式会社稚内薬局あん〒097-0002 （後発調１）第87号        平成30年 4月 1日
     ず調剤 稚内市潮見３丁目５番３号
     0162-33-8330  (0162-33-8332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47468,4068,1 ユアーズ調剤薬局 〒097-0012 （後発調１）第430号       平成30年 4月 1日
     稚内市富岡４丁目３番１号
     0162-34-8671  (0162-34-8670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    324

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47568,4069,9 キタ調剤薬局天塩店 〒098-3312 （後発調１）第475号       平成30年 5月 1日
     天塩郡天塩町川口５６９９－１３
     01632-9-2880  (01632-9-2881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47668,4070,7 えびす薬局駅前店 〒097-0022 （後発調１）第122号       平成30年 4月 1日
     稚内市中央２丁目１２番２４号
     0162-29-1717  (0162-29-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47774,4060,6 株式会社　ホリ薬局　〒073-0021 （後発調１）第164号       平成30年 4月 1日
     滝川店 滝川市本町２丁目３番２８号
     0125-22-5133  (0125-24-5066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47874,4085,3 はるにれ薬局　芦別店〒075-0002 （後発調１）第174号       平成30年 4月 1日
     芦別市北２条西１丁目８番地１９
     01242-3-0393  (0124-23-0394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47974,4093,7 すみれ調剤薬局 〒073-0031 （後発調１）第166号       平成30年 4月 1日
     滝川市栄町２丁目５番１４号
     0125-23-7555  (0125-23-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48074,4102,6 ナカジマ薬局市立病院〒073-0022 （後発調１）第377号       平成30年 4月 1日
     前店 滝川市大町１丁目１番１７号
     0125-23-9511  (0125-23-9515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48174,4126,5 ほんまち薬局 〒073-0021 （後発調１）第443号       平成30年 4月 1日
     滝川市本町１丁目３番１２号
     0125-74-6144  (0125-74-6168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48274,4132,3 ほたる薬局 〒078-2202 （後発調１）第266号       平成30年 4月 1日
     雨竜郡沼田町南１条１丁目８番２
     ６号
     0164-34-5771  (0164-34-5772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48374,4134,9 なの花薬局深川店 〒074-0005 （後発調１）第136号       平成30年 4月 1日
     深川市５条７番１号
     0164-23-0020  (0164-23-0060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48474,4137,2 センター薬局　滝川店〒073-0031 （後発調１）第3号         平成30年 4月 1日
     滝川市栄町３丁目３番１６号
     0125-74-5791  (0125-74-5792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48575,4020,7 有限会社　中村薬局 〒069-1332 （後発調１）第541号       平成30年 6月 1日
     夕張郡長沼町中央北１丁目２番９
     号
     0123-88-2435  (0123-88-2540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    325

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48675,4067,8 有限会社　池本薬局 〒068-0030 （後発調１）第278号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市１０条西２１丁目１番地
     ３
     0126-22-8047  (0126-22-8901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48775,4071,0 株式会社　和商　水島〒068-0013 （後発調１）第23号        平成30年 4月 1日
     薬局　東町店 岩見沢市東町１条８丁目９３２－
     １１６
     0126-25-0059  (0126-25-0084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48875,4093,4 株式会社　和商　水島〒068-0023 （後発調１）第22号        平成30年 4月 1日
     薬局　３・１０店 岩見沢市３条西１０丁目４番地
     0126-32-0558  (0126-32-0559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48975,4098,3 志文薬局 〒068-0832 （後発調１）第25号        平成30年 4月 1日
     岩見沢市ふじ町２条２丁目２５番
     地ア－バン２２
     0126-33-8566  (0126-33-8588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49075,4103,1 吉井調剤薬局長沼店 〒069-1336 （後発調１）第27号        平成30年 4月 1日
     夕張郡長沼町栄町１丁目２番１号
     01238-8-1881  (01238-8-1882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49175,4110,6 毛利薬局 〒068-2155 （後発調１）第31号        平成30年 4月 1日
     三笠市榊町４６１
     01267-2-4443  (01267-2-4488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49275,4114,8 株式会社　和商　水島〒068-0026 （後発調１）第509号       平成30年 5月 1日
     薬局 岩見沢市６条西１丁目７番地３
     0126-25-0980  (0126-23-9663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49375,4115,5 コア薬局　岩見沢中央〒068-0006 （後発調１）第199号       平成30年 4月 1日
     通店 岩見沢市６条東１丁目６番地５
     0126-33-5071  (0126-33-5072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49475,4140,3 かえで薬局 〒068-0022 （後発調１）第228号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市２条西５丁目２番地７
     0126-35-1839  (0126-35-1839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49575,4142,9 クオール薬局長沼店 〒069-1346 （後発調１）第449号       平成30年 4月 1日
     夕張郡長沼町西町１丁目８番１３
     号
     0123-82-5230  (0123-82-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日    326

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49675,4143,7 ココカラファイン薬局〒069-1511 （後発調１）第403号       平成30年 4月 1日
     　栗山店 夕張郡栗山町中央２丁目１１６番
     地
     0123-73-6565  (0123-73-6575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49775,4144,5 第一薬品 〒068-0023 （後発調１）第385号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市３条西５丁目６番１
     0126-23-7070  (0126-23-7071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49875,4145,2 なの花薬局南幌みどり〒069-0237 （後発調１）第496号       平成30年 5月 1日
     野店 空知郡南幌町栄町１丁目１番２４
     号
     011-378-0001  (011-378-0222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49975,4149,4 ナカジマ薬局つきがた〒061-0500 （後発調１）第383号       平成30年 4月 1日
     店 樺戸郡月形町字月形１４６６－６
     0126-35-5581  (0126-35-5582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50075,4151,0 なの花薬局８条店 〒068-0028 （後発調１）第135号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市８条西１９丁目１番地１
     0126-32-1100  (0126-32-1101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50176,4034,6 そらちぶと調剤薬局 〒073-0101 （後発調１）第183号       平成30年 4月 1日
     砂川市空知太東１条３丁目１番１
     ５号
     0125-56-2323  (0125-56-2345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50276,4046,0 ポプリ薬局奈井江店 〒079-0313 （後発調１）第37号        平成30年 4月 1日
     空知郡奈井江町字奈井江町２０８
     －２
     0125-66-3788  (0125-66-3787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50376,4047,8 センター薬局美唄中央〒072-0024 （後発調１）第2号         平成30年 4月 1日
     店 美唄市西１条南１丁目３番２７号
     0126-66-7070  (0126-66-7071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    327

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4483,3 有限会社　ホシ薬局本〒004-0053 （後発調２）第67号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目
     １７番３３号
     011-892-3325  (011-892-3372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4626,7 ユウセイ薬局　中央店〒064-0915 （後発調２）第526号       平成30年 6月 1日
     札幌市中央区南１５条西１１丁目
     １番５号唯ビル
     011-563-5538  (011-563-5573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4669,7 有限会社　いがらし薬〒007-0806 （後発調２）第310号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市東区東苗穂６条２丁目６番
     ２０号
     011-783-3355  (011-783-3859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4689,5 北央薬品　有明薬局 〒061-1431 （後発調２）第204号       平成30年 4月 1日
     恵庭市有明町３丁目１番１号
     0123-32-3691  (0123-33-0318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4692,9 日本調剤　麻生調剤薬〒001-0040 （後発調２）第415号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市北区北４０条西４丁目２番
     １号
     011-746-2241  (011-746-5077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4708,3 日本調剤　大谷地調剤〒004-0041 （後発調２）第412号       平成30年 4月 1日
     薬局 札幌市厚別区大谷地東４丁目１番
     ２号
     011-893-1673  (011-893-1673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4773,7 本通調剤薬局 〒003-0026 （後発調２）第472号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通９丁目南５番５
     号
     011-862-7885  (011-862-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4776,0 日本調剤　澄川調剤薬〒005-0006 （後発調２）第414号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市南区澄川６条７丁目３番１
     号
     011-583-4898  (011-583-4898)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4777,8 コア薬局　篠路店 〒002-8022 （後発調２）第209号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区篠路２条４丁目５番１
     ６号　メディコア篠路１階
     011-773-3330  (011-773-1039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    328

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,4808,1 花川南調剤薬局 〒061-3202 （後発調２）第367号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川南２条２丁目２２７番
     地
     0133-73-8333  (0133-73-8341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4810,7 元町グリーン薬局 〒065-0024 （後発調２）第30号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２４条東２１丁目１
     番１号
     011-784-2480  (011-784-2480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4836,2 有限会社　マツシタ調〒061-1373 （後発調２）第269号       平成30年 4月 1日
     剤薬局 恵庭市恵み野西６丁目２０番５
     0123-37-0880  (0123-37-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4846,1 タウン調剤薬局 〒003-0027 （後発調２）第478号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通１６丁目北１０
     番１５号
     011-865-2277  (011-865-2177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4851,1 時計台薬局 〒060-0002 （後発調２）第189号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北２条西２丁目２９
     －２ウエノビル１Ｆ
     011-231-0550  (011-231-3374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4854,5 もなみ公園調剤薬局 〒005-0811 （後発調２）第368号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１１条２丁目１－
     ６
     011-572-9003  (011-572-9016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4858,6 有限会社　石山中央薬〒005-0850 （後発調２）第500号       平成30年 6月 1日
     局 札幌市南区石山東１丁目４番２７
     号
     011-591-1233  (011-591-9463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4877,6 有限会社　サン調剤薬〒007-0807 （後発調２）第36号        平成30年 4月 1日
     局 札幌市東区東苗穂７条２丁目２番
     ２５号　シーセブンビル１階
     011-785-4644  (011-785-7983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,4924,6 星置調剤薬局 〒006-0851 （後発調２）第7号         平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区星置１条４丁目２番
     １２号
     011-681-6808  (011-681-9588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    329

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1901,4927,9 有限会社　メディファ〒004-0876 （後発調２）第210号       平成30年 4月 1日
     ー平岡調剤薬局 札幌市清田区平岡６条３丁目１１
     番７号
     011-885-2221  (011-885-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4951,9 菊水ひまわり薬局 〒003-0804 （後発調２）第262号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水４条１丁目８番
     １７号
     011-816-4193  (011-816-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4957,6 有限会社　ひまわり調〒005-0832 （後発調２）第16号        平成30年 4月 1日
     剤薬局 札幌市南区北ノ沢８丁目５番２０
     号
     011-571-0231  (011-571-0117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4961,8 はるにれ薬局 〒001-0901 （後発調２）第364号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１条２丁目１０
     番１５号
     011-765-4693  (011-765-4692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4974,1 のぞみ調剤薬局 〒065-0017 （後発調２）第236号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１７条東１５丁目１
     番８号　環状通東ビル１階
     011-742-1705  (011-742-1721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,4040,9 あみや薬局 〒065-0024 （後発調２）第88号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２４条東１６丁目１
     －２１　ＦＣ元町１階
     011-781-1228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,4044,1 ハマナス薬局 〒061-3206 （後発調２）第194号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川南６条４丁目２９２
     0133-73-8689  (0133-73-8689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,4058,1 アルファ調剤薬局　恵〒061-1374 （後発調２）第349号       平成30年 4月 1日
     み野店 恵庭市恵み野北３丁目１番１
     0123-37-5228  (0123-37-5228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,4060,7 西区ひまわり薬局 〒063-0061 （後発調２）第263号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区西町北１９丁目１番１
     ０号
     011-667-0099  (011-667-0034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802,4086,2 なの花薬局・清田店 〒004-0844 （後発調２）第455号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区清田４条２丁目１０
     番３０号
     011-885-0286  (011-885-3195)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    330

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2902,4103,5 なの花薬局・新札幌店〒004-0052 （後発調２）第454号       平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ４番３０号
     011-801-2600  (011-801-2700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,4216,5 日本調剤　白石薬局 〒003-0006 （後発調２）第413号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区東札幌６条６丁目５
     番３５号
     011-863-4554  (011-863-4520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102,4254,6 イチフジ薬局・川北店〒003-0852 （後発調２）第322号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区川北２条３丁目２－
     １
     011-879-3003  (011-875-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,4259,5 パルス薬局　手稲店 〒006-0811 （後発調２）第340号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田１条１２丁目２
     番１０号
     011-681-8040  (011-681-8060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302,4284,3 フォルテ調剤薬局 〒003-0022 （後発調２）第475号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１９丁目南３
     ー１１メディカル‘９７　１Ｆ
     011-860-5525  (011-860-5550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402,4304,9 病院前調剤薬局 〒003-0804 （後発調２）第102号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水４条２丁目２番
     ２７号
     011-812-9758  (011-812-9759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3502,4306,4 アルファ調剤薬局　南〒062-0933 （後発調２）第347号       平成30年 4月 1日
     平岸店 札幌市豊平区平岸３条１４丁目１
     ー７
     011-818-8931  (011-818-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602,4322,1 オレンジ薬局 〒065-0023 （後発調２）第92号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２３条東１２丁目３
     ー１５元町メイワ１Ｆ
     011-743-9093  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3702,4324,7 わかくさ薬局 〒067-0072 （後発調２）第31号        平成30年 4月 1日
     江別市一番町３ー１６
     011-384-7787  (011-384-7774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    331

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3802,4332,0 有限会社　栃木薬局 〒004-0011 （後発調２）第241号       平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区もみじ台東４丁目２
     番６号
     011-897-1440  (011-897-1447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3902,4362,7 なの花薬局・開成店 〒065-0020 （後発調２）第449号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２０条東２０丁目１
     番２０号
     011-780-4025  (011-780-4026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4002,4376,7 有限会社　サン調剤薬〒063-0033 （後発調２）第27号        平成30年 4月 1日
     局　西野店 札幌市西区西野３条６丁目２番８
     号
     011-667-8999  (011-667-9333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4102,4378,3 サフラン調剤薬局 〒064-0912 （後発調２）第82号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１２条西８丁目１
     番２４号
     011-563-7177  (011-206-6370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4202,4382,5 パルス薬局　清田店 〒004-0841 （後発調２）第339号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区清田１条４丁目５ー
     ３０
     011-883-0501  (011-883-0504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4302,4383,3 パルス薬局　めぐみの〒061-1373 （後発調２）第335号       平成30年 4月 1日
     店 恵庭市恵み野西３丁目１番１３
     0123-37-2101  (0123-37-2104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402,4386,6 パルス薬局　しんせい〒006-0805 （後発調２）第338号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区新発寒５条６丁目１
     ー１０
     011-685-8310  (011-699-3265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4502,4414,6 なの花薬局・平岡店 〒004-0882 （後発調２）第453号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区平岡公園東１丁目１
     ２番３０号
     011-888-8870  (011-888-8871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4602,4423,7 いづみ調剤薬局　花川〒061-3209 （後発調２）第258号       平成30年 4月 1日
     南店 石狩市花川南９条１丁目２４番２
     0133-72-5558  (0133-72-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4702,4426,0 つがやす薬局　琴似店〒063-0812 （後発調２）第173号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区琴似２条７丁目２番地
     メゾン２１ー１Ｆ
     011-622-9150  (011-622-9160)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    332

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4802,4441,9 スギハラ薬局　向陽台〒066-0057 （後発調２）第83号        平成30年 4月 1日
     調剤 千歳市若草１丁目１７番４
     0123-48-3321  (0123-48-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902,4446,8 調剤薬局　健康いちば〒063-0051 （後発調２）第109号       平成30年 4月 1日
     ん 札幌市西区宮の沢１条４丁目７番
     ２０号
     011-671-7715  (011-671-7725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002,4450,0 川端薬局　琴似イオン〒063-0812 （後発調２）第107号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市西区琴似２条４丁目２ー２
     イオン札幌琴似店１階
     011-615-6657  (011-615-6669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102,4464,1 こぶし薬局 〒061-3208 （後発調２）第469号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川南８条１丁目２ー９
     0133-74-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202,4483,1 新栄台グリーン薬局 〒069-0806 （後発調２）第181号       平成30年 4月 1日
     江別市新栄台４６番地の２
     011-391-8555  (011-391-8333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302,4491,4 アルファ調剤薬局　発〒063-0826 （後発調２）第346号       平成30年 4月 1日
     寒店 札幌市西区発寒６条３丁目２ー１
     １
     011-664-8931  (011-664-6377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5402,4501,0 イルカ薬局　南円山店〒064-0808 （後発調２）第91号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南８条西１８丁目２
     －２３
     011-520-2622  (011-520-2623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5502,4518,4 フロンティア薬局　手〒006-0811 （後発調２）第464号       平成30年 4月 1日
     稲中央店 札幌市手稲区前田１条１２丁目２
     －１５
     011-691-5501  (011-691-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5602,4530,9 イチフジ薬局　北郷店〒003-0833 （後発調２）第371号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区北郷３条５丁目１番
     ２０号
     011-873-3000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5702,4538,2 ユウキ調剤薬局毎日会〒060-0004 （後発調２）第295号       平成30年 4月 1日
     館店 札幌市中央区北４条西６丁目１番
     １号毎日札幌会館ビル３階
     011-211-1108  (011-211-1208)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5802,4541,6 コスモス薬局 〒069-0845 （後発調２）第474号       平成30年 4月 1日
     江別市大麻中町２番１８
     011-388-1193  (011-388-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902,4549,9 アルファ調剤薬局 〒062-0003 （後発調２）第482号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園３条４丁目３－
     １１
     011-813-6261  (011-813-6265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6002,4568,9 北区ひまわり薬局 〒001-0910 （後発調２）第260号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似１０条２丁目１
     番１０号
     011-768-2301  (011-768-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102,4570,5 株式会社　フヂヤ薬局〒005-0804 （後発調２）第47号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿４条３丁目１番５
     号
     011-571-8575  (011-571-5269)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202,4578,8 りんご調剤薬局札幌新〒001-0930 （後発調２）第170号       平成30年 4月 1日
     川店 札幌市北区新川６条１４丁目７番
     ２４号
     011-769-8850  (011-769-8851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302,4582,0 わたなべ薬局 〒064-0921 （後発調２）第39号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南２１条西１４丁目
     １番２０号
     011-512-1193  (011-512-8193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6402,4587,9 調剤薬局ツルハドラッ〒065-0023 （後発調２）第49号        平成30年 4月 1日
     グ　元町駅前店 札幌市東区北２３条東１６丁目１
     番１１号
     011-788-0121  (011-788-0125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6502,4608,3 調剤薬局　北のくすり〒001-0025 （後発調２）第265号       平成30年 4月 1日
     屋さん 札幌市北区北２５条西８丁目１番
     ３号
     011-708-8515  (011-747-6577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6602,4612,5 さくら調剤薬局 〒062-0904 （後発調２）第518号       平成30年 6月 1日
     札幌市豊平区豊平４条１２丁目１
     番１０号
     011-815-2007  (011-815-2008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    334

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6702,4620,8 （有）　かえで薬局 〒006-0814 （後発調２）第352号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田４条１４丁目３
     －９
     011-686-5557  (011-686-5525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6802,4643,0 厚生堂調剤薬局 〒060-0061 （後発調２）第319号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１条西１０丁目４
     番地
     011-261-9071  (011-281-4528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6902,4658,8 アリエス薬局　厚別店〒004-0062 （後発調２）第46号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別西２条３丁目７
     番８号
     011-895-8931  (011-895-8921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7002,4661,2 ライラックファーマシ〒065-0012 （後発調２）第85号        平成30年 4月 1日
     ー 札幌市東区北１２条東１１丁目４
     －２１
     011-721-2634  (011-721-2637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102,4670,3 調剤薬局ツルハドラッ〒069-0852 （後発調２）第527号       平成30年 5月 1日
     グ　大麻店 江別市大麻東町１４－５
     011-388-5010  (011-388-5010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202,4681,0 きたひろエルク保険薬〒061-1121 （後発調２）第23号        平成30年 4月 1日
     局 北広島市中央５丁目７番地１
     011-372-5569  (011-372-7769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302,4718,0 グリンピア調剤薬局 〒002-8023 （後発調２）第244号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区篠路３条１０丁目５番
     １６号
     011-770-7006  (011-770-7055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402,4730,5 有限会社ファーマシィ〒063-0004 （後発調２）第401号       平成30年 4月 1日
     ひまわり 札幌市西区山の手４条７丁目１番
     ３２号
     011-643-6441  (011-643-6443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502,4734,7 なの花薬局　菊水店 〒003-0801 （後発調２）第451号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水１条１丁目３－
     ３４
     011-813-6330  (011-813-1400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602,4738,8 なの花薬局　札幌新川〒001-0924 （後発調２）第448号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区新川４条１０丁目６番
     ８号
     011-764-2223  (011-764-1117)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7702,4739,6 なの花薬局　花川店 〒061-3201 （後発調２）第447号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川南１条６丁目１７０
     0133-74-8597  (0133-74-8596)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7802,4745,3 なの花薬局　豊平店 〒062-0906 （後発調２）第450号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区豊平６条８丁目２番
     １５号
     011-815-8655  (011-815-9388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902,4781,8 ひかり調剤薬局 〒002-0859 （後発調２）第281号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田９条１１丁目２番
     １１号
     011-776-4567  (011-776-4569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002,4791,7 有限会社キタ調剤薬局〒006-0815 （後発調２）第113号       平成30年 4月 1日
     　稲積店 札幌市手稲区前田５条６丁目３－
     ２３
     011-681-7161  (011-681-7167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102,4808,9 新発寒こがね薬局 〒006-0804 （後発調２）第213号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区新発寒４条５丁目１
     ３番１３号
     011-688-3800  (011-688-3811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202,4815,4 もいわ調剤薬局 〒005-0801 （後発調２）第12号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１条３丁目３－２
     ４
     011-578-7777  (011-573-6677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302,4820,4 東札幌調剤薬局 〒003-0005 （後発調２）第75号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区東札幌５条６丁目６
     －３３理想ビル１階
     011-865-8801  (011-865-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402,4828,7 あしたば薬局人吉店 〒007-0804 （後発調２）第356号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂４条１丁目１４
     番１０１号
     011-786-4833  (011-785-4832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8502,4835,2 なの花薬局　篠路店 〒002-8053 （後発調２）第494号       平成30年 5月 1日
     札幌市北区篠路町篠路２８８番地
     １
     011-770-2233  (011-770-2234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    336

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8602,4842,8 薬趣堂調剤薬局 〒063-0036 （後発調２）第266号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区西野６条７丁目３－３
     ８
     011-671-5500  (011-671-5700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8702,4850,1 クリオネあけぼの薬局〒006-0834 （後発調２）第366号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区曙４条３丁目１７番
     ２０号
     011-685-7773  (011-685-7778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8802,4859,2 わかくさ薬局本町店 〒067-0041 （後発調２）第29号        平成30年 4月 1日
     江別市元江別本町３５ー２０
     011-391-0020  (011-391-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8902,4876,6 エムズ薬局 〒005-0805 （後発調２）第442号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿５条２丁目２９番
     ９オサダ川沿ビル１階
     011-573-8000  (011-573-8001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002,4907,9 日本調剤稲積公園前薬〒006-0813 （後発調２）第416号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市手稲区前田３条４丁目２－
     １１
     011-682-8881  (011-682-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9102,4930,1 なの花薬局　新札幌駅〒004-0051 （後発調２）第495号       平成30年 5月 1日
     前店 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目
     ３番１号１Ｆ
     011-892-1144  (011-892-5900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9202,4939,2 泉調剤薬局 〒061-1145 （後発調２）第5号         平成30年 4月 1日
     北広島市泉町１丁目２番地８
     011-372-8980  (011-372-8989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9302,4951,7 プラム薬局南１１条店〒064-0811 （後発調２）第224号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１１条西１８丁目
     １－１０
     011-522-2130  (011-522-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9402,4980,6 なの花薬局・東札幌店〒003-0003 （後発調２）第493号       平成30年 5月 1日
     札幌市白石区東札幌３条３丁目７
     番２５号
     011-820-3320  (011-820-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9502,4981,4 レインボー薬局豊平店〒062-0012 （後発調２）第430号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園１２条６丁目１
     －１
     011-818-1001  (011-818-1210)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    337

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9602,4984,8 サンメディカル調剤薬〒062-0922 （後発調２）第248号       平成30年 4月 1日
     局　カムオン店 札幌市豊平区中の島２条１丁目３
     番２５号カムオンビル１階
     011-820-3025  (011-820-3026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9702,4997,0 フロンティアていね薬〒006-0811 （後発調２）第465号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     －４３
     011-688-1611  (011-688-1612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9803,4001,9 まどか薬局ラソラ札幌〒003-0004 （後発調２）第221号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区東札幌４条１丁目１
     番１号
     011-816-3339  (011-816-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9903,4008,4 キタ調剤薬局　篠路店〒002-8023 （後発調２）第114号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区篠路３条６丁目４－３
     ２
     011-774-0930  (011-774-0931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10003,4009,2 有限会社　しらかば薬〒061-2282 （後発調２）第137号       平成30年 4月 1日
     局南店 札幌市南区藤野２条１１丁目５番
     ５号
     011-596-1171  (011-596-1198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10103,4010,0 なの花薬局　新琴似店〒001-0902 （後発調２）第496号       平成30年 5月 1日
     札幌市北区新琴似２条１１丁目７
     －５
     011-768-5103  (011-768-5102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10203,4011,8 日本調剤　北郷薬局 〒003-0832 （後発調２）第410号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区北郷２条４丁目３番
     ５号北郷メディカル１Ｆ
     011-871-0011  (011-879-8871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10303,4017,5 メルモ調剤薬局 〒006-0031 （後発調２）第441号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区稲穂１条７丁目２－
     １６
     011-688-2020  (011-688-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10403,4035,7 みやのさわ薬局 〒063-0826 （後発調２）第439号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒６条１１丁目１－
     １新道北口ビル地下１Ｆ
     011-668-5755  (011-668-5758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    338

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10503,4045,6 調剤薬局ツルハドラッ〒069-0082 （後発調２）第52号        平成30年 4月 1日
     グ東野幌店 江別市東野幌本町３５－２
     011-391-2512  (011-391-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10603,4055,5 パルス薬局　恵庭店 〒061-1408 （後発調２）第336号       平成30年 4月 1日
     恵庭市黄金南４丁目１番１８
     0123-25-6121  (0123-25-6141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10703,4057,1 たけうち薬局　さくら〒006-0812 （後発調２）第369号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区前田２条１０丁目１
     番８号
     011-676-3962  (011-676-3967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10803,4061,3 川端薬局　八軒店 〒063-0846 （後発調２）第108号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区八軒６条西１丁目１番
     ２０号中田ビル１階
     011-633-8882  (011-633-8883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10903,4086,0 南２１条薬局 〒064-0921 （後発調２）第366号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南２１条西９丁目６
     ５６番６
     011-520-3009  (011-520-3119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11003,4103,3 えるむ薬局 〒001-0016 （後発調２）第1号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区北１６条西４丁目１番
     １９
     011-737-7951  (011-737-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11103,4104,1 レインボー薬局山の手〒063-0002 （後発調２）第429号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市西区山の手２条６丁目３番
     ７号
     011-623-5553  (011-623-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11203,4110,8 大通メディカル薬局 〒060-0042 （後発調２）第513号       平成30年 5月 1日
     札幌市中央区大通西１０丁目４－
     ５
     011-261-2120  (011-261-2119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11303,4119,9 ユウセイ薬局　新道東〒065-0031 （後発調２）第525号       平成30年 6月 1日
     店 札幌市東区北３１条東１６丁目１
     －２
     011-785-0888  (011-785-0887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11403,4140,5 サンメディカル調剤薬〒064-0921 （後発調２）第506号       平成30年 5月 1日
     局　山鼻店 札幌市中央区南２１条西１４丁目
     ３－１４
     011-512-8881  (011-512-8887)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    339

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11503,4200,7 明日風薬局 〒006-0861 （後発調２）第477号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区明日風５丁目９番２
     ７号
     011-695-7777  (011-695-1117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11603,4211,4 クオール薬局花川店 〒061-3261 （後発調２）第351号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川北６条３丁目１８９番
     地１号
     0133-76-1020  (0133-76-1661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11703,4213,0 さくら薬局　札幌菊水〒003-0804 （後発調２）第230号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区菊水４条２丁目１番
     ３号
     011-821-2408  (011-821-2407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11803,4215,5 さくら薬局　札幌福住〒062-0051 （後発調２）第235号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目
     １０ー１
     011-853-1000  (011-853-1333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11903,4219,7 ノルデン薬局　麻生店〒001-0038 （後発調２）第196号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北３８条西８丁目２番
     １号
     011-706-1211  (011-706-1212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12003,4231,2 りぼん調剤薬局 〒003-0021 （後発調２）第256号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区栄通１７丁目１４ー
     １０
     011-836-2211  (011-836-2213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12103,4266,8 ココカラファイン薬局〒004-0052 （後発調２）第330号       平成30年 4月 1日
     　サンピアザ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ７番２号サンピアザ３階
     011-890-2235  (011-895-8509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12203,4275,9 なの花薬局　北広島美〒061-1131 （後発調２）第456号       平成30年 4月 1日
     沢店 北広島市美沢２丁目１番８
     011-372-6328  (011-375-7417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12303,4276,7 ななくさ薬局 〒069-0803 （後発調２）第457号       平成30年 4月 1日
     江別市野幌屯田町２３番１４
     011-381-7793  (011-398-6624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12403,4279,1 なの花薬局　千歳店 〒066-0062 （後発調２）第452号       平成30年 4月 1日
     千歳市千代田町７丁目１７８９番
     地３千歳ステーションプラザ４Ｆ
     0123-26-0200  (0123-26-0213)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    340

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12503,4282,5 アルファ調剤薬局　駅〒060-0001 （後発調２）第524号       平成30年 4月 1日
     前通り店 札幌市中央区北１条西３丁目３番
     地２７札幌北１条駅前通りビル７
     階
     011-221-8931  (011-221-8933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12603,4283,3 ドリーム薬局　白石店〒003-0011 （後発調２）第325号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区中央１条７丁目１０
     －３０白石中央メディカルビル１
     階
     011-868-8681  (011-868-8682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12703,4296,5 アロエ調剤薬局 〒006-0021 （後発調２）第505号       平成30年 5月 1日
     札幌市手稲区手稲本町１条４丁目
     ２番５号
     011-686-5115  (011-686-5116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12803,4302,1 調剤薬局ツルハドラッ〒004-0866 （後発調２）第512号       平成30年 5月 1日
     グ北野６条店 札幌市清田区北野６条２丁目１４
     番１０号
     011-888-6268  (011-888-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12903,4303,9 保険調剤いちご薬局も〒007-0812 （後発調２）第267号       平成30年 4月 1日
     えれ店 札幌市東区東苗穂１２条３丁目２
     １番３３号
     011-788-7631  (011-788-7632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13003,4311,2 新道東薬局 〒065-0031 （後発調２）第146号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３１条東１９丁目２
     －１１
     050-3785-0430 (050-3785-0431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13103,4312,0 エルフ調剤薬局 〒065-0030 （後発調２）第440号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３０条東１３丁目２
     －１４
     011-788-8153  (011-788-8158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203,4314,6 日本調剤　菊水三条薬〒003-0803 （後発調２）第411号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市白石区菊水３条２丁目３番
     １６号
     011-814-3258  (011-814-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13303,4326,0 サッポロドラッグスト〒007-0840 （後発調２）第94号        平成30年 4月 1日
     アー調剤薬局麻生北４札幌市東区北４０条東１丁目１番
     ０条店 ２７号
     011-750-6650  (011-750-6651)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    341

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13403,4333,6 プラム薬局　北１０条〒001-0010 （後発調２）第223号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市北区北１０条西４丁目１－
     １３
     011-738-6001  (011-738-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13503,4335,1 琴似メディカル薬局 〒063-0841 （後発調２）第408号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区八軒一条西１丁目６番
     １０号グローバル琴似　１Ｆ
     011-623-5236  (011-623-5237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603,4340,1 サッポロドラッグスト〒060-0908 （後発調２）第95号        平成30年 4月 1日
     アー調剤薬局北８条店札幌市東区北８条東４丁目１９番
     地２４
     011-702-0700  (011-702-0701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13703,4349,2 スギハラ薬局黄金店 〒061-1409 （後発調２）第177号       平成30年 4月 1日
     恵庭市黄金南５丁目３番３
     0123-29-3656  (0123-29-3689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13803,4350,0 ドレミ調剤薬局札幌南〒005-0850 （後発調２）第13号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区石山東７丁目１－８
     011-213-1241  (011-213-1242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13903,4351,8 アルファ調剤薬局大麻〒069-0863 （後発調２）第348号       平成30年 4月 1日
     店 江別市大麻新町２２番地の５
     011-387-8931  (011-387-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14003,4364,1 ケミカル薬局　大谷地〒004-0041 （後発調２）第222号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番
     ２号
     011-801-2201  (011-801-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103,4377,3 月寒調剤薬局 〒062-0020 （後発調２）第378号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒中央通１０丁目
     ５番１４号
     011-854-3301  (011-854-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14203,4389,8 さくら薬局　札幌山鼻〒064-0927 （後発調２）第229号       平成30年 4月 1日
     南店 札幌市中央区南２７条西１３丁目
     １番２２号
     011-531-1180  (011-531-8335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14303,4391,4 リリィ薬局東雁来店 〒007-0030 （後発調２）第247号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区東雁来１０条１丁目１
     ０番１０号
     011-792-5637  (011-792-5638)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    342

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14403,4393,0 メイプル調剤薬局　大〒060-0001 （後発調２）第323号       平成30年 4月 1日
     通店 札幌市中央区北１条西４丁目１－
     １三甲大通公園ビル１階
     011-281-4200  (011-281-4201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14503,4396,3 ナカジマ薬局　札幌在〒060-0033 （後発調２）第324号       平成30年 4月 1日
     宅調剤センター 札幌市中央区北３条東８丁目８－
     ４砂子ビル１階
     011-215-1176  (011-215-1186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14603,4409,4 なの花薬局　手稲駅前〒006-0021 （後発調２）第462号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区手稲本町１条３丁目
     ３番１号手稲駅前プラザ南クリー
     ンリバーフィネス手稲ステーショ
     ンフロント１階
     011-686-4193  (011-686-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14703,4414,4 ソラリス薬局菊水店 〒003-0803 （後発調２）第184号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水３条２丁目ニュ
     ーギン札幌ビル１Ｆ
     011-827-6622  (011-827-6655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14803,4419,3 かえで薬局　大学通り〒006-0816 （後発調２）第353号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区前田６条１３丁目７
     番１７号グランドールベルス１　
     １Ｆ
     011-688-7190  (0120-644-699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14903,4423,5 オスト薬局もみじ台店〒004-0014 （後発調２）第272号       平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区もみじ台北６丁目１
     番３０号
     011-807-8830  (011-807-8846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15003,4434,2 サンチェーンあいの里〒002-8072 （後発調２）第264号       平成30年 4月 1日
     保険薬局 札幌市北区あいの里２条３丁目１
     ６－６
     011-768-8868  (011-768-8651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15103,4435,9 みらくる薬局　あすな〒060-0042 （後発調２）第370号       平成30年 4月 1日
     ろ昭和ビル店 札幌市中央区大通西５丁目８番地
     昭和ビル３階
     011-233-8000  (011-206-7511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15203,4450,8 アイン薬局札幌中央店〒060-0063 （後発調２）第385号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南３条西２丁目１－
     １Ｈ＆Ｂプラザビル１Ｆ
     011-200-5625  (011-200-5629)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    343

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15303,4454,0 アイン薬局千歳富丘店〒066-0034 （後発調２）第386号       平成30年 4月 1日
     千歳市富丘４丁目１－２２ハイツ
     まきば１Ｆ
     0123-49-2211  (0123-49-2274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15403,4455,7 アイン薬局北４４条店〒007-0844 （後発調２）第390号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北４４条東８丁目１－
     １カントリーハイツ清水１階
     011-704-6780  (011-704-6785)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15503,4458,1 アイン薬局五輪大橋店〒005-0803 （後発調２）第341号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿３条１丁目１番１
     号
     011-573-0621  (011-573-0622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15603,4467,2 アイン薬局恵庭店 〒061-1412 （後発調２）第405号       平成30年 4月 1日
     恵庭市白樺町１丁目１番３号
     0123-35-3550  (0123-35-3553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703,4472,2 アイン薬局札幌西店 〒063-0802 （後発調２）第406号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区二十四軒２条４丁目７
     番１７号二十四軒中央メディカル
     プラザビル１階
     011-688-9831  (011-688-9832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15803,4474,8 アイン薬局江別店 〒069-0812 （後発調２）第402号       平成30年 4月 1日
     江別市幸町２２番２３
     011-380-5020  (011-380-5022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15903,4476,3 アイン薬局手稲本町店〒006-0022 （後発調２）第407号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区手稲本町２条４丁目
     ２番２０号
     011-682-6117  (011-682-6113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16003,4480,5 アイン薬局月寒西店 〒062-0024 （後発調２）第393号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒西４条１０丁目
     ６番１３号
     011-826-5206  (011-826-5207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16103,4486,2 クローバー薬局上江別〒067-0061 （後発調２）第373号       平成30年 4月 1日
     店 江別市上江別東町４番５
     011-391-0216  (011-391-0217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16203,4497,9 フォーラム薬局　しの〒002-8022 （後発調２）第217号       平成30年 4月 1日
     ろ店 札幌市北区篠路２条７丁目５番２
     ４号
     011-775-0660  (011-775-0660)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    344

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16303,4498,7 ふしこ薬局 〒007-0862 （後発調２）第76号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区伏古２条５丁目３番５
     号
     011-785-2458  (011-785-2459)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16403,4499,5 共済ビル薬局 〒060-0004 （後発調２）第487号       平成30年 5月 1日
     札幌市中央区北４条西１丁目１番
     地共済ビル１Ｆ
     011-223-8333  (011-223-8334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16503,4504,2 快晴薬局　札幌店 〒004-0074 （後発調２）第90号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別北４条４丁目１
     －８
     011-801-5222  (011-801-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16603,4505,9 キタ調剤薬局　山鼻店〒064-0921 （後発調２）第112号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南２１条西１１丁目
     ２番３号
     011-520-0111  (011-520-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16703,4512,5 セイル薬局　札幌 〒060-0011 （後発調２）第484号       平成30年 5月 1日
     札幌市中央区北１１条西２４丁目
     １番２０号
     011-622-5001  (011-622-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16803,4519,0 サツドラ調剤薬局　曙〒006-0832 （後発調２）第96号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区曙２条２丁目４番２
     １号
     011-685-3388  (011-685-3397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16903,4521,6 さんこう調剤薬局　藤〒061-2283 （後発調２）第382号       平成30年 4月 1日
     野店 札幌市南区藤野３条７丁目１－２
     ６
     011-592-3252  (011-592-3253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17003,4522,4 北央調剤薬局 〒061-1431 （後発調２）第237号       平成30年 4月 1日
     恵庭市有明町４丁目１番１６号
     0123-32-1127  (0123-32-1128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17103,4525,7 アイン薬局美園店 〒062-0003 （後発調２）第396号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園３条５丁目３番
     ３０号
     011-374-4486  (011-374-4487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    345

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17203,4528,1 こころ調剤薬局 〒063-0804 （後発調２）第486号       平成30年 5月 1日
     札幌市西区二十四軒４条２丁目９
     －２ヴェルビリーブ琴似１０２号
     、２０２号
     011-614-4556  (011-676-4880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17303,4529,9 メディカル薬局１９８〒064-0919 （後発調２）第306号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南１９条西８丁目１
     番１４号
     011-520-9198  (011-520-9199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17403,4530,7 アイン薬局　南３９条〒005-0039 （後発調２）第397号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市南区南３９条西１１丁目１
     番３５号
     011-522-8601  (011-522-8602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17503,4532,3 調剤薬局ツルハドラッ〒065-0018 （後発調２）第57号        平成30年 4月 1日
     グ北１８条東店 札幌市東区北１８条東１５丁目１
     番１０号
     011-733-5268  (011-733-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17603,4533,1 アイン薬局北４条店 〒060-0004 （後発調２）第520号       平成30年 5月 1日
     札幌市中央区北４条西７丁目１番
     ４北農健保会館１Ｆ　Ｂ１Ｆ
     011-200-9564  (011-200-9565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17703,4536,4 アイン薬局　新琴似店〒001-0908 （後発調２）第398号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区新琴似８条１３丁目１
     番７号
     011-763-5151  (011-763-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17803,4543,0 コア薬局　恵み野店 〒061-1373 （後発調２）第208号       平成30年 4月 1日
     恵庭市恵み野西６丁目２１番３号
     0123-36-8889  (0123-36-8890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17903,4550,5 みらくる薬局　新川駅〒001-0924 （後発調２）第245号       平成30年 4月 1日
     前店 札幌市北区新川４条１丁目３番３
     号ｅｃｏａ新川クリニックモール
     １階
     011-729-8000  (011-729-8100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18003,4563,8 まつもと薬局手稲前田〒006-0816 （後発調２）第379号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区前田６条１６丁目１
     －７
     011-699-1161  (011-699-1157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    346

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18103,4565,3 ラビット調剤薬局　当〒061-0231 （後発調２）第193号       平成30年 4月 1日
     別店 石狩郡当別町六軒町７２番４０
     0133-22-2712  (0133-22-2713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18203,4566,1 ほろか薬局 〒003-0026 （後発調２）第32号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通４丁目南１－８
     011-376-5464  (011-376-5474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303,4592,7 つぐみ薬局 〒060-0063 （後発調２）第485号       平成30年 5月 1日
     札幌市中央区南３条西３丁目１０
     番地三信ビル４階
     011-211-8133  (011-211-8134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403,4593,5 ハート　メロディ　薬〒064-0927 （後発調２）第145号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市中央区南２７条西１３丁目
     １番２８号
     011-312-2371  (011-313-0789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503,4606,5 みらくる薬局　大通東〒060-0051 （後発調２）第246号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南１条東２丁目５－
     １ＭⅡビル地下１階
     011-222-8000  (011-222-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603,4607,3 株式会社くすりのもり〒066-0037 （後発調２）第179号       平成30年 4月 1日
     た 千歳市新富２丁目５番２号
     0123-24-9388  (0123-24-9349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18703,4611,5 時計台薬局　平岸店 〒062-0932 （後発調２）第178号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸２条７丁目４－
     １
     011-825-7090  (011-825-7091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803,4622,2 りんご調剤薬局　野幌〒069-0824 （後発調２）第172号       平成30年 4月 1日
     店 江別市東野幌本町７番５
     011-385-3170  (011-385-7176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18914,4160,0 キタガワ薬局 〒049-4501 （後発調２）第37号        平成30年 4月 1日
     久遠郡せたな町北檜山区北檜山２
     １番地
     0137-84-5416  (0137-84-6510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19014,4200,4 おもと薬局　かめだ店〒040-0072 （後発調２）第98号        平成30年 4月 1日
     函館市亀田町１番１１号
     0138-42-2884  (0138-42-2994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    347

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19114,4202,0 有限会社　山本薬局 〒049-3106 （後発調２）第183号       平成30年 4月 1日
     二海郡八雲町富士見町４４
     0137-63-3433  (0137-62-2165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19214,4203,8 日本調剤　杉並薬局 〒040-0001 （後発調２）第417号       平成30年 4月 1日
     函館市五稜郭町３４番１５号
     0138-31-1661  (0138-31-1600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19314,4218,6 ヒカリ調剤薬局　松風〒040-0035 （後発調２）第504号       平成30年 5月 1日
     店 函館市松風町２０番１５号
     0138-23-1772  (0138-23-8588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19414,4224,4 レインボー薬局　美原〒041-0806 （後発調２）第435号       平成30年 4月 1日
     店 函館市美原５丁目１９番２号
     0138-46-8110  (0138-46-8050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19514,4253,3 レインボー薬局　戸井〒041-0311 （後発調２）第427号       平成30年 4月 1日
     店 函館市浜町３５５番地６
     0138-82-3611  (0138-82-3613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19614,4271,5 日本調剤　東雲薬局 〒049-3105 （後発調２）第418号       平成30年 4月 1日
     二海郡八雲町東雲町５１番地４
     0137-64-3100  (0137-64-3108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19714,4275,6 アイリス調剤薬局 〒041-1213 （後発調２）第480号       平成30年 4月 1日
     北斗市開発２２５番地の７
     0138-77-1712  (0138-77-1713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19814,4284,8 有限会社　おおたに調〒042-0932 （後発調２）第103号       平成30年 4月 1日
     剤薬局 函館市湯川町１丁目２２ー１５
     0138-36-3211  (0138-36-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19914,4310,1 クリオネ　港町薬局 〒041-0821 （後発調２）第374号       平成30年 4月 1日
     函館市港町１丁目１１番１６
     0138-43-8123  (0138-43-9177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20014,4322,6 日本調剤　長万部薬局〒049-3521 （後発調２）第497号       平成30年 5月 1日
     山越郡長万部町字長万部１８番地
     ３０
     01377-2-5050  (01377-2-5621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20114,4352,3 レインボー薬局大川店〒040-0084 （後発調２）第434号       平成30年 4月 1日
     函館市大川町１２番２１号
     0138-62-3381  (0138-62-3382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    348

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20214,4361,4 シマダ薬局おおてまち〒040-0064 （後発調２）第25号        平成30年 4月 1日
     店 函館市大手町２番５号
     0138-22-2945  (0138-22-7562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20314,4372,1 レインボー薬局中央店〒040-0015 （後発調２）第507号       平成30年 5月 1日
     函館市梁川町１６番４号
     0138-30-7000  (0138-30-7012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20414,4382,0 あかまつ調剤薬局 〒041-1112 （後発調２）第199号       平成30年 4月 1日
     亀田郡七飯町鳴川５丁目１番５号
     0138-66-2771  (0138-66-2777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20514,4384,6 つじ薬粧調剤部 〒043-0043 （後発調２）第187号       平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字本町４０番地
     01395-2-0034  (01395-2-0048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20614,4396,0 フジ調剤薬局　西部店〒040-0065 （後発調２）第314号       平成30年 4月 1日
     函館市豊川町２番２号
     0138-24-1220  (0138-24-1230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20714,4404,2 川田調剤薬局 〒040-0035 （後発調２）第20号        平成30年 4月 1日
     函館市松風町１９番１１号
     0138-22-1112  (0138-22-1114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20814,4413,3 レインボー薬局森川店〒049-2313 （後発調２）第433号       平成30年 4月 1日
     茅部郡森町字森川町２７８番地１
     ３０
     01374-2-2333  (01374-2-6333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20914,4417,4 おもと薬局昭和店 〒041-0812 （後発調２）第99号        平成30年 4月 1日
     函館市昭和２丁目３７番１９号
     0138-44-3820  (0138-44-3830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21014,4427,3 日本調剤本町薬局 〒040-0011 （後発調２）第419号       平成30年 4月 1日
     函館市本町３３番３号
     0138-55-9912  (0138-55-9918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21114,4436,4 ドラッグまるや調剤部〒043-1113 （後発調２）第77号        平成30年 4月 1日
     檜山郡厚沢部町新町３６番地の１
     0139-67-2856  (0139-67-2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21214,4447,1 ホーム薬局グリーンヴ〒049-0101 （後発調２）第381号       平成30年 4月 1日
     ィラ店 北斗市追分２丁目６６番１号
     0138-48-0505  (0138-48-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    349

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21314,4448,9 あおぞら薬局日吉店 〒041-0841 （後発調２）第320号       平成30年 4月 1日
     函館市日吉町２丁目９番８号
     0138-55-0181  (0138-55-0182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21414,4452,1 あおい薬局 〒040-0063 （後発調２）第383号       平成30年 4月 1日
     函館市若松町２５番３号
     0138-27-7677  (0138-27-7678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21514,4464,6 調剤薬局ツルハドラッ〒041-0821 （後発調２）第511号       平成30年 5月 1日
     グ五稜郭店 函館市港町１丁目１番２号
     0138-62-6268  (0138-62-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21614,4469,5 たけうち薬局 〒042-0922 （後発調２）第45号        平成30年 4月 1日
     函館市銭亀町５７番地
     0138-58-3108  (0138-58-3108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21714,4480,2 ただ調剤薬局 〒041-1111 （後発調２）第498号       平成30年 6月 1日
     亀田郡七飯町本町６丁目７番４１
     号
     0138-65-0020  (0138-65-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21814,4489,3 しらかば薬局 〒041-0853 （後発調２）第503号       平成30年 5月 1日
     函館市中道２丁目５１番３号
     0138-32-9870  (0138-32-9488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21914,4491,9 ホーム薬局七飯店 〒041-1111 （後発調２）第481号       平成30年 4月 1日
     亀田郡七飯町本町３丁目９番２８
     号
     0138-84-6434  (0138-84-6474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22014,4493,5 レインボー薬局宮前店〒040-0073 （後発調２）第428号       平成30年 4月 1日
     函館市宮前町２０番２号
     0138-45-4003  (0138-45-4005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22114,4495,0 函館中央薬局　五稜郭〒040-0011 （後発調２）第289号       平成30年 4月 1日
     店 函館市本町２０番１５号
     0138-83-6144  (0138-83-6145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22214,4500,7 あおぞら薬局　石川店〒041-0802 （後発調２）第321号       平成30年 4月 1日
     函館市石川町１４９番地８
     0138-86-6831  (0138-86-6832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22314,4505,6 いにしえ調剤薬局 〒043-0041 （後発調２）第361号       平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字姥神町８５番１号
     0139-56-1886  (0139-56-1887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    350

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22414,4506,4 レインボー薬局　恵山〒041-0525 （後発調２）第432号       平成30年 4月 1日
     店 函館市日ノ浜町２２番地２
     0138-85-3515  (0138-85-3516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22514,4507,2 さくら薬局　函館中道〒041-0853 （後発調２）第228号       平成30年 4月 1日
     店 函館市中道１丁目２５番２６号
     0138-32-9977  (0138-32-9988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22614,4512,2 さくら薬局　鹿部店 〒041-1402 （後発調２）第225号       平成30年 4月 1日
     茅部郡鹿部町字鹿部１００番１１
     ４
     01372-7-5100  (01372-7-5200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22714,4513,0 さくら薬局　木古内店〒049-0422 （後発調２）第227号       平成30年 4月 1日
     上磯郡木古内町字本町７０７番７
     01392-2-1221  (01392-2-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22814,4519,7 ココカラファイン薬局〒042-0935 （後発調２）第332号       平成30年 4月 1日
     　函館駒場店 函館市駒場町５番１４号
     0138-32-7515  (0138-32-7510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22914,4523,9 サンセイつじ薬局 〒043-0022 （後発調２）第327号       平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５３１－
     ４
     0139-52-3367  (0139-52-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23014,4526,2 サンセイ調剤薬局本店〒040-0004 （後発調２）第326号       平成30年 4月 1日
     函館市杉並町１２番７号
     0138-35-6200  (0138-35-7333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23114,4531,2 あんず薬局　五稜郭店〒040-0001 （後発調２）第171号       平成30年 4月 1日
     函館市五稜郭町２０番１７号
     0138-52-2586  (0138-54-1264)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23214,4538,7 白ゆり薬局　末広店 〒040-0053 （後発調２）第192号       平成30年 4月 1日
     函館市末広町３番１４号
     0138-24-5010  (0138-24-5030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23314,4541,1 アカサキ薬局　柏木店〒042-0942 （後発調２）第203号       平成30年 4月 1日
     函館市柏木町１５番４号
     0138-55-3060  (0138-55-3063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23414,4547,8 桔梗調剤薬局 〒041-0808 （後発調２）第523号       平成30年 5月 1日
     函館市桔梗３丁目２３番１５号
     0138-47-2233  (0138-47-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    351

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23514,4548,6 いちご薬局 〒041-0808 （後発調２）第128号       平成30年 4月 1日
     函館市桔梗５丁目１４番３号
     0138-47-2333  (0138-47-5666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23614,4555,1 日本調剤　深堀薬局 〒042-0941 （後発調２）第420号       平成30年 4月 1日
     函館市深堀町１１番１号
     0138-30-6101  (0138-55-3850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23714,4558,5 クリオネさくら公園薬〒040-0001 （後発調２）第317号       平成30年 4月 1日
     局 函館市五稜郭町４０番１号
     0138-33-3009  (0138-33-3006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23814,4565,0 アイン薬局　函館日吉〒041-0841 （後発調２）第380号       平成30年 4月 1日
     店 函館市日吉町１丁目１４番３号
     0138-33-7201  (0138-33-7202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23914,4567,6 江差調剤薬局 〒043-0022 （後発調２）第342号       平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５５４－
     ２
     0139-52-5700  (0139-52-5800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24014,4583,3 コア薬局　函館昭和店〒041-0812 （後発調２）第207号       平成30年 4月 1日
     函館市昭和１丁目２９番７号昭和
     タウンプラザＡ館２階
     0138-44-0570  (0138-44-0571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24114,4586,6 かすみ園薬局 〒042-0942 （後発調２）第219号       平成30年 4月 1日
     函館市柏木町１０番６号
     0138-51-3700  (0138-51-3800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24214,4588,2 アイン薬局八雲新店 〒049-3105 （後発調２）第399号       平成30年 4月 1日
     二海郡八雲町東雲町５１番９７
     0137-66-5544  (0137-66-5545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24314,4595,7 わかば薬局 〒049-0162 （後発調２）第501号       平成30年 5月 1日
     北斗市中央２丁目４番１号
     0138-74-3636  (0138-74-3637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24420,4099,7 有限会社　てらにし調〒047-0032 （後発調２）第243号       平成30年 4月 1日
     剤薬局 小樽市稲穂２丁目２２番８号小樽
     駅前第一ビル３階
     0134-32-2348  (0134-32-2366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24520,4147,4 ソイック薬局 〒046-0003 （後発調２）第400号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１２丁目８１
     番地７
     0135-23-8500  (0135-22-7566)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    352

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24620,4163,1 有限会社　錦町調剤薬〒047-0039 （後発調２）第308号       平成30年 4月 1日
     局 小樽市錦町１５番３号
     0134-24-4022  (0134-24-4027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24720,4177,1 日本調剤　余市薬局 〒046-0003 （後発調２）第489号       平成30年 5月 1日
     余市郡余市町黒川町１９丁目１５
     番地１３
     0135-22-6883  (0135-22-6856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24820,4185,4 クローバー薬局 〒047-0024 （後発調２）第370号       平成30年 4月 1日
     小樽市花園３丁目１９番１６号
     0134-31-5036  (0134-31-5037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24920,4213,4 有限会社　アルブル　〒047-0039 （後発調２）第268号       平成30年 4月 1日
     イルカ薬局　錦町店 小樽市錦町５番１０号
     0134-21-5775  (0134-21-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25020,4215,9 有限会社　ハルミ薬局〒047-0152 （後発調２）第141号       平成30年 4月 1日
     小樽市新光１丁目１０番１２号
     0134-54-5503  (0134-64-1737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25120,4228,2 有限会社　くるみ薬局〒047-0264 （後発調２）第186号       平成30年 4月 1日
     小樽市桂岡町２番１９号
     0134-61-2828  (0134-61-2822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25220,4236,5 なの花薬局　南小樽店〒047-0021 （後発調２）第446号       平成30年 4月 1日
     小樽市入船２丁目３番２号
     0134-27-3989  (0134-22-3483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25320,4238,1 なの花薬局　小樽山の〒047-0034 （後発調２）第445号       平成30年 4月 1日
     手店 小樽市緑２丁目２１番２号
     0134-24-0708  (0134-24-5944)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25420,4243,1 なの花薬局　長橋店 〒047-0036 （後発調２）第459号       平成30年 4月 1日
     小樽市長橋３丁目８番３号
     0134-23-8121  (0134-23-8122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25520,4246,4 あい調剤薬局 〒047-0033 （後発調２）第161号       平成30年 4月 1日
     小樽市富岡１丁目３番１２号
     0134-33-3311  (0134-33-3313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25620,4248,0 コスモ調剤薬局　真狩〒048-1631 （後発調２）第373号       平成30年 4月 1日
     店 虻田郡真狩村字真狩１７－１２
     0136-45-3000  (0136-45-3032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    353

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25720,4261,3 大正堂薬局 〒046-0003 （後発調２）第240号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町７丁目３５番
     地
     0135-48-5555  (0135-48-5539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25820,4269,6 あすなろ薬局　小樽店〒047-0032 （後発調２）第89号        平成30年 4月 1日
     小樽市稲穂２丁目１７番１号
     0134-26-6530  (0134-26-6531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25920,4282,9 クリオネ住ノ江薬局 〒047-0014 （後発調２）第316号       平成30年 4月 1日
     小樽市住ノ江１丁目４番１４号
     0134-61-1375  (0134-61-1376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26020,4285,2 センター薬局　南小樽〒047-0014 （後発調２）第139号       平成30年 4月 1日
     店 小樽市住ノ江１丁目２番１５号
     0134-64-1452  (0134-64-1462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26120,4289,4 わかくさ薬局小樽店 〒047-0014 （後発調２）第28号        平成30年 4月 1日
     小樽市住ノ江１丁目４番１０号
     0134-64-1337  (0134-64-1357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26220,4294,4 なの花薬局小樽花園店〒047-0024 （後発調２）第460号       平成30年 4月 1日
     小樽市花園２丁目５番４号
     0134-31-1193  (0134-31-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26326,4051,5 京極調剤薬局 〒044-0101 （後発調２）第190号       平成30年 4月 1日
     虻田郡京極町字京極２３０番地
     0136-41-2277  (0136-41-2278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26426,4056,4 秀世堂薬局 〒048-1501 （後発調２）第86号        平成30年 4月 1日
     虻田郡ニセコ町字富士見２番地５
     0136-43-2233  (0136-43-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26526,4062,2 寿都そよかぜ薬局 〒048-0406 （後発調２）第11号        平成30年 4月 1日
     寿都郡寿都町字渡島町７２番地６
     0136-62-3381  (0136-62-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26626,4063,0 余市ひまわり薬局 〒046-0003 （後発調２）第259号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町黒川町１２丁目４６
     番地
     0135-22-0251  (0135-22-0252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26726,4069,7 ココカラファイン薬局〒045-0011 （後発調２）第331号       平成30年 4月 1日
     　岩内店 岩内郡岩内町字栄１７２番地
     0135-61-4774  (0134-61-4884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    354

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26826,4071,3 大正堂薬局山田店 〒046-0012 （後発調２）第239号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町山田町５０番地２３
     0135-23-7000  (0135-23-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26926,4074,7 優調剤薬局　２号店 〒044-0054 （後発調２）第443号       平成30年 4月 1日
     虻田郡倶知安町北４条西３丁目６
     番１
     0136-21-7600  (0136-21-7601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27029,4154,1 有限会社　フジモト天〒089-0354 （後発調２）第502号       平成30年 5月 1日
     光堂薬局 上川郡清水町字御影本通リ２丁目
     ２０
     0156-63-2033  (0156-63-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27129,4302,6 道北調剤薬局 〒078-8211 （後発調２）第357号       平成30年 4月 1日
     旭川市１条通２５丁目４８９番地
     ７９
     0166-35-8633  (0166-35-8660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27229,4325,7 十仁薬局 〒070-0031 （後発調２）第350号       平成30年 4月 1日
     旭川市１条通８丁目５０４番地　
     西武パーキングビル２階
     0166-23-6611  (0166-24-1661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27329,4326,5 士別調剤薬局 〒095-0048 （後発調２）第134号       平成30年 4月 1日
     士別市東１１条４丁目３０２９番
     地２８
     01652-2-1515  (01652-3-5060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27429,4330,7 有限会社　フクヤ薬局〒071-0543 （後発調２）第436号       平成30年 4月 1日
     空知郡上富良野町中町２丁目３番
     ２４号
     0167-45-2009  (0167-45-5039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27529,4343,0 日本調剤　旭川二条薬〒070-0032 （後発調２）第425号       平成30年 4月 1日
     局 旭川市２条通１丁目４９９ー３
     0166-25-5505  (0166-25-5507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27629,4349,7 神楽調剤薬局 〒070-8003 （後発調２）第24号        平成30年 4月 1日
     旭川市神楽３条２丁目２８６
     0166-61-7379  (0166-61-7379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27729,4364,6 わかば調剤薬局 〒079-8413 （後発調２）第201号       平成30年 4月 1日
     旭川市永山３条７丁目１番８号
     0166-47-8711  (0166-47-8771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    355

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27829,4368,7 エースリー調剤薬局　〒070-8013 （後発調２）第59号        平成30年 4月 1日
     神居店 旭川市神居３条９丁目１ー３
     0166-69-2159  (0166-69-2159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27929,4401,6 レント調剤薬局 〒071-8121 （後発調２）第508号       平成30年 5月 1日
     旭川市末広東１条２丁目２番４号
     0166-54-6606  (0166-54-6339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28029,4419,8 調剤薬局クスリのツル〒079-8413 （後発調２）第62号        平成30年 4月 1日
     ハ　永山３条店 旭川市永山３条４丁目３番１号
     0166-49-4155  (0166-49-4155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28129,4460,2 調剤薬局　ツルハドラ〒070-0842 （後発調２）第60号        平成30年 4月 1日
     ッグ大町店 旭川市大町２条１４丁目
     0166-46-8797  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28229,4471,9 松野薬局　東光店 〒078-8343 （後発調２）第163号       平成30年 4月 1日
     旭川市東光３条６丁目１ー２３
     0166-45-6036  (0166-45-6037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28329,4472,7 有限会社　ふじさわ薬〒071-8132 （後発調２）第211号       平成30年 4月 1日
     局 旭川市末広２条６丁目６番１２号
     0166-51-1881  (0166-51-1886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28429,4489,1 南四条中央薬局 〒078-8334 （後発調２）第286号       平成30年 4月 1日
     旭川市南４条通２２丁目３番地の
     ５１
     0166-38-6800  (0166-38-6811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28529,4491,7 太光堂薬局 〒070-0034 （後発調２）第191号       平成30年 4月 1日
     旭川市４条通１３丁目１４３４番
     ３号
     0166-29-5630  (0166-29-3618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28629,4502,1 有限会社　大谷薬局 〒095-0029 （後発調２）第437号       平成30年 4月 1日
     士別市大通西７丁目７１１ー４
     0165-23-2079  (0165-22-4300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28729,4511,2 ハート薬局ながやま店〒079-8415 （後発調２）第80号        平成30年 4月 1日
     旭川市永山５条１１丁目１番９号
     0166-46-0863  (0166-46-0840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28829,4527,8 十字街中央薬局 〒070-8011 （後発調２）第287号       平成30年 4月 1日
     旭川市神居１条１０丁目２番９号
     0166-63-0088  (0166-63-0165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    356

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28929,4549,2 レント豊岡調剤薬局 〒078-8236 （後発調２）第473号       平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡６条４丁目１１番１６
     号
     0166-32-0720  (0166-32-0720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29029,4553,4 松井薬局 〒071-0542 （後発調２）第168号       平成30年 4月 1日
     空知郡上富良野町錦町２丁目２番
     １号
     0167-45-2365  (0167-45-2365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29129,4555,9 当麻薬局 〒078-1304 （後発調２）第3号         平成30年 4月 1日
     上川郡当麻町４条西３丁目１７番
     ２１号
     0166-84-3050  (0166-84-3307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29229,4560,9 和寒調剤薬局 〒098-0132 （後発調２）第81号        平成30年 4月 1日
     上川郡和寒町字西町１０９番地
     0165-32-3337  (0165-32-3367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29329,4568,2 パルム薬局 〒078-8341 （後発調２）第166号       平成30年 4月 1日
     旭川市東光１条６丁目２番４号
     0166-37-0660  (0166-37-0661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29429,4574,0 ハート薬局かぐら店 〒070-8002 （後発調２）第309号       平成30年 4月 1日
     旭川市神楽２条４丁目２番１２号
     0166-63-6699  (0166-73-4881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29529,4583,1 カブトヤ薬局 〒070-0039 （後発調２）第140号       平成30年 4月 1日
     旭川市九条通１４丁目右１０号
     0166-23-3742  (0166-25-7400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29629,4589,8 センター薬局　上川店〒078-1743 （後発調２）第185号       平成30年 4月 1日
     上川郡上川町花園町２１２番３
     01658-9-2600  (01658-9-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29729,4595,5 旭川医大前調剤薬局 〒078-8302 （後発調２）第205号       平成30年 4月 1日
     旭川市緑が丘２条４丁目６番２２
     号
     0166-60-7001  (0166-60-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29829,4597,1 医大前グリーンヒル薬〒078-8302 （後発調２）第87号        平成30年 4月 1日
     局 旭川市緑が丘２条４丁目１１番５
     号
     0166-73-6600  (0166-73-6636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    357

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29929,4598,9 さくら薬局　富良野店〒076-0028 （後発調２）第233号       平成30年 4月 1日
     富良野市錦町１番１号
     0167-22-1331  (0167-22-1336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30030,4003,8 風連調剤薬局 〒098-0504 （後発調２）第197号       平成30年 4月 1日
     名寄市風連町本町７７番１
     01655-7-2101  (01655-3-2422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30130,4007,9 センター薬局高台通店〒071-8132 （後発調２）第68号        平成30年 4月 1日
     旭川市末広２条１丁目１番１０号
     0166-46-8800  (0166-46-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30230,4009,5 日本調剤　旭川四条薬〒070-0034 （後発調２）第423号       平成30年 4月 1日
     局 旭川市４条通１３丁目８３４番地
     0166-21-3151  (0166-24-2261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30330,4027,7 調剤薬局ツルハドラッ〒079-8417 （後発調２）第65号        平成30年 4月 1日
     グ永山７条店 旭川市永山７条４丁目１００ー９
     ９
     0166-40-2268  (0166-40-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30430,4028,5 旭川メロディー薬局　〒079-8414 （後発調２）第329号       平成30年 4月 1日
     環状通り店 旭川市永山４条５丁目１－２０
     0166-47-1189  (0166-47-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30530,4037,6 紅屋薬局 〒076-0024 （後発調２）第105号       平成30年 4月 1日
     富良野市幸町７番２８号
     0167-22-2601  (0167-22-1782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30630,4038,4 調剤薬局ツルハドラッ〒076-0021 （後発調２）第61号        平成30年 4月 1日
     グ富良野緑町店 富良野市緑町１番１４号
     0167-39-1151  (0167-39-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30730,4039,2 あしたば薬局　日赤前〒070-0032 （後発調２）第355号       平成30年 4月 1日
     店 旭川市２条通１丁目４９９－１
     0166-22-4193  (0166-22-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30830,4048,3 旭町調剤薬局 〒070-0832 （後発調２）第206号       平成30年 4月 1日
     旭川市旭町２条４丁目１２番地３
     ０８
     0166-55-6262  (0166-55-7676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30930,4054,1 あすなろ調剤薬局 〒070-0030 （後発調２）第274号       平成30年 4月 1日
     旭川市宮下通７丁目３８９７番地
     旭川駅前ビル４階
     0166-29-7300  (0166-29-7333)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    358

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31030,4074,9 アイン薬局旭川店 〒070-0029 （後発調２）第311号       平成30年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目２番３号
     0166-29-1411  (0166-29-1401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31130,4077,2 アイン薬局旭川八条通〒070-0038 （後発調２）第403号       平成30年 4月 1日
     店 旭川市８条通１０丁目２１９１番
     地３３９
     0166-21-7723  (0166-27-8515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31230,4079,8 アイン薬局士別店 〒095-0048 （後発調２）第388号       平成30年 4月 1日
     士別市東１１条６丁目２３０９番
     ２
     0165-29-2081  (0165-29-2084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31330,4082,2 アイン薬局旭川一条通〒070-0031 （後発調２）第395号       平成30年 4月 1日
     店 旭川市１条通６丁目７８番１クリ
     スタルビル１Ｆ
     0166-74-7935  (0166-74-7936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31430,4083,0 アイランド薬局春光店〒070-0871 （後発調２）第283号       平成30年 4月 1日
     旭川市春光１条９丁目１番２８号
     0166-59-5670  (0166-53-8343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31530,4086,3 イオン薬局旭川西店 〒070-0823 （後発調２）第378号       平成30年 4月 1日
     旭川市緑町２３丁目２１６１番地
     ３
     0166-59-7845  (0166-59-7808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31630,4087,1 調剤薬局ツルハドラッ〒070-0843 （後発調２）第510号       平成30年 5月 1日
     ク旭川大町３条店 旭川市大町３条５丁目２３９７－
     １８
     0166-46-7268  (0166-46-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31730,4091,3 ココカラファイン薬局〒078-8251 （後発調２）第333号       平成30年 4月 1日
     　東旭川店 旭川市東旭川北１条６丁目６番２
     号
     0166-36-7780  (0166-36-7790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31830,4095,4 ふじさわ薬局永山４条〒079-8414 （後発調２）第444号       平成30年 4月 1日
     店 旭川市永山４条１０丁目２番１４
     号
     0166-49-1881  (0166-49-1888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31930,4097,0 有限会社健保堂エール〒079-8417 （後発調２）第312号       平成30年 4月 1日
     薬局 旭川市永山７条５丁目１番５号
     0166-46-5250  (0166-46-5251)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    359

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32030,4098,8 恵愛調剤薬局永山店 〒079-8412 （後発調２）第127号       平成30年 4月 1日
     旭川市永山２条１６丁目５番１４
     号
     0166-74-5115  (0166-74-5116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32130,4100,2 ほたる調剤薬局上富良〒071-0561 （後発調２）第372号       平成30年 4月 1日
     野店 空知郡上富良野町大町３丁目３－
     ４１
     0167-45-0208  (0167-45-2331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32230,4102,8 なの花薬局豊岡店 〒078-8232 （後発調２）第157号       平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡２条６丁目６番９号
     0166-31-9898  (0166-31-9696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32330,4105,1 なの花薬局東旭川店 〒078-8261 （後発調２）第156号       平成30年 4月 1日
     旭川市東旭川南１条５丁目８番１
     ８号
     0166-36-0015  (0166-36-0016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32430,4107,7 なの花薬局ネーブル店〒076-0024 （後発調２）第155号       平成30年 4月 1日
     富良野市幸町９番１０号
     0167-39-1193  (0167-39-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32530,4108,5 しんとみ調剤薬局 〒070-0002 （後発調２）第231号       平成30年 4月 1日
     旭川市新富２条１丁目１番１３号
     0166-24-8228  (0166-24-8237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32630,4109,3 さいほう薬局 〒079-2403 （後発調２）第202号       平成30年 4月 1日
     空知郡南富良野町字幾寅６１７－
     ２３
     0167-39-7033  (0167-39-7033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32735,4111,8 有限会社　伊達光調剤〒052-0027 （後発調２）第249号       平成30年 4月 1日
     薬局 伊達市大町３
     0142-25-5425  (0142-25-6892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32835,4156,3 登別中央調剤薬局 〒059-0012 （後発調２）第271号       平成30年 4月 1日
     登別市中央町５丁目１番地１
     0143-88-2112  (0143-88-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32935,4160,5 パルス薬局　伊達店 〒052-0021 （後発調２）第488号       平成30年 5月 1日
     伊達市末永町６２番２号
     0142-21-2121  (0142-21-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33035,4165,4 有限会社　山本薬局 〒049-5603 （後発調２）第288号       平成30年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町入江５１番地２１
     0142-76-1122  (0142-76-1166)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    360

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33135,4170,4 駅前通り調剤薬局 〒052-0032 （後発調２）第26号        平成30年 4月 1日
     伊達市山下町１５９番地１
     0142-21-5665  (0142-21-3080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33235,4183,7 日本調剤　室蘭薬局 〒051-0012 （後発調２）第422号       平成30年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目７番１号
     0143-25-6800  (0143-22-6802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33335,4205,8 みどり薬局 〒051-0016 （後発調２）第42号        平成30年 4月 1日
     室蘭市幸町７番６号
     0143-23-3655  (0143-24-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33435,4215,7 室蘭ひまわり薬局 〒050-0085 （後発調２）第278号       平成30年 4月 1日
     室蘭市輪西町２丁目３番２０号
     0143-41-7001  (0143-41-7007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33535,4219,9 かえで調剤薬局富士町〒059-0014 （後発調２）第270号       平成30年 4月 1日
     店 登別市富士町６丁目２１番地６
     0143-81-4670  (0143-81-4671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33635,4220,7 ひかり薬局舟岡店 〒052-0014 （後発調２）第250号       平成30年 4月 1日
     伊達市舟岡町２１２番地９
     0142-21-1710  (0142-21-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33735,4247,0 ポチヤ薬局 〒050-0065 （後発調２）第476号       平成30年 4月 1日
     室蘭市本輪西町１丁目６番９号
     0143-55-8433  (0143-55-8633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33835,4250,4 ななかまど調剤薬局 〒059-0028 （後発調２）第275号       平成30年 4月 1日
     登別市富岸町２丁目２番地２１
     0143-82-5501  (0143-82-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33935,4255,3 ひまわり薬局 〒050-0065 （後発調２）第119号       平成30年 4月 1日
     室蘭市本輪西町３丁目３４番５号
     0143-55-8931  (0143-55-1539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34035,4256,1 あいあい薬局 〒052-0024 （後発調２）第120号       平成30年 4月 1日
     伊達市鹿島町３１番地１３
     0142-22-2626  (0142-22-2627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34135,4257,9 本町薬局 〒049-5615 （後発調２）第121号       平成30年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町本町１９５番地１
     ５
     0142-74-2626  (0142-74-2627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    361

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34235,4258,7 インター薬局 〒052-0012 （後発調２）第131号       平成30年 4月 1日
     伊達市松ケ枝町３０番地１３
     0142-21-3636  (0142-21-3638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34335,4261,1 アイン薬局室蘭店 〒051-0012 （後発調２）第522号       平成30年 5月 1日
     室蘭市山手町３丁目７番２号
     0143-25-5311  (0143-25-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34435,4262,9 アイン薬局東室蘭店 〒050-0083 （後発調２）第521号       平成30年 5月 1日
     室蘭市東町４丁目１番１７号
     0143-41-5030  (0143-41-5036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34535,4263,7 アイン薬局白鳥台店 〒050-0054 （後発調２）第315号       平成30年 4月 1日
     室蘭市白鳥台５丁目１９番２３号
     0143-59-7522  (0143-59-7523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34635,4267,8 オスト薬局かもめ店 〒050-0082 （後発調２）第276号       平成30年 4月 1日
     室蘭市寿町１丁目５番７号
     0143-41-3651  (0143-41-3652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34735,4272,8 なの花薬局御前水店 〒051-0002 （後発調２）第491号       平成30年 5月 1日
     室蘭市御前水町２丁目７番２３号
     0143-22-1400  (0143-22-5566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34835,4273,6 なの花薬局ことぶき店〒050-0082 （後発調２）第299号       平成30年 4月 1日
     室蘭市寿町１丁目１番２０号
     0143-44-5133  (0143-44-5134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34935,4276,9 なの花薬局新富店 〒051-0005 （後発調２）第302号       平成30年 4月 1日
     室蘭市新富町１丁目４番１号
     0143-22-1189  (0143-25-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35035,4278,5 なの花薬局とんけし店〒059-0028 （後発調２）第300号       平成30年 4月 1日
     登別市富岸町２丁目２番地１９
     0143-86-7500  (0143-86-3434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35135,4279,3 なの花薬局登別温泉店〒059-0551 （後発調２）第303号       平成30年 4月 1日
     登別市登別温泉町２２８番地１
     0143-80-3020  (0143-84-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35235,4281,9 なの花薬局伊達梅本店〒052-0022 （後発調２）第492号       平成30年 5月 1日
     伊達市梅本町６番地
     0142-23-3911  (0142-23-3987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35335,4282,7 なの花薬局伊達松ヶ枝〒052-0012 （後発調２）第301号       平成30年 4月 1日
     店 伊達市松ケ枝町５９番地１８
     0142-21-1201  (0142-21-1202)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    362

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35436,4049,8 ナカジマ薬局　苫小牧〒053-0046 （後発調２）第514号       平成30年 5月 1日
     店 苫小牧市住吉町１丁目２番８号
     0144-35-0568  (0144-35-0580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35536,4053,0 グリーン調剤薬局 〒053-0006 （後発調２）第509号       平成30年 5月 1日
     苫小牧市新中野町３丁目９番８号
     0144-36-6600  (0144-36-6512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35636,4073,8 たいせい薬局 〒053-0806 （後発調２）第15号        平成30年 4月 1日
     苫小牧市大成町２丁目３番１号
     0144-75-1221  (0144-75-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35736,4075,3 グリーン調剤薬局　と〒059-1261 （後発調２）第143号       平成30年 4月 1日
     きわ東店 苫小牧市ときわ町６丁目２１番５
     号
     0144-61-2345  (0144-61-2346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35836,4079,5 苫小牧ひまわり薬局 〒053-0855 （後発調２）第261号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市見山町１丁目８番２３号
     0144-71-2616  (0144-71-2617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35936,4087,8 グリーン調剤薬局　西〒059-1261 （後発調２）第136号       平成30年 4月 1日
     インター店 苫小牧市ときわ町３丁目１５番１
     号
     0144-61-2600  (0144-61-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36036,4092,8 ふじい薬局　双葉調剤〒053-0045 （後発調２）第117号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市双葉町１丁目３ー４
     0144-31-6400  (0144-31-6401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36136,4099,3 木場町薬局 〒053-0033 （後発調２）第132号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市木場町２丁目９番１５号
     0144-31-7180  (0144-31-7181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36236,4118,1 ふじい薬局　王子通り〒053-0022 （後発調２）第529号       平成30年 6月 1日
     本店 苫小牧市表町５丁目２－７風都市
     ビル１階
     0144-35-1000  (0144-35-1002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36336,4124,9 伊達いづみ調剤薬局 〒052-0024 （後発調２）第304号       平成30年 4月 1日
     伊達市鹿島町１番地５
     0142-22-1238  (0142-22-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36436,4126,4 ハッピー調剤薬局 〒059-1601 （後発調２）第380号       平成30年 4月 1日
     勇払郡厚真町京町１００番地１
     01452-7-3132  (01452-7-3133)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    363

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36536,4127,2 新冠薬局 〒059-2402 （後発調２）第313号       平成30年 4月 1日
     新冠郡新冠町字中央町２４番地１
     ４
     0146-47-2338  (0146-47-4747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36636,4133,0 調剤薬局ツルハドラッ〒053-0805 （後発調２）第51号        平成30年 4月 1日
     グ　大成店 苫小牧市新富町１丁目８－２５
     0144-71-6501  (0144-71-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36736,4147,0 ふじい薬局緑ヶ丘店 〒053-0034 （後発調２）第118号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市清水町１丁目２番地１号
     0144-31-6111  (0144-31-6112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36836,4163,7 川沿調剤薬局 〒053-0822 （後発調２）第195号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市川沿町４丁目８－５
     0144-73-3666  (0144-75-0399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36936,4174,4 さくらぎ調剤薬局 〒053-0832 （後発調２）第142号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市桜木町２丁目２５番２３
     号
     0144-75-5000  (0144-75-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37036,4178,5 ふよう調剤薬局 〒053-0025 （後発調２）第277号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市本町１丁目５番１２号
     0144-32-4193  (0144-32-4198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37136,4180,1 ふじい薬局早来大町店〒059-1501 （後発調２）第126号       平成30年 4月 1日
     勇払郡安平町早来大町７９－３
     0145-22-3255  (0145-22-3256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37236,4182,7 ふじい薬局三光町店 〒053-0042 （後発調２）第528号       平成30年 5月 1日
     苫小牧市三光町５丁目６番１４号
     0144-35-0711  (0144-35-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37336,4188,4 なの花薬局川沿店 〒053-0822 （後発調２）第292号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市川沿町４丁目１番６号
     0144-71-1193  (0144-71-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37436,4191,8 なの花薬局苫小牧北栄〒059-1304 （後発調２）第294号       平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市北栄町１丁目２２番３９
     号
     0144-53-8858  (0144-53-8859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37536,4197,5 日本調剤　三光薬局 〒053-0042 （後発調２）第421号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市三光町２丁目５番５号
     0144-38-5080  (0144-38-5081)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    364

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37638,4050,2 よしづ薬局 〒057-0033 （後発調２）第253号       平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町堺町東２丁目１３番
     ３号
     01462-2-1050  (01462-2-3377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37738,4070,0 ポプラ薬局　浦河店 〒057-0033 （後発調２）第291号       平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町堺町東１丁目１２番
     １号
     01462-2-5855  (01462-2-5870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37838,4073,4 株式会社　浦河薬局 〒057-0033 （後発調２）第216号       平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町堺町東１丁目３番１
     ４号
     0146-22-2247  (0146-22-5414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37938,4086,6 なの花薬局浦河店 〒057-0007 （後発調２）第296号       平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１
     番９号
     0146-24-2100  (0146-24-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38038,4087,4 なの花薬局荻伏店 〒059-3451 （後発調２）第297号       平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町荻伏町３４番２
     0146-24-5500  (0146-24-5501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38138,4091,6 なの花薬局静内高砂店〒056-0022 （後発調２）第298号       平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内高砂町３丁
     目９番８６号
     0146-42-1063  (0146-42-7451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38241,4165,2 有限会社　かんの薬局〒088-0331 （後発調２）第165号       平成30年 4月 1日
     白糠郡白糠町東１条北４丁目１番
     地２３
     01547-2-2745  (0157-2-2839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38341,4172,8 真栄３条薬局 〒088-1123 （後発調２）第293号       平成30年 4月 1日
     厚岸郡厚岸町真栄１丁目８０番地
     0153-52-8228  (0153-52-8118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38441,4178,5 ハートランド薬局 〒085-0034 （後発調２）第479号       平成30年 4月 1日
     釧路市白金町２番１３号
     0154-24-8002  (0154-24-8005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38541,4182,7 株式会社　金安薬局　〒085-0063 （後発調２）第110号       平成30年 4月 1日
     文苑店 釧路市文苑４丁目６６番７号
     0154-39-2660  (0154-39-2661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    365

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38641,4209,8 クリスタル薬局 〒088-0616 （後発調２）第377号       平成30年 4月 1日
     釧路郡釧路町曙１丁目１番地２８
     0154-39-6266  (0154-39-6267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38741,4211,4 釧路調剤薬局　春採店〒085-0813 （後発調２）第257号       平成30年 4月 1日
     釧路市春採４丁目１１番５号
     0154-44-0010  (0154-44-0040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38841,4223,9 フロンティア薬局　鳥〒084-0906 （後発調２）第467号       平成30年 4月 1日
     取店 釧路市鳥取大通５丁目１５番１号
     0154-51-5587  (0154-51-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38941,4224,7 フロンティア薬局　若〒085-0036 （後発調２）第466号       平成30年 4月 1日
     竹店 釧路市若竹町１４番１２号
     0154-24-3317  (0154-22-7567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39041,4227,0 斉藤薬局　浪花店 〒085-0021 （後発調２）第358号       平成30年 4月 1日
     釧路市浪花町７丁目６番
     0154-21-9500  (0154-21-9501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39141,4231,2 有限会社　カトウ薬局〒084-0906 （後発調２）第255号       平成30年 4月 1日
     鳥取店 釧路市鳥取大通３丁目１１番７号
     0154-55-5401  (0154-55-5403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39241,4236,1 株式会社　摩周調剤薬〒088-3212 （後発調２）第214号       平成30年 4月 1日
     局 川上郡弟子屈町泉２－３－５
     01548-2-8388  (01548-2-8411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39341,4242,9 フロンティア薬局　鶴〒085-0821 （後発調２）第468号       平成30年 4月 1日
     ヶ岱店 釧路市鶴ケ岱２丁目３番５号
     0154-43-3111  (0154-43-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39441,4254,4 斉藤薬局　宮本店 〒085-0833 （後発調２）第359号       平成30年 4月 1日
     釧路市宮本２丁目５番５号
     0154-44-6688  (0154-41-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39541,4261,9 イオン薬局釧路昭和店〒084-0910 （後発調２）第377号       平成30年 4月 1日
     釧路市昭和中央４丁目１８番１号
     0154-55-7123  (0154-55-1825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39641,4276,7 有限会社カトウ薬局文〒085-0063 （後発調２）第212号       平成30年 4月 1日
     苑店 釧路市文苑２丁目２０番１１号
     0154-64-5141  (0154-64-5142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39741,4284,1 むつみ薬局 〒088-0615 （後発調２）第292号       平成30年 4月 1日
     釧路郡釧路町睦２丁目１番４号
     0154-37-9989  (0154-37-6248)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    366

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39841,4285,8 ドレミ調剤薬局 〒088-2301 （後発調２）第182号       平成30年 4月 1日
     川上郡標茶町旭２丁目１ー１
     015-485-2003  (015-485-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39941,4295,7 メモリアル薬局 〒085-0062 （後発調２）第130号       平成30年 4月 1日
     釧路市愛国１９１番５７１９
     0154-39-1635  (0154-39-1636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40041,4296,5 たかはし薬局本店 〒085-0035 （後発調２）第116号       平成30年 4月 1日
     釧路市共栄大通７丁目２番１２号
     0154-24-8868  (0120-910-946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40141,4306,2 アイン薬局釧路春採店〒085-0813 （後発調２）第404号       平成30年 4月 1日
     釧路市春採７丁目９番１５号
     0154-46-8391  (0154-46-8392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40241,4311,2 入江調剤薬局 〒085-0008 （後発調２）第438号       平成30年 4月 1日
     釧路市入江町６番２０号
     0154-25-5530  (0154-25-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40341,4313,8 なの花薬局曙店 〒088-0616 （後発調２）第490号       平成30年 5月 1日
     釧路郡釧路町曙３丁目１１番地１
     ３
     0154-38-6789  (0154-38-5173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40441,4314,6 なの花薬局文苑店 〒085-0063 （後発調２）第148号       平成30年 4月 1日
     釧路市文苑１丁目４１番１２号
     0154-39-2210  (0154-39-2186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40541,4315,3 なの花薬局昭和店 〒084-0910 （後発調２）第147号       平成30年 4月 1日
     釧路市昭和中央３丁目２１番１３
     号
     0154-55-5501  (0154-55-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40641,4319,5 株式会社イブしろくま〒088-0331 （後発調２）第93号        平成30年 4月 1日
     薬局白糠店 白糠郡白糠町東１条北１丁目３－
     １４
     01547-9-2700  (01547-9-2711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40742,4043,9 有限会社　大通り調剤〒086-1123 （後発調２）第9号         平成30年 4月 1日
     薬局 標津郡中標津町西３条北１丁目
     0153-79-3600  (0153-79-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40846,4129,7 まこと薬局 〒080-2470 （後発調２）第97号        平成30年 4月 1日
     帯広市西２０条南３丁目２番地４
     0155-33-6515  (0155-33-8075)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    367

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40946,4226,1 つがやす薬局　池田店〒083-0092 （後発調２）第174号       平成30年 4月 1日
     中川郡池田町字東２条７ー１１
     01557-2-6226  (01557-2-6220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41046,4233,7 新緑通り調剤薬局 〒080-0050 （後発調２）第376号       平成30年 4月 1日
     帯広市白樺１６条東１９丁目１５
     番地
     0155-38-5155  (0155-38-5156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41146,4236,0 あじさい薬局 〒080-0019 （後発調２）第180号       平成30年 4月 1日
     帯広市西９条南１２丁目４番地１
     0155-21-4193  (0155-23-1193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41246,4255,0 パルス薬局　帯広店 〒080-0806 （後発調２）第337号       平成30年 4月 1日
     帯広市東６条南９丁目２０番地の
     １
     0155-23-6480  (0155-26-2326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41346,4258,4 ポテト調剤薬局　光南〒080-0805 （後発調２）第365号       平成30年 4月 1日
     店 帯広市東５条南２０丁目１ー２０
     0155-20-5551  (0155-20-5552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41446,4268,3 有限会社　こひつじ薬〒080-0837 （後発調２）第238号       平成30年 4月 1日
     局 帯広市南の森西９丁目１１番１６
     号
     0155-49-3322  (0155-49-3336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41546,4272,5 パーク薬局 〒089-0614 （後発調２）第218号       平成30年 4月 1日
     中川郡幕別町緑町２１番地
     0155-55-3100  (0155-55-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41646,4285,7 ナカジマ薬局　足寄店〒089-3715 （後発調２）第426号       平成30年 4月 1日
     足寄郡足寄町南５条３丁目３－５
     0156-25-5962  (0156-25-2885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41746,4292,3 有限会社　林調剤薬局〒080-2470 （後発調２）第104号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２０条南２丁目３８番地
     １４号
     0155-38-2151  (0155-38-2130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41846,4297,2 大正薬局 〒089-1241 （後発調２）第169号       平成30年 4月 1日
     帯広市大正本町西１条３丁目６番
     地３
     0155-64-5955  (0155-64-5933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    368

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41946,4300,4 ナカジマ薬局あしょろ〒089-3712 （後発調２）第515号       平成30年 5月 1日
     南２条店 足寄郡足寄町南２条２丁目７番地
     ６
     01562-5-8120  (01562-5-8121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42046,4306,1 つがやす薬局　芽室店〒082-0017 （後発調２）第176号       平成30年 4月 1日
     河西郡芽室町東７条６丁目２番１
     ２
     0155-61-3288  (0155-62-6808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42146,4311,1 東明調剤薬局 〒080-0813 （後発調２）第10号        平成30年 4月 1日
     帯広市東１３条南５丁目３番地
     0155-26-8931  (0155-26-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42246,4317,8 楓薬局西５条店 〒080-0015 （後発調２）第530号       平成30年 6月 1日
     帯広市西５条南２４丁目１４番１
     0155-28-5800  (0155-28-5801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42346,4320,2 保険薬局エルム・ファ〒080-0015 （後発調２）第162号       平成30年 4月 1日
     ーマシー 帯広市西５条南３７丁目２番地２
     ５
     0155-49-0255  (0155-49-0256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42446,4325,1 とかち木野薬局 〒080-0302 （後発調２）第279号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野西通１５丁目５
     番地９５
     0155-43-5760  (0155-43-5765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42546,4341,8 フォー・ユウ調剤薬局〒080-0012 （後発調２）第167号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２条南１１丁目１６番地
     １　第３エーワンビル１階
     0155-23-6555  (0155-23-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42646,4343,4 つつじが丘薬局 〒080-2473 （後発調２）第363号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２３条南２丁目１６番地
     ４５
     0155-61-1515  (0155-61-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42746,4346,7 正木薬局めむろーど店〒082-0030 （後発調２）第200号       平成30年 4月 1日
     河西郡芽室町本通１丁目１９番地
     0155-62-8881  (0155-62-8881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42846,4355,8 アリエス調剤薬局 〒080-0302 （後発調２）第188号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野西通１５丁目１
     番地１３
     0155-30-8510  (0155-30-8510)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    369

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42946,4362,4 ほんべつ調剤薬局 〒089-3314 （後発調２）第362号       平成30年 4月 1日
     中川郡本別町南１丁目６番地２５
     0156-22-7887  (0156-22-7888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43046,4363,2 つがやす薬局東２条店〒080-0802 （後発調２）第175号       平成30年 4月 1日
     帯広市東２条南１４丁目１番地２
     0155-28-2120  (0155-28-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43146,4369,9 ナカジマ薬局　西２５〒080-2475 （後発調２）第409号       平成30年 4月 1日
     条店 帯広市西２５条南１丁目１４番４
     ８号
     0155-37-2351  (0155-37-7063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43246,4373,1 楓薬局めいせい店 〒080-0015 （後発調２）第354号       平成30年 4月 1日
     帯広市西５条南２１丁目２番地３
     0155-28-5353  (0155-28-5355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43346,4377,2 とびなが薬局新得調剤〒081-0013 （後発調２）第242号       平成30年 4月 1日
     センター 上川郡新得町３条南５丁目６番地
     0156-64-7000  (0156-64-7010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43446,4381,4 北海道ファーマライズ〒089-4300 （後発調２）第125号       平成30年 4月 1日
     　陸別薬局 足寄郡陸別町字陸別原野分線５番
     地５
     0156-27-3400  (0156-27-3401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43546,4384,8 アイン薬局音更店 〒080-0111 （後発調２）第391号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１６丁目
     ２番地１３
     0155-30-1157  (0155-30-1158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43650,4078,8 ミント調剤薬局 〒090-0026 （後発調２）第111号       平成30年 4月 1日
     北見市北６条東２丁目１番地５
     0157-31-3310  (0157-31-3317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43750,4080,4 きたみ調剤薬局 〒090-0026 （後発調２）第328号       平成30年 4月 1日
     北見市北６条東３丁目２番３
     0157-66-2555  (0157-66-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43850,4101,8 ２条調剤薬局 〒090-0042 （後発調２）第517号       平成30年 6月 1日
     北見市北２条西３丁目１４番地２
     0157-68-2222  (0157-68-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43950,4105,9 ためくに調剤薬局 〒090-0801 （後発調２）第100号       平成30年 4月 1日
     北見市春光町２丁目１５５番地６
     0157-69-7688  (0157-69-7689)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    370

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44050,4106,7 ポテト端野薬局 〒099-2101 （後発調２）第84号        平成30年 4月 1日
     北見市端野町一区６６７番５
     0157-67-6620  (0157-67-6630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44150,4117,4 ウイズ調剤薬局 〒090-0054 （後発調２）第160号       平成30年 4月 1日
     北見市双葉町２丁目２番４号
     0157-66-5003  (0157-66-5007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44250,4123,2 ひまわり調剤薬局 〒090-0042 （後発調２）第280号       平成30年 4月 1日
     北見市北２条西４丁目１２番地３
     0157-26-1500  (0157-26-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44350,4133,1 高栄調剤薬局 〒090-0051 （後発調２）第18号        平成30年 4月 1日
     北見市高栄東町４丁目１番１０号
     0157-22-4189  (0157-22-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44450,4163,8 なの花薬局北５条店 〒090-0025 （後発調２）第152号       平成30年 4月 1日
     北見市北５条東３丁目２番地
     0157-26-2070  (0157-26-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44550,4165,3 なの花薬局一条店 〒090-0041 （後発調２）第150号       平成30年 4月 1日
     北見市北１条西４丁目２番地１
     0157-66-0002  (0157-66-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44650,4166,1 なの花薬局サロマ店 〒093-0502 （後発調２）第151号       平成30年 4月 1日
     常呂郡佐呂間町字永代町１６６－
     ２
     01587-2-1193  (01587-2-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44753,4054,3 有限会社　斉藤薬局 〒099-2321 （後発調２）第6号         平成30年 4月 1日
     網走郡大空町女満別西１条３丁目
     １番１８号
     0152-74-2051  (0152-74-4613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44853,4063,4 ひさやま薬局 〒092-0050 （後発調２）第307号       平成30年 4月 1日
     網走郡美幌町字大通北３丁目１２
     番地
     01527-3-2837  (0152-73-5692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44953,4070,9 あばしり調剤薬局 〒093-0084 （後発調２）第516号       平成30年 6月 1日
     網走市向陽ケ丘１丁目４番７号
     0152-61-2777  (0152-61-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45053,4086,5 ひまわり薬局南六条店〒093-0006 （後発調２）第215号       平成30年 4月 1日
     網走市南６条東１丁目１番地
     0152-44-0010  (0152-44-0010)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    371

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45153,4096,4 調剤薬局ツルハドラッ〒092-0027 （後発調２）第63号        平成30年 4月 1日
     グ美幌店 網走郡美幌町字稲美８９－４
     01527-5-0566  (01527-5-0566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45253,4097,2 ポテトきよ里薬局 〒099-4405 （後発調２）第79号        平成30年 4月 1日
     斜里郡清里町羽衣町３５番地３５
     0152-22-4000  (0152-25-4050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45354,4053,3 プラチナ調剤薬局 〒099-0416 （後発調２）第17号        平成30年 4月 1日
     紋別郡遠軽町大通南１丁目４番３
     ２
     0158-46-3211  (0158-46-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45454,4055,8 パール薬局　遠軽店 〒099-0404 （後発調２）第19号        平成30年 4月 1日
     紋別郡遠軽町大通北９丁目２－４
     ４
     0158-49-2323  (0158-49-2324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45554,4059,0 アイン薬局中湧別店 〒099-6329 （後発調２）第345号       平成30年 4月 1日
     紋別郡湧別町中湧別中町３０２０
     番１５
     01586-4-1511  (01586-4-1512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45654,4063,2 なの花薬局興部店 〒098-1600 （後発調２）第149号       平成30年 4月 1日
     紋別郡興部町字興部５９８－２
     0158-82-2220  (0158-82-2240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45759,4036,7 アイン薬局夕張店 〒068-0402 （後発調２）第392号       平成30年 4月 1日
     夕張市社光２０番地
     0123-53-2511  (0123-53-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45864,4012,8 株式会社　大一　寺西〒077-0044 （後発調２）第220号       平成30年 4月 1日
     薬局 留萌市錦町４丁目２番１４号
     0164-42-0260  (0164-43-6244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45964,4036,7 江戸薬局 〒077-0044 （後発調２）第499号       平成30年 6月 1日
     留萌市錦町３丁目１番３０号
     0164-42-0697  (0164-43-8400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46064,4043,3 唐木屋ファーマシー 〒077-0214 （後発調２）第294号       平成30年 4月 1日
     増毛郡増毛町畠中町５丁目１７４
     番地７
     0164-53-9000  (0164-53-9090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46164,4045,8 ドラッグストア・調剤〒078-4123 （後発調２）第34号        平成30年 4月 1日
     薬局　セサミ 苫前郡羽幌町栄町１１２番地の１
     0164-69-2200  (0164-69-2201)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    372

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46264,4064,9 セントラル薬局 〒077-0007 （後発調２）第129号       平成30年 4月 1日
     留萌市栄町１丁目３４番地２
     0164-49-2727  (0164-49-2728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46368,4033,5 日本調剤　稚内中央薬〒097-0022 （後発調２）第424号       平成30年 4月 1日
     局 稚内市中央４丁目１０番１０号
     0162-22-1400  (0162-22-1411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46468,4039,2 えびす薬局　南稚内店〒097-0021 （後発調２）第106号       平成30年 4月 1日
     稚内市港４丁目８番１６号
     0162-22-3660  (0162-22-3661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46568,4060,8 レインボーフォレスト〒097-0002 （後発調２）第431号       平成30年 4月 1日
     薬局 稚内市潮見３丁目６番３１号
     0162-34-8155  (0162-34-8166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46668,4072,3 すずらん薬局中頓別店〒098-5551 （後発調２）第368号       平成30年 4月 1日
     枝幸郡中頓別町字中頓別１７５番
     地３５
     01634-8-2285  (01634-8-2286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46768,4074,9 アイン薬局　稚内店 〒097-0022 （後発調２）第383号       平成30年 4月 1日
     稚内市中央４丁目１４番４３号
     0162-29-2371  (0162-29-2372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46868,4075,6 アイン薬局　稚内栄店〒097-0017 （後発調２）第387号       平成30年 4月 1日
     稚内市栄１丁目２４番４号
     0162-33-5000  (0162-29-4353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46968,4078,0 ファーマシーサエキ 〒097-0401 （後発調２）第384号       平成30年 4月 1日
     利尻郡利尻町沓形字本町４４番地
     0163-84-2012  (0163-84-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47068,4079,8 調剤薬局ツルハドラッ〒097-0017 （後発調２）第531号       平成30年 6月 1日
     グ稚内栄店 稚内市栄５丁目８番１１号
     0162-34-6268  (0162-34-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47174,4066,3 株式会社　ホリ薬局　〒073-0034 （後発調２）第184号       平成30年 4月 1日
     啓南店 滝川市空知町２丁目５番９号
     0125-26-2030  (0125-26-2031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47274,4068,9 ナカジマ薬局　滝川西〒073-0044 （後発調２）第483号       平成30年 5月 1日
     町店 滝川市西町１丁目２番８号
     0125-26-1088  (0125-26-1087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    373

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47374,4070,5 武藤薬局 〒073-1103 （後発調２）第35号        平成30年 4月 1日
     樺戸郡新十津川町字中央１８ー１
     ７
     0125-76-2666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47474,4089,5 ひらぎし薬局 〒079-1281 （後発調２）第22号        平成30年 4月 1日
     赤平市平岸新光町１丁目４番地２
     0125-34-3700  (0125-34-3701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47574,4092,9 有限会社　ウリ薬局　〒073-0031 （後発調２）第101号       平成30年 4月 1日
     滝川店 滝川市栄町２丁目７－１７
     0125-24-8910  (0125-24-8912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47674,4103,4 深川いづみ調剤薬局 〒074-0004 （後発調２）第305号       平成30年 4月 1日
     深川市４条７番１３号
     0164-26-1238  (0164-26-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47774,4106,7 アイランド薬局　たき〒073-0024 （後発調２）第285号       平成30年 4月 1日
     かわ店 滝川市東町３丁目１番３１号
     0125-23-4189  (0125-23-4169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47874,4114,1 石丸薬局 〒073-0018 （後発調２）第284号       平成30年 4月 1日
     滝川市朝日町西４丁目１番２７号
     0125-23-3657  (0125-23-3657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47974,4117,4 調剤薬局ツルハドラッ〒073-0018 （後発調２）第64号        平成30年 4月 1日
     グ滝川朝日町店 滝川市朝日町西２丁目１番３６号
     0125-22-7110  (0125-22-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48074,4119,0 エーデル調剤薬局　滝〒073-0034 （後発調２）第44号        平成30年 4月 1日
     川店 滝川市空知町２丁目１０ー８
     0125-22-2233  (0125-22-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48174,4123,2 北海道ファーマライズ〒074-0005 （後発調２）第124号       平成30年 4月 1日
     深川薬局 深川市５条９番３号
     0164-22-5301  (0164-22-5302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48275,4058,7 有限会社　三笠薬局 〒068-2152 （後発調２）第14号        平成30年 4月 1日
     三笠市多賀町２１番地
     01267-2-2350  (01267-3-2233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48375,4059,5 古川調剤薬局　６条店〒068-0026 （後発調２）第43号        平成30年 4月 1日
     岩見沢市６条西６丁目１０番地１
     0126-25-5866  (0126-23-6776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    374

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48475,4100,7 長沼調剤薬局 〒069-1331 （後発調２）第254号       平成30年 4月 1日
     夕張郡長沼町銀座南２丁目１番１
     ８号
     01238-8-1777  (0123-88-1888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48575,4112,2 わかやぎ調剤薬局 〒068-2157 （後発調２）第376号       平成30年 4月 1日
     三笠市若松町１１－１
     01267-4-5550  (01267-4-5553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48675,4119,7 つぎたて調剤薬局 〒068-0353 （後発調２）第251号       平成30年 4月 1日
     夕張郡栗山町字継立２７２番地１
     01237-5-2112  (01237-5-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48775,4132,0 調剤薬局ツルハドラッ〒069-1318 （後発調２）第50号        平成30年 4月 1日
     グ長沼店 夕張郡長沼町西１線北３番地
     0123-82-1300  (0123-82-1300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48875,4142,9 クオール薬局長沼店 〒069-1346 （後発調２）第519号       平成30年 5月 1日
     夕張郡長沼町西町１丁目８番１３
     号
     0123-82-5230  (0123-82-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48976,4026,2 リエゾン調剤薬局　奈〒079-0312 （後発調２）第40号        平成30年 4月 1日
     井江店 空知郡奈井江町字奈井江２１１番
     地３４
     0125-65-2911  (0125-65-2912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49076,4027,0 ミネノブ薬局 〒072-0000 （後発調２）第4号         平成30年 4月 1日
     美唄市字峰延１８８３番地
     01266-7-2659  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49176,4028,8 ないえ調剤薬局 〒079-0313 （後発調２）第38号        平成30年 4月 1日
     空知郡奈井江町字奈井江町１３４
     番地２
     0125-66-2188  (0125-66-2189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49276,4037,9 チロル薬局 〒073-0405 （後発調２）第21号        平成30年 4月 1日
     歌志内市神威２７０番地３０
     0125-42-4500  (0125-42-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49376,4052,8 はまなす薬局　砂川店〒073-0163 （後発調２）第144号       平成30年 4月 1日
     砂川市西３条北３丁目１番２号
     0125-74-5555  (0125-74-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49476,4057,7 ナカジマ薬局砂川店 〒073-0162 （後発調２）第470号       平成30年 4月 1日
     砂川市西２条北３丁目１番地１
     0125-55-2311  (0125-55-2322)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日    375

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49576,4058,5 センター薬局　美唄店〒072-0002 （後発調２）第69号        平成30年 4月 1日
     美唄市東１条北１丁目１番２号
     0126-35-5112  (0126-35-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49676,4061,9 アイン薬局美唄店 〒072-0022 （後発調２）第334号       平成30年 4月 1日
     美唄市西１条北１丁目２番１１号
     0126-66-6671  (0126-66-6681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49776,4062,7 アイン薬局美唄大通店〒072-0001 （後発調２）第343号       平成30年 4月 1日
     美唄市大通東１条北３丁目１番１
     号
     0126-66-1670  (0126-66-1671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49876,4065,0 びばい駅前薬局 〒072-0012 （後発調２）第389号       平成30年 4月 1日
     美唄市東１条南３丁目２番８号
     0126-66-6250  (0126-66-6251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49976,4066,8 なの花薬局砂川店 〒073-0163 （後発調２）第154号       平成30年 4月 1日
     砂川市西３条北３丁目１番４号
     0125-55-2221  (0125-55-2204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50076,4067,6 なの花薬局美唄店 〒072-0022 （後発調２）第153号       平成30年 4月 1日
     美唄市西１条北１丁目１番７号
     0126-64-3100  (0126-64-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    376

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4770,3 アルファ調剤薬局　西〒063-0032 （後発調３）第304号       平成30年 4月 1日
     野店 札幌市西区西野２条３丁目４番２
     ５号　渡辺ビル１階
     011-663-7321  (011-663-7352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4832,1 有限会社　千歳調剤薬〒066-0062 （後発調３）第205号       平成30年 4月 1日
     局 千歳市千代田町４丁目１８番地千
     歳メデイカルビル１階
     0123-27-3191  (0123-27-7337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4918,8 新井薬局 〒061-1148 （後発調３）第184号       平成30年 4月 1日
     北広島市山手町６丁目５ー７
     011-373-6746  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4953,5 あつべつ調剤薬局 〒004-0054 （後発調３）第99号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央４条３丁目
     ５－１０
     011-896-0311  (011-896-5393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4996,4 コスモ調剤薬局 〒006-0816 （後発調３）第178号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田６条９丁目２番
     ２号
     011-684-9550  (011-684-9554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,4010,2 アクト調剤　厚別西店〒004-0062 （後発調３）第39号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別西２条４丁目２
     －１０
     011-895-6660  (011-895-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,4122,5 クリオネ新さっぽろ薬〒004-0052 （後発調３）第216号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市厚別区厚別中央２条６丁目
     ４ー６
     011-895-7123  (011-895-7117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,4149,8 アレス調剤薬局 〒004-0876 （後発調３）第151号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区平岡６条２丁目２番
     １０号
     011-886-3330  (011-886-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,4156,3 すみよし調剤薬局 〒066-0026 （後発調３）第78号        平成30年 4月 1日
     千歳市住吉４丁目２番２１号
     0123-26-0122  (0123-26-0266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002,4168,8 おもと薬局　ていね店〒006-0815 （後発調３）第21号        平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区前田５条１２丁目１
     ３ー３３
     011-684-5300  (011-684-5305)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    377

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1102,4227,2 コスモス保険薬局　大〒061-1272 （後発調３）第309号       平成30年 5月 1日
     曲店 北広島市大曲末広１丁目２ー１
     011-377-2440  (011-377-2443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202,4236,3 中央通薬局 〒004-0033 （後発調３）第130号       平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区上野幌３条３丁目２
     番２号
     011-891-8931  (011-891-8931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302,4371,8 エリム薬局　白石店 〒003-0026 （後発調３）第98号        平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通１丁目南１番１
     ３号
     011-868-3822  (011-868-3828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402,4397,3 株式会社　青野　カン〒062-0053 （後発調３）第156号       平成30年 4月 1日
     ガルー薬局 札幌市豊平区月寒東３条１６丁目
     ３番１０号
     011-856-5533  (011-856-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502,4451,8 ポニー調剤薬局　恵庭〒061-1442 （後発調３）第206号       平成30年 4月 1日
     緑町店 恵庭市緑町１丁目５番６号
     0123-35-2772  (0123-35-2773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602,4499,7 カトレア薬局 〒003-0026 （後発調３）第313号       平成30年 5月 1日
     札幌市白石区本通２丁目南４番２
     ０号
     011-860-6711  (011-860-6712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702,4526,7 新道ひまわり薬局 〒007-0870 （後発調３）第173号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区伏古１０条３丁目２番
     ６号
     011-780-6888  (011-780-6810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,4554,9 調剤薬局ツルハドラッ〒060-0009 （後発調３）第329号       平成30年 5月 1日
     グ桑園店 札幌市中央区北９条西１５丁目２
     ８番地１９６
     011-640-6923  (011-640-6923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902,4559,8 ゆりがはら薬局 〒002-8081 （後発調３）第76号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区百合が原７丁目１２番
     １号
     011-776-0553  (011-776-0553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,4648,9 なの花薬局　恵庭店 〒061-1414 （後発調３）第258号       平成30年 4月 1日
     恵庭市漁町４７番地
     0123-34-8425  (0123-34-8426)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    378

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2102,4650,5 なの花薬局　千歳住吉〒066-0026 （後発調３）第259号       平成30年 4月 1日
     店 千歳市住吉３丁目１６番１１号
     0123-26-1200  (0123-26-5410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,4711,5 石狩調剤薬局 〒061-3218 （後発調３）第347号       平成30年 6月 1日
     石狩市花畔４条１丁目１３８番地
     0133-64-6768  (0133-64-6769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,4713,1 マーチ調剤薬局 〒061-3776 （後発調３）第9号         平成30年 4月 1日
     石狩郡当別町太美町１４８８－３
     ５０
     0133-26-3718  (0133-26-3718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,4737,0 ラスカル調剤薬局 〒002-0856 （後発調３）第188号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田６条６丁目５番３
     ３号
     011-771-7201  (011-771-7027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,4810,5 あおば薬局　大曲店 〒061-1276 （後発調３）第116号       平成30年 4月 1日
     北広島市大曲緑ケ丘１丁目９番１
     ８号
     011-376-4040  (011-776-4101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,4825,3 クオーレ調剤薬局 〒005-0801 （後発調３）第299号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１条５丁目１番２
     ２号
     011-578-1611  (011-578-1612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,4849,3 フィール調剤薬局栄通〒003-0021 （後発調３）第100号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区栄通２１丁目２２－
     ３７
     011-850-3131  (011-850-3132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802,4855,0 株式会社　くりはら薬〒061-1271 （後発調３）第38号        平成30年 4月 1日
     局 北広島市大曲中央２丁目２番地２
     ５
     011-377-2050  (011-377-2250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902,4867,5 スギハラ薬局島松店 〒061-1353 （後発調３）第102号       平成30年 4月 1日
     恵庭市島松本町１丁目１０－１
     0123-36-3201  (0123-36-3211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,4874,1 プラム薬局　あけぼの〒064-0808 （後発調３）第163号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区南８条西９丁目７５
     ５－２７カレラ弐番館１Ｆ
     011-520-3280  (011-520-3282)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    379

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3102,4877,4 エール薬局 〒002-0857 （後発調３）第59号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田７条４丁目７－３
     ５
     011-775-0111  (011-775-0111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,4884,0 栄町まる薬局 〒007-0837 （後発調３）第160号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北３７条東１５丁目１
     －２４
     011-748-1311  (011-748-1312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302,4892,3 江別市民薬局 〒067-0002 （後発調３）第279号       平成30年 4月 1日
     江別市緑町西１丁目１００－６
     011-381-1600  (011-381-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402,4899,8 イチフジ薬局・江別店〒067-0032 （後発調３）第300号       平成30年 4月 1日
     江別市元江別７４３－１６
     011-381-3000  (011-381-3022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3502,4931,9 わかくさ薬局西店 〒069-0801 （後発調３）第68号        平成30年 4月 1日
     江別市中央町１－２６
     011-391-2828  (011-391-2829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602,4932,7 メディカル薬局Ｎ３３〒001-0033 （後発調３）第154号       平成30年 4月 1日
     札幌市北区北３３条西３丁目２番
     ２３号　豊和ビル１階
     011-717-0131  (011-717-0132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3702,4942,6 野幌よつば調剤薬局 〒069-0815 （後発調３）第310号       平成30年 5月 1日
     江別市野幌末広町２番地３６
     011-389-5995  (011-389-5996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3802,4949,1 福住調剤薬局 〒062-0051 （後発調３）第114号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東１条１５丁目
     １－２０メープル福住ビル３階
     011-852-9078  (011-862-5811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3902,4963,2 あおば薬局　平和通店〒003-0029 （後発調３）第118号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区平和通５丁目北１１
     番２３号
     011-866-3311  (011-860-8711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4002,4986,3 クリオネ曙６条薬局 〒006-0836 （後発調３）第212号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区曙６条２丁目２番１
     ６号
     011-688-1166  (011-688-1169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    380

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4102,4993,9 サワヤ薬局 〒069-0854 （後発調３）第17号        平成30年 4月 1日
     江別市大麻中町２番地７
     011-388-3300  (011-388-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4203,4027,4 あおば薬局本町店 〒065-0041 （後発調３）第119号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区本町１条７丁目１番４
     ７号
     011-790-8110  (011-780-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4303,4046,4 レモン調剤薬局　月寒〒062-0020 （後発調３）第6号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区月寒中央通９丁目２
     番１号
     011-859-2121  (011-859-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4403,4050,6 なの花薬局　桑園店 〒060-0010 （後発調３）第316号       平成30年 5月 1日
     札幌市中央区北１０条西１５丁目
     １－４
     011-631-1193  (011-631-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4503,4066,2 ぺネシア調剤薬局 〒003-0806 （後発調３）第123号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水６条２丁目１番
     地３４号
     011-837-3773  (011-837-3778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4603,4085,2 あおば薬局　豊平公園〒062-0907 （後発調３）第117号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市豊平区豊平７条１０丁目３
     番２０号
     011-812-2266  (011-812-2267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703,4117,3 なの花薬局千歳北陽店〒066-0032 （後発調３）第262号       平成30年 4月 1日
     千歳市北陽１丁目５番１号
     0123-27-1193  (0123-27-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4803,4120,7 宮の沢いづみ調剤薬局〒063-0053 （後発調３）第204号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区宮の沢３条５丁目２２
     －１６
     011-590-1238  (011-590-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903,4122,3 アイランド薬局ほくし〒061-1141 （後発調３）第190号       平成30年 4月 1日
     ん店 北広島市青葉町３丁目１１番１１
     011-372-7878  (011-372-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5003,4134,8 みらくる薬局　アリオ〒065-0007 （後発調３）第222号       平成30年 4月 1日
     札幌店 札幌市東区北７条東９丁目２番２
     ０号
     011-712-8000  (011-712-0800)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    381

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5103,4145,4 ただ薬局　菊水元町店〒003-0825 （後発調３）第128号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区菊水元町５条２丁目
     ２番５号
     011-876-1600  (011-876-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5203,4146,2 ハート元町薬局 〒065-0024 （後発調３）第74号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２４条東１５丁目１
     －７スリールＭＯＴＯＭＡＣＨＩ
     　１階
     011-702-8818  (011-702-8828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5303,4152,0 りんご調剤薬局　北栄〒065-0030 （後発調３）第123号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市東区北３０条東１丁目４番
     ６号
     011-750-3200  (011-750-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5403,4164,5 南本通調剤薬局 〒003-0026 （後発調３）第217号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通８丁目南１番３
     ４号
     011-867-9011  (011-867-9233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5503,4189,2 エリム薬局　手稲前田〒006-0816 （後発調３）第61号        平成30年 4月 1日
     店 札幌市手稲区前田６条６丁目１番
     ２ー２号
     011-699-3822  (011-699-3828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5603,4191,8 クリオネ　発寒薬局 〒063-0832 （後発調３）第211号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区発寒１２条５丁目３番
     １８号
     011-699-5197  (011-699-5198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5703,4202,3 こぐま薬局 〒062-0053 （後発調３）第139号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区月寒東３条１７丁目
     １番２０号
     011-836-8008  (011-827-8622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5803,4205,6 なでしこ調剤薬局　星〒006-0852 （後発調３）第30号        平成30年 4月 1日
     置店 札幌市手稲区星置２条４丁目２ー
     ２４
     011-624-6151  (011-624-6152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5903,4239,5 北広島東口薬局 〒061-1121 （後発調３）第288号       平成30年 4月 1日
     北広島市中央６丁目８番地９ステ
     ーションサイド赤坂１階
     011-373-2086  (011-373-8787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    382

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6003,4252,8 クローバー薬局　百合〒002-8081 （後発調３）第214号       平成30年 4月 1日
     が原店 札幌市北区百合が原６丁目１番３
     ８号
     011-214-0216  (011-214-0217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6103,4254,4 クリオネ　ていね薬局〒006-0834 （後発調３）第210号       平成30年 4月 1日
     札幌市手稲区曙４条３丁目１５番
     地５号
     011-624-6827  (011-624-6826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6203,4271,8 なの花薬局　恵庭黄金〒061-1449 （後発調３）第260号       平成30年 4月 1日
     店 恵庭市黄金中央１丁目１３番１２
     0123-34-5805  (0123-21-8232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6303,4272,6 なの花薬局　野幌店 〒069-0825 （後発調３）第261号       平成30年 4月 1日
     江別市野幌東町２６番８号
     011-385-0263  (011-378-6706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6403,4291,6 あおば薬局　厚別店 〒004-0075 （後発調３）第120号       平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別北５条５丁目１
     番６号
     011-895-2301  (011-895-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6503,4310,4 ノルデン薬局　藤野店〒061-2282 （後発調３）第122号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区藤野２条２丁目１番１
     ６号
     011-594-6011  (011-594-6012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6603,4312,0 エルフ調剤薬局 〒065-0030 （後発調３）第335号       平成30年 6月 1日
     札幌市東区北３０条東１３丁目２
     －１４
     011-788-8153  (011-788-8158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6703,4317,9 あお薬局　白石店 〒003-0029 （後発調３）第5号         平成30年 4月 1日
     札幌市白石区平和通３丁目北３番
     １号
     011-374-5774  (011-374-5774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6803,4330,2 ユウセイ薬局　山鼻店〒064-0915 （後発調３）第340号       平成30年 6月 1日
     札幌市中央区南１５条西１２丁目
     ２－２
     011-520-2200  (011-520-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6903,4368,2 日本調剤江別薬局 〒067-0072 （後発調３）第239号       平成30年 4月 1日
     江別市一番町３－２８
     011-380-5588  (011-381-8870)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    383

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7003,4373,2 Ｎ１８調剤薬局 〒001-0018 （後発調３）第338号       平成30年 5月 1日
     札幌市北区北１８条西６丁目３番
     ８号
     011-738-7720  (011-738-7730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7103,4387,2 篠路調剤薬局 〒002-8024 （後発調３）第10号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区篠路４条９丁目１６２
     番地２３
     011-374-1832  (011-374-1834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7203,4406,0 北海道ファーマライズ〒067-0064 （後発調３）第87号        平成30年 4月 1日
     　江別調剤薬局 江別市上江別東町４４－１９
     011-391-9200  (011-381-9300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7303,4410,2 調剤薬局ツルハドラッ〒006-0814 （後発調３）第44号        平成30年 4月 1日
     グ手稲前田店 札幌市手稲区前田４条１０丁目２
     －１０
     011-686-7268  (011-686-7268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7403,4411,0 斉藤薬局　西岡店 〒062-0033 （後発調３）第289号       平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区西岡３条６丁目８番
     １号
     011-376-5216  (011-376-5236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7503,4415,1 キタ調剤薬局　澄川店〒005-0006 （後発調３）第81号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川６条４丁目３－５
     011-820-2300  (011-820-2626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7603,4419,3 かえで薬局　大学通り〒006-0816 （後発調３）第321号       平成30年 5月 1日
     店 札幌市手稲区前田６条１３丁目７
     番１７号グランドールベルス１　
     １Ｆ
     011-688-7190  (0120-644-699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7703,4429,2 調剤薬局ツルハドラッ〒061-1373 （後発調３）第48号        平成30年 4月 1日
     グ恵み野西店 恵庭市恵み野西３丁目１－１
     0123-37-4701  (0123-37-4701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7803,4433,4 えにわ市民調剤 〒061-1434 （後発調３）第138号       平成30年 4月 1日
     恵庭市柏陽町３丁目２９－７
     0123-25-6471  (0123-25-6472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7903,4438,3 元町調剤薬局 〒065-0021 （後発調３）第302号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２１条東１６丁目１
     番１１号島田ビル１階
     011-781-8340  (011-787-3101)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    384

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8003,4463,1 アイン薬局白石店 〒003-0026 （後発調３）第224号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区本通８丁目南１番８
     号
     011-860-8755  (011-860-8766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8103,4466,4 アイン薬局八軒店 〒063-0847 （後発調３）第230号       平成30年 4月 1日
     札幌市西区八軒７条西３丁目１番
     ３０号
     011-624-5671  (011-640-6160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8203,4469,8 アイン薬局東苗穂店 〒007-0805 （後発調３）第231号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目１０
     番１４号
     011-789-1800  (011-789-1801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8303,4479,7 アイン薬局厚別通店 〒004-0065 （後発調３）第336号       平成30年 5月 1日
     札幌市厚別区厚別西５条１丁目１
     ６－２０クリニックステーション
     厚別西１Ｆ
     011-891-1162  (011-891-1174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8403,4495,3 クルミ薬局厚別通店 〒003-0864 （後発調３）第282号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区川下４条５丁目４番
     １３号
     011-879-3655  (011-879-3656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8503,4508,3 あさなぎ薬局 〒003-0023 （後発調３）第124号       平成30年 4月 1日
     札幌市白石区南郷通１４丁目北３
     番８号
     011-867-1000  (011-867-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8603,4513,3 日本調剤　菊水四条薬〒003-0804 （後発調３）第236号       平成30年 4月 1日
     局 札幌市白石区菊水４条２丁目２番
     ２１号
     011-813-0510  (011-813-0511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8703,4514,1 みらい調剤薬局　花川〒061-3207 （後発調３）第296号       平成30年 4月 1日
     店 石狩市花川南７条１丁目３番地
     0133-67-1158  (0133-67-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8803,4515,8 アイン薬局恵庭駅前店〒061-1448 （後発調３）第225号       平成30年 4月 1日
     恵庭市相生町２番地１いざりえ恵
     庭ビル３階
     0123-25-6636  (0123-25-6637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    385

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8903,4516,6 アルファ調剤薬局　恵〒061-1443 （後発調３）第303号       平成30年 4月 1日
     庭店 恵庭市栄恵町１２６番地
     0123-32-8931  (0123-32-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9003,4538,0 きたまち薬局 〒069-0861 （後発調３）第326号       平成30年 5月 1日
     江別市大麻北町５１９番１－２
     011-388-7333  (011-388-7340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9103,4545,5 調剤薬局ツルハドラッ〒061-3203 （後発調３）第331号       平成30年 5月 1日
     グ花川南店 石狩市花川南３条５丁目８番
     0133-76-1268  (0133-76-1268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9203,4557,0 メトロ調剤薬局　新道〒007-0834 （後発調３）第297号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市東区北３４条東８丁目１番
     ２号
     011-214-0570  (011-214-0571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9303,4558,8 薬局あいドラッグ新篠〒068-1100 （後発調３）第71号        平成30年 4月 1日
     津店 石狩郡新篠津村第４６線北１２番
     地
     0126-38-4567  (0126-38-4568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9403,4562,0 センター薬局向陽台店〒066-0054 （後発調３）第134号       平成30年 4月 1日
     千歳市柏陽４丁目３番２
     0123-25-8573  (0123-25-8574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9503,4570,3 みらくる薬局　北２５〒001-0025 （後発調３）第252号       平成30年 4月 1日
     条アトム店 札幌市北区北２５条西５丁目１番
     ３号リーブル２５　１階
     011-756-5553  (011-756-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9603,4572,9 川端薬局　栄町ひのま〒007-0840 （後発調３）第91号        平成30年 4月 1日
     る店 札幌市東区北４０条東１５丁目２
     －５
     011-733-0077  (011-733-0078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9703,4578,6 南区ひまわり薬局 〒005-0812 （後発調３）第174号       平成30年 4月 1日
     札幌市南区川沿１２条２丁目２番
     ３０号
     011-578-4555  (011-578-4556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9803,4579,4 センター薬局　大通東〒060-0041 （後発調３）第2号         平成30年 4月 1日
     店 札幌市中央区大通東３丁目１番１
     トルチュビル１階
     011-522-9967  (011-522-9968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    386

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9903,4580,2 調剤薬局ツルハドラッ〒002-8066 （後発調３）第49号        平成30年 4月 1日
     グ　拓北６条店 札幌市北区拓北６条５丁目２番３
     ４号
     011-778-8268  (011-778-8268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10003,4585,1 クリオネ桑園薬局 〒060-0010 （後発調３）第208号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１０条西１７丁目
     １－１
     011-633-5570  (011-633-5571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10103,4594,3 アイン薬局白石南郷通〒003-0022 （後発調３）第226号       平成30年 4月 1日
     店 札幌市白石区南郷通１丁目南８番
     １０号白石ガーデンプレイス３階
     011-595-7382  (011-595-7383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10203,4596,8 はまなす薬局　元町店〒065-0024 （後発調３）第115号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２４条東１５丁目４
     番１６号元町大坂ビル１Ｆ
     011-374-7855  (011-374-7844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10303,4598,4 調剤薬局ツルハドラッ〒064-0953 （後発調３）第330号       平成30年 5月 1日
     グ宮の森３条店 札幌市中央区宮の森３条６丁目２
     番１５号
     011-640-5268  (011-640-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10403,4599,2 ドラッグセイムス平和〒003-0028 （後発調３）第180号       平成30年 4月 1日
     通薬局 札幌市白石区平和通１丁目南２番
     ３号
     011-867-4193  (011-867-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10503,4605,7 アイン薬局大通西店 〒060-0042 （後発調３）第227号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区大通西６丁目１０番
     地大通公園ビル２階
     011-205-0996  (011-205-0997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10603,4609,9 モモセ薬局　屯田店 〒002-0856 （後発調３）第56号        平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田６条１０丁目７番
     ２５号メディカル旭豊１階
     011-299-7861  (011-299-7862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10714,4161,8 日吉　調剤薬局 〒041-0841 （後発調３）第27号        平成30年 4月 1日
     函館市日吉町３丁目４３番２０号
     0138-55-5288  (0138-32-9099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10814,4198,0 ひまわり調剤薬局 〒041-0841 （後発調３）第37号        平成30年 4月 1日
     函館市日吉町３丁目５番８号
     0138-31-3545  (0138-31-3545)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    387

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10914,4247,5 調剤薬局　ルピナス 〒042-0932 （後発調３）第101号       平成30年 4月 1日
     函館市湯川町３丁目２５番１５号
     0138-59-5070  (0138-59-6080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11014,4297,0 函館中央薬局　亀田本〒041-0813 （後発調３）第194号       平成30年 4月 1日
     町店 函館市亀田本町５５番２号
     0138-42-5311  (0138-42-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11114,4299,6 クスリのスズキ　東山〒041-0835 （後発調３）第35号        平成30年 4月 1日
     店 函館市東山２丁目１番２６号
     0138-31-0230  (0138-31-0300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11214,4327,5 アカサキ薬局　八幡通〒041-0813 （後発調３）第134号       平成30年 4月 1日
     店 函館市亀田本町６０番１６号
     0138-40-0222  (0138-40-0333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11314,4370,5 もりかわ町薬局 〒049-2313 （後発調３）第344号       平成30年 6月 1日
     茅部郡森町森川町９９番地
     01374-2-6688  (01374-2-6632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11414,4388,7 おもと薬局　日吉店 〒041-0841 （後発調３）第24号        平成30年 4月 1日
     函館市日吉町１丁目１番１４号
     0138-55-2201  (0138-55-2209)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11514,4434,9 おおつき薬局 〒041-0811 （後発調３）第31号        平成30年 4月 1日
     函館市富岡町２丁目２３番１６号
     0138-41-9395  (0138-83-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11614,4451,3 ワールド薬局杉並店 〒040-0004 （後発調３）第75号        平成30年 4月 1日
     函館市杉並町４番１号
     0138-33-0550  (0138-33-0560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11714,4454,7 アサヒ調剤薬局株式会〒041-1111 （後発調３）第266号       平成30年 4月 1日
     社七飯支店 亀田郡七飯町字本町６丁目６番６
     号
     0138-66-2222  (0138-66-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11814,4457,0 みゆき町薬局 〒049-2326 （後発調３）第111号       平成30年 4月 1日
     茅部郡森町字御幸町３１－９
     01374-2-8222  (01374-2-4888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11914,4475,2 かもめ調剤薬局　東浜〒049-0122 （後発調３）第7号         平成30年 4月 1日
     店 北斗市東浜２丁目１４番１６号
     0138-84-6266  (0138-73-1104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    388

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12014,4484,4 サフラン調剤薬局湯の〒042-0932 （後発調３）第70号        平成30年 4月 1日
     川店 函館市湯川町１丁目１７番３６号
     0138-84-5627  (0138-84-5628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12114,4496,8 スマイル薬局 〒040-0001 （後発調３）第132号       平成30年 4月 1日
     函館市五稜郭町２８番２４号
     0138-32-2211  (0138-32-2228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12214,4503,1 おもと薬局　石川店 〒041-0802 （後発調３）第22号        平成30年 4月 1日
     函館市石川町４５１番地４
     0138-34-2500  (0138-34-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12314,4508,0 さくら薬局　函館松川〒040-0074 （後発調３）第161号       平成30年 4月 1日
     店 函館市松川町４１番３号
     0138-44-3388  (0138-40-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12414,4514,8 さくら薬局　せたな店〒049-4501 （後発調３）第323号       平成30年 5月 1日
     久遠郡せたな町北檜山区北檜山３
     ７５番３
     0137-84-2200  (0137-84-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12514,4517,1 ききょう調剤薬局 〒041-0808 （後発調３）第4号         平成30年 4月 1日
     函館市桔梗３丁目３０番８号
     0138-84-8364  (0138-84-8365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12614,4518,9 おもと薬局　大川店 〒040-0084 （後発調３）第25号        平成30年 4月 1日
     函館市大川町８番２３号
     0138-84-1015  (0138-84-1651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12714,4529,6 そうごう薬局　函館駒〒042-0935 （後発調３）第257号       平成30年 4月 1日
     場店 函館市駒場町５番２１号
     0138-55-6781  (0138-55-6782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12814,4539,5 調剤薬局ツルハドラッ〒040-0035 （後発調３）第47号        平成30年 4月 1日
     グ　函館松風店 函館市松風町１２番６号
     0138-21-1268  (0138-21-1268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12914,4540,3 桔梗タウン薬局 〒041-0808 （後発調３）第129号       平成30年 4月 1日
     函館市桔梗５丁目７番１６号
     0138-85-8963  (0138-85-8964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13014,4543,7 おもと薬局　セカンド〒041-0802 （後発調３）第23号        平成30年 4月 1日
     石川 函館市石川町４５７番１
     0138-34-7533  (0138-47-0707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    389

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13114,4546,0 グリーン調剤　堀川店〒040-0025 （後発調３）第57号        平成30年 4月 1日
     函館市堀川町８番３号
     0138-53-6062  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13214,4550,2 支所前みはら薬局 〒041-0806 （後発調３）第86号        平成30年 4月 1日
     函館市美原３丁目２番１３号
     0138-34-2333  (0138-34-2334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13314,4551,0 五稜郭調剤薬局 〒040-0004 （後発調３）第342号       平成30年 6月 1日
     函館市杉並町１５番５号
     0138-35-7722  (0138-35-7702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13414,4552,8 株式会社あさひ薬局　〒043-0034 （後発調３）第341号       平成30年 6月 1日
     江差店 檜山郡江差町字中歌町１９９番地
     １０
     0139-54-2100  (0139-54-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13514,4559,3 クリオネ東洋薬局 〒041-0822 （後発調３）第312号       平成30年 5月 1日
     函館市亀田港町１番２１号
     0138-45-6833  (0138-45-6834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13614,4560,1 アサヒ調剤薬局株式会〒049-0161 （後発調３）第265号       平成30年 4月 1日
     社　北斗支店 北斗市飯生２丁目１０番１１号
     0138-74-4700  (0138-74-4710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13714,4563,5 アイン薬局　江差店 〒043-0022 （後発調３）第219号       平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町５３１－
     ７
     0139-52-4155  (0139-52-4133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13814,4570,0 アイン薬局　函館みな〒041-0821 （後発調３）第280号       平成30年 4月 1日
     と店 函館市港町１丁目１２番２９号
     0138-44-1325  (0138-44-1327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13914,4578,3 調剤薬局ツルハドラッ〒041-0802 （後発調３）第327号       平成30年 5月 1日
     グ函館石川店 函館市石川町３１５番地９
     0138-34-3268  (0138-34-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14014,4581,7 函館中央薬局　昭和店〒041-0812 （後発調３）第157号       平成30年 4月 1日
     函館市昭和２丁目１８番１１号プ
     リムローズＡ号室
     0138-85-8888  (0138-85-6234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14114,4594,0 ホーム薬局　藤城店 〒041-1104 （後発調３）第254号       平成30年 4月 1日
     亀田郡七飯町上藤城１２５番３
     0138-66-6660  (0138-66-6661)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    390

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14214,4596,5 ホーム薬局　桔梗店 〒041-0808 （後発調３）第308号       平成30年 5月 1日
     函館市桔梗１丁目２番９号
     0138-34-3666  (0138-34-3667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14320,4070,8 有限会社　グリーン薬〒047-0032 （後発調３）第109号       平成30年 4月 1日
     局 小樽市稲穂３丁目７番９号
     0134-32-8927  (0134-32-8928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14420,4115,1 マリン薬局 〒047-0032 （後発調３）第58号        平成30年 4月 1日
     小樽市稲穂４丁目２番２１号
     0134-32-7507  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14520,4240,7 なの花薬局　東小樽店〒047-0156 （後発調３）第263号       平成30年 4月 1日
     小樽市桜２丁目４番３９号
     0134-52-2200  (0134-51-2747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14620,4253,0 住ノ江薬局 〒047-0014 （後発調３）第272号       平成30年 4月 1日
     小樽市住ノ江２丁目１番２号
     0134-65-8338  (0134-65-8355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14720,4261,3 大正堂薬局 〒046-0003 （後発調３）第348号       平成30年 6月 1日
     余市郡余市町黒川町７丁目３５番
     地
     0135-48-5555  (0135-48-5539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14820,4264,7 レインボー薬局余市店〒046-0004 （後発調３）第251号       平成30年 4月 1日
     余市郡余市町大川町６丁目９２－
     ７
     0135-21-5557  (0135-21-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14926,4049,9 あけぼの調剤薬局 〒045-0031 （後発調３）第131号       平成30年 4月 1日
     岩内郡共和町梨野舞納２－２６８
     0135-63-1500  (0135-63-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15026,4053,1 有限会社　オリーブ調〒044-0052 （後発調３）第41号        平成30年 4月 1日
     剤薬局 虻田郡倶知安町北２条西２丁目１
     ８番地
     0136-22-6356  (0136-21-5165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15126,4054,9 ライク調剤薬局倶知安〒044-0052 （後発調３）第333号       平成30年 6月 1日
     店 虻田郡倶知安町北２条西３丁目１
     ０－１
     0136-21-5111  (0136-21-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    391

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15226,4058,0 あけぼの調剤薬局　倶〒044-0003 （後発調３）第141号       平成30年 4月 1日
     知安店 虻田郡倶知安町北３条東２丁目６
     番６
     0136-23-4567  (0136-23-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15326,4073,9 アイン薬局喜茂別店 〒044-0201 （後発調３）第337号       平成30年 5月 1日
     虻田郡喜茂別町字喜茂別１３番地
     ４６
     0136-31-2502  (0136-31-2503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15429,4187,1 くどう薬局 〒070-0033 （後発調３）第343号       平成30年 6月 1日
     旭川市３条通２丁目左８号
     0166-22-6802  (0166-22-6854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15529,4228,3 永山中央薬局 〒079-8412 （後発調３）第191号       平成30年 4月 1日
     旭川市永山２条２０丁目７番１１
     号
     0166-47-5372  (0166-47-5373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15629,4251,5 本町中央薬局 〒070-0810 （後発調３）第193号       平成30年 4月 1日
     旭川市本町３丁目４３７番地の１
     ７
     0166-54-3767  (0166-54-3568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15729,4274,7 北日本調剤末広調剤薬〒071-8121 （後発調３）第281号       平成30年 4月 1日
     局 旭川市末広東１条５丁目１番５号
     0166-52-3100  (0166-52-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15829,4293,7 永山南調剤薬局 〒079-8418 （後発調３）第148号       平成30年 4月 1日
     旭川市永山８条５丁目１番２号
     0166-46-0077  (0166-46-0590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15929,4294,5 東光調剤薬局 〒078-8349 （後発調３）第62号        平成30年 4月 1日
     旭川市東光９条３丁目１番１２号
     0166-33-3023  (0166-33-3029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16029,4358,8 神居西中央薬局 〒070-8012 （後発調３）第192号       平成30年 4月 1日
     旭川市神居２条６丁目２番１４号
     0166-63-2821  (0166-63-2818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16129,4381,0 日本調剤　桂木薬局 〒076-0038 （後発調３）第250号       平成30年 4月 1日
     富良野市桂木町２番７８号
     0167-23-1777  (0167-23-1755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    392

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16229,4415,6 有限会社　パワーズ薬〒079-8421 （後発調３）第42号        平成30年 4月 1日
     局 旭川市永山１１条４丁目１１９番
     地５１
     0166-49-2939  (0166-49-2939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16329,4432,1 あすか薬局 〒078-8351 （後発調３）第92号        平成30年 4月 1日
     旭川市東光１１条３丁目３番
     0166-39-1177  (0166-39-1218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16429,4459,4 有限会社　コマヤ薬局〒070-0832 （後発調３）第185号       平成30年 4月 1日
     旭川市旭町２条３丁目１１番２９
     0166-51-2171  (0166-54-2160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16529,4466,9 日本調剤　旭橋薬局 〒070-0029 （後発調３）第248号       平成30年 4月 1日
     旭川市金星町１丁目１
     0166-24-5001  (0166-24-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16629,4469,3 比布調剤薬局 〒078-0343 （後発調３）第145号       平成30年 4月 1日
     上川郡比布町中町２丁目２番３４
     号
     0166-58-9900  (0166-58-9001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16729,4480,0 北海調剤薬局 〒078-8234 （後発調３）第307号       平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡４条３丁目３番８号
     0166-35-0935  (0166-35-0935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16829,4509,6 ふじさわ薬局　末広５〒071-8135 （後発調３）第40号        平成30年 4月 1日
     条店 旭川市末広５条１２丁目１－１６
     0166-57-1888  (0166-57-1887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16929,4537,7 平成堂調剤薬局　一条〒078-8211 （後発調３）第317号       平成30年 5月 1日
     店 旭川市１条通１８丁目１７３番３
     0166-37-8931  (0166-37-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17029,4540,1 オーベル薬局　永山店〒079-8413 （後発調３）第69号        平成30年 4月 1日
     旭川市永山３条２２丁目３番４号
     0166-40-2270  (0166-40-2271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17129,4541,9 愛別調剤薬局 〒078-1405 （後発調３）第77号        平成30年 4月 1日
     上川郡愛別町字本町１５７番地１
     01658-9-3355  (01658-9-3456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17229,4564,1 どろっぷ調剤薬局 〒076-0057 （後発調３）第168号       平成30年 4月 1日
     富良野市住吉町３番３１号
     0167-22-3540  (0167-22-3540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    393

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17329,4566,6 日本調剤　ふらの薬局〒076-0057 （後発調３）第244号       平成30年 4月 1日
     富良野市住吉町３番２７号
     0167-22-0808  (0167-22-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17429,4570,8 マツモトファーマシー〒070-8013 （後発調３）第283号       平成30年 4月 1日
     神居すみれ薬局 旭川市神居３条１０丁目３０７－
     ２
     0166-63-1193  (0166-63-7212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17529,4586,4 ひがしかわ薬局 〒071-1423 （後発調３）第94号        平成30年 4月 1日
     上川郡東川町東町１丁目１４番２
     号
     0166-82-0001  (0166-82-0002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17629,4592,2 パルム薬局　永山店 〒079-8413 （後発調３）第20号        平成30年 4月 1日
     旭川市永山３条１３丁目２番１号
     0166-85-6037  (0166-85-6038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17729,4593,0 どんぐり調剤薬局 〒070-0824 （後発調３）第110号       平成30年 4月 1日
     旭川市錦町１７丁目２６６２番地
     の１
     0166-74-3691  (0166-74-3694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17830,4005,3 朝日調剤薬局 〒095-0401 （後発調３）第14号        平成30年 4月 1日
     士別市朝日町中央４０２９番地５
     ３
     0165-28-3535  (0165-28-3545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17930,4018,6 いるか薬局 〒070-0832 （後発調３）第182号       平成30年 4月 1日
     旭川市旭町２条１０丁目１２８番
     地２０５
     0166-46-8111  (0166-46-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18030,4020,2 平成堂調剤薬局　士別〒095-0011 （後発調３）第268号       平成30年 4月 1日
     店 士別市東１条９丁目９番２
     0165-26-7111  (0165-26-7115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18130,4022,8 日本調剤春光一条薬局〒070-0871 （後発調３）第242号       平成30年 4月 1日
     旭川市春光１条８丁目１２番３６
     号
     0166-46-6030  (0166-51-5230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18230,4023,6 十仁薬局　宮下店 〒070-0030 （後発調３）第285号       平成30年 4月 1日
     旭川市宮下通９丁目３９６ー１た
     まメディカルビル１階
     0166-26-7611  (0166-26-7612)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    394

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18330,4024,4 しろくま調剤薬局 〒071-8131 （後発調３）第144号       平成30年 4月 1日
     旭川市末広１条５丁目１番２６号
     0166-59-5566  (0166-59-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18430,4031,9 ココカラファイン薬局〒071-1201 （後発調３）第274号       平成30年 4月 1日
     　鷹栖メロディー店 上川郡鷹栖町南一条２丁目１番１
     号
     0166-59-3311  (0166-87-5858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18530,4032,7 はな保険薬局 〒070-0054 （後発調３）第322号       平成30年 5月 1日
     旭川市４条西７丁目１番３－１号
     0166-24-8789  (0166-21-8789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18630,4034,3 日本調剤　旭川薬局 〒078-8803 （後発調３）第247号       平成30年 4月 1日
     旭川市緑が丘東３条１丁目２番１
     号
     0166-60-8500  (0166-65-6660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18730,4057,4 きのえ薬局 〒078-8232 （後発調３）第264号       平成30年 4月 1日
     旭川市豊岡２条７丁目４番１１号
     0166-37-8838  (0166-37-8839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18830,4062,4 オレンジ薬局 〒071-8136 （後発調３）第155号       平成30年 4月 1日
     旭川市末広６条４丁目１番１８号
     0166-73-3987  (0166-73-3771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18930,4065,7 クリオネシェリール薬〒078-8357 （後発調３）第209号       平成30年 4月 1日
     局 旭川市東光１７条９丁目１番１２
     号
     0166-39-3771  (0166-39-3772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19030,4069,9 ハート薬局 〒078-8341 （後発調３）第11号        平成30年 4月 1日
     旭川市東光１条１丁目４番８号
     0166-31-1135  (0166-31-3131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19130,4070,7 アイランド薬局神楽店〒070-8005 （後発調３）第189号       平成30年 4月 1日
     旭川市神楽５条１４丁目１番７号
     0166-60-4189  (0166-61-8589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19230,4078,0 アイン薬局旭川東鷹栖〒071-8101 （後発調３）第207号       平成30年 4月 1日
     店 旭川市東鷹栖１条１丁目６３５番
     地３１８
     0166-58-3360  (0166-58-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    395

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19330,4080,6 アイン薬局旭川北店 〒078-8253 （後発調３）第229号       平成30年 4月 1日
     旭川市東旭川北３条５丁目３－１
     ７
     0166-36-7717  (0166-36-7718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19430,4081,4 アイン薬局旭川神楽岡〒078-8324 （後発調３）第232号       平成30年 4月 1日
     店 旭川市神楽岡１４条３丁目２－１
     １
     0166-60-6821  (0166-60-6822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19530,4096,2 まつもと調剤薬局 〒078-8353 （後発調３）第284号       平成30年 4月 1日
     旭川市東光１３条１丁目５番４号
     0166-35-7211  (0166-73-7313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19630,4103,6 なの花薬局永山店 〒079-8416 （後発調３）第315号       平成30年 5月 1日
     旭川市永山６条１１丁目６番１６
     号
     0166-46-1189  (0166-46-1093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19730,4104,4 なの花薬局忠和店 〒070-8044 （後発調３）第314号       平成30年 5月 1日
     旭川市忠和４条６丁目３番１０号
     0166-63-6889  (0166-63-1093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19835,4138,1 パルス薬局　東室蘭店〒050-0076 （後発調３）第277号       平成30年 4月 1日
     室蘭市知利別町１丁目３ー２ー２
     0143-41-4500  (0143-41-4511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19935,4155,5 ひかり薬局　洞爺湖店〒049-5605 （後発調３）第170号       平成30年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町高砂町３２ー４
     0142-74-2211  (0142-74-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20035,4157,1 こじま薬局 〒050-0083 （後発調３）第298号       平成30年 4月 1日
     室蘭市東町２丁目１６番地２４号
     0143-41-3788  (0143-41-3789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20135,4162,1 パルス薬局　知利別店〒050-0076 （後発調３）第278号       平成30年 4月 1日
     室蘭市知利別町１丁目２番２４号
     0143-41-4800  (0143-41-4811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20235,4223,1 すばる薬局 〒050-0074 （後発調３）第165号       平成30年 4月 1日
     室蘭市中島町１丁目８番６号　プ
     レアディス中島ビル１階
     0143-44-1717  (0143-44-1919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20335,4224,9 きりん調剤薬局 〒049-5602 （後発調３）第166号       平成30年 4月 1日
     虻田郡洞爺湖町泉３４番地２２
     0142-76-3350  (0142-76-3351)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    396

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20435,4226,4 ふなおか薬局 〒052-0014 （後発調３）第135号       平成30年 4月 1日
     伊達市舟岡町３２９番地１３
     0142-25-7026  (0142-25-7026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20535,4229,8 ポプラ薬局　東室蘭店〒050-0076 （後発調３）第195号       平成30年 4月 1日
     室蘭市知利別町１丁目４番３号
     0143-41-4001  (0143-41-4005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20635,4230,6 こじま薬局　中島店 〒050-0074 （後発調３）第305号       平成30年 4月 1日
     室蘭市中島町１丁目８番１号
     0143-84-1175  (0143-84-1176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20735,4237,1 たいへいばし薬局 〒050-0074 （後発調３）第150号       平成30年 4月 1日
     室蘭市中島町２丁目２１番１０号
     メディカル中島１階
     0143-41-5155  (0143-41-5156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20835,4238,9 さくら薬局　室蘭山手〒051-0012 （後発調３）第325号       平成30年 5月 1日
     店 室蘭市山手町３丁目１２番４号
     0143-25-2000  (0143-25-2011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20935,4252,0 ほくと薬局 〒059-0032 （後発調３）第85号        平成30年 4月 1日
     登別市新生町３丁目１１番地１８
     0143-82-2626  (0143-82-2627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21035,4259,5 調剤薬局ツルハドラッ〒050-0074 （後発調３）第46号        平成30年 4月 1日
     グ室蘭中島北店 室蘭市中島町１丁目２８番９－２
     0143-42-2177  (0143-42-2177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21135,4264,5 マリン調剤薬局 〒050-0083 （後発調３）第319号       平成30年 5月 1日
     室蘭市東町２丁目２２番１４号
     0143-47-2207  (0143-47-2208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21235,4269,4 桜の杜薬局 〒052-0021 （後発調３）第143号       平成30年 4月 1日
     伊達市末永町４９番地７
     0142-21-7557  (0142-21-0080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21335,4270,2 エスタ薬局 〒050-0074 （後発調３）第3号         平成30年 4月 1日
     室蘭市中島町３丁目２２番５号エ
     スタビル１階
     0143-43-0160  (0143-43-0162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21435,4280,1 なの花薬局登別桜木店〒059-0023 （後発調３）第203号       平成30年 4月 1日
     登別市桜木町３丁目２番地１４
     0143-85-1193  (0143-85-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    397

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21535,4283,5 なの花薬局室蘭宮の森〒050-0073 （後発調３）第202号       平成30年 4月 1日
     店 室蘭市宮の森町１丁目１番３６号
     0143-45-1193  (0143-45-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21635,4285,0 北海道ファーマライズ〒050-0076 （後発調３）第88号        平成30年 4月 1日
     東室蘭薬局 室蘭市知利別町３丁目５番
     0143-41-3575  (0143-41-3576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21736,4062,1 グリーン調剤薬局　と〒059-1261 （後発調３）第96号        平成30年 4月 1日
     きわ店 苫小牧市ときわ町５丁目１８番１
     ８号
     0144-68-1777  (0144-68-1811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21836,4085,2 ホワイト調剤薬局 〒053-0833 （後発調３）第167号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市日新町２丁目６番４６号
     0144-76-8858  (0144-76-8859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21936,4123,1 アルビ調剤薬局　苫小〒059-1364 （後発調３）第19号        平成30年 4月 1日
     牧店 苫小牧市東開町３丁目１７番１９
     号
     0144-52-5575  (0144-52-5576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22036,4148,8 苫小牧市民薬局 〒053-0034 （後発調３）第124号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市清水町１丁目５番２９号
     0144-38-3055  (0144-38-3066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22136,4149,6 調剤薬局ツルハドラッ〒053-0046 （後発調３）第43号        平成30年 4月 1日
     グ苫小牧住吉店 苫小牧市住吉町２丁目２９番
     0144-31-7077  (0144-31-7077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22236,4150,4 ナカジマ薬局みどりヶ〒053-0046 （後発調３）第318号       平成30年 4月 1日
     丘店 苫小牧市住吉町２丁目８番１７号
     0144-38-0077  (0144-36-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22336,4152,0 株式会社　ほべつ調剤〒054-0211 （後発調３）第334号       平成30年 6月 1日
     薬局 勇払郡むかわ町穂別８１番地３９
     0145-45-7711  (0145-45-7722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22436,4169,4 ふじい薬局早来調剤 〒059-1501 （後発調３）第84号        平成30年 4月 1日
     勇払郡安平町早来大町１４８番地
     １
     0145-22-3233  (0145-22-3433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22536,4172,8 センター薬局　拓勇店〒059-1303 （後発調３）第1号         平成30年 4月 1日
     苫小牧市拓勇東町３丁目３番１０
     号
     0144-84-7314  (0144-84-7315)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    398

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22636,4173,6 フロンティア薬局苫小〒059-1304 （後発調３）第271号       平成30年 4月 1日
     牧北栄店 苫小牧市北栄町３丁目５番４号
     0144-52-5160  (0144-55-8883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22736,4175,1 調剤薬局ツルハドラッ〒059-1304 （後発調３）第45号        平成30年 4月 1日
     グ沼ノ端北店 苫小牧市北栄町１丁目２３番地１
     ５号
     0144-52-5811  (0144-52-5811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22836,4176,9 ふじい薬局沼ノ端北調〒059-1304 （後発調３）第339号       平成30年 5月 1日
     剤 苫小牧市北栄町２丁目２７番３７
     号
     0144-53-3600  (0144-53-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22936,4184,3 なの花薬局しらかば店〒053-0821 （後発調３）第196号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市しらかば町６丁目１５番
     ２５号
     0144-75-5511  (0144-75-5522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23036,4185,0 なの花薬局桜木東店 〒053-0832 （後発調３）第197号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市桜木町１丁目２４番２１
     号
     0144-71-2589  (0144-75-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23136,4187,6 なの花薬局糸井店 〒053-0821 （後発調３）第198号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市しらかば町１丁目１８番
     ７号
     0144-75-2577  (0144-75-2578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23236,4192,6 なの花薬局苫小牧澄川〒059-1271 （後発調３）第200号       平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市澄川町７丁目１０番３号
     0144-61-4193  (0144-61-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23336,4193,4 なの花薬局苫小牧双葉〒053-0045 （後発調３）第201号       平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市双葉町３丁目６番１６号
     0144-38-1193  (0144-38-1189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23436,4194,2 なの花薬局苫小牧三光〒053-0042 （後発調３）第199号       平成30年 4月 1日
     店 苫小牧市三光町１丁目２番５号
     0144-36-1193  (0144-36-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23536,4196,7 日本調剤　日新薬局 〒053-0833 （後発調３）第238号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市日新町２丁目７番１５号
     0144-71-1400  (0144-71-1433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    399

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23638,4039,5 株式会社　アミヤ薬局〒057-0013 （後発調３）第67号        平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町大通３丁目６番地
     01462-2-2222  (0146-22-5757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23738,4043,7 有限会社　奈良薬局 〒057-0013 （後発調３）第106号       平成30年 4月 1日
     浦河郡浦河町大通り３丁目５３番
     地ショッピングセンターミオ内
     0146-22-2518  (0146-22-7715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23838,4044,5 有限会社　めぐみ調剤〒057-0006 （後発調３）第103号       平成30年 4月 1日
     薬局 浦河郡浦河町東町かしわ１丁目２
     ２０番地の１３
     0146-22-7811  (0146-22-7855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23938,4083,3 アイン薬局新ひだか店〒056-0022 （後発調３）第223号       平成30年 4月 1日
     日高郡新ひだか町静内高砂町３丁
     目１番１３号
     0146-45-0271  (0146-45-0272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24041,4117,3 株式会社　金安薬局　〒085-0841 （後発調３）第79号        平成30年 4月 1日
     南大通店 釧路市南大通１丁目３番６号
     0154-43-0546  (0154-43-0547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24141,4132,2 斉藤薬局　貝塚店 〒085-0816 （後発調３）第332号       平成30年 6月 1日
     釧路市貝塚２丁目６番２８号
     0154-43-2772  (0154-43-2882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24241,4156,1 株式会社　金安薬局　〒085-0046 （後発調３）第80号        平成30年 4月 1日
     新橋大通店 釧路市新橋大通２丁目２番１６号
     0154-23-0924  (0154-23-1005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24341,4191,8 有限会社　カトウ薬局〒085-0835 （後発調３）第171号       平成30年 4月 1日
     　浦見店 釧路市浦見４丁目２番２１号
     0154-41-2801  (0154-41-2803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24441,4197,5 マルク薬局 〒085-0061 （後発調３）第320号       平成30年 5月 1日
     釧路市芦野２丁目１番２１号
     0154-39-6464  (0154-39-7654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24541,4199,1 有限会社　ふみぞの薬〒085-0063 （後発調３）第159号       平成30年 4月 1日
     局 釧路市文苑４丁目２番８号
     0154-38-5251  (0154-38-5251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24641,4215,5 フロンティア薬局　新〒085-0032 （後発調３）第233号       平成30年 4月 1日
     栄店 釧路市新栄町２０番６号
     0154-22-6662  (0154-22-6040)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    400

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24741,4216,3 日本調剤　新栄薬局 〒085-0032 （後発調３）第240号       平成30年 4月 1日
     釧路市新栄町２０番２号
     0154-25-2400  (0154-25-2402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24841,4217,1 クリオネ新栄薬局 〒085-0032 （後発調３）第213号       平成30年 4月 1日
     釧路市新栄町２０番５号
     0154-21-7123  (0154-21-7177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24941,4219,7 調剤薬局　くすり工房〒085-0046 （後発調３）第64号        平成30年 4月 1日
     新橋館 釧路市新橋大通３丁目２番１５号
     0154-21-9483  (0154-21-9484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25041,4240,3 斉藤薬局　大楽毛店 〒084-0917 （後発調３）第291号       平成30年 4月 1日
     釧路市大楽毛５丁目８番１９号
     0154-57-9055  (0154-57-2055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25141,4248,6 さくら薬局釧路 〒085-0032 （後発調３）第66号        平成30年 4月 1日
     釧路市新栄町２０番７号
     0154-32-1337  (0154-32-1338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25241,4264,3 マザー薬局 〒088-0621 （後発調３）第306号       平成30年 4月 1日
     釧路郡釧路町桂木２丁目４番１号
     0154-38-1800  (0154-68-4502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25341,4273,4 日本調剤　釧路薬局 〒085-0821 （後発調３）第237号       平成30年 4月 1日
     釧路市鶴ケ岱２丁目３番７号
     0154-44-2266  (0154-44-2277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25441,4278,3 おたのしけ調剤薬局 〒084-0917 （後発調３）第107号       平成30年 4月 1日
     釧路市大楽毛２丁目２－２５
     0154-64-6657  (0154-64-6658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25541,4282,5 サトウ薬局調剤センタ〒084-0917 （後発調３）第15号        平成30年 4月 1日
     ー 釧路市大楽毛４丁目１番６号
     0154-57-8484  (0154-57-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25641,4297,3 たかはし薬局はなしの〒084-0909 （後発調３）第82号        平成30年 4月 1日
     ぶ店 釧路市昭和南３丁目１０番２号
     0154-55-4189  (0120-910-938)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25741,4298,1 たかはし薬局柳町日赤〒085-0037 （後発調３）第89号        平成30年 4月 1日
     前店 釧路市柳町２番１５号
     0154-32-4189  (0800-800-3789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25841,4299,9 たかはし薬局はるとり〒085-0813 （後発調３）第97号        平成30年 4月 1日
     店 釧路市春採８丁目２番１５号
     0154-68-4189  (0800-800-3789)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    401

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25941,4303,9 斉藤薬局大町店 〒085-0841 （後発調３）第290号       平成30年 4月 1日
     釧路市南大通３丁目１－１７
     0154-42-0108  (0154-42-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26041,4304,7 まつうら調剤薬局 〒085-0005 （後発調３）第95号        平成30年 4月 1日
     釧路市松浦町１２番５号
     0154-65-5777  (0154-65-5778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26141,4305,4 アイン薬局釧路芦野店〒085-0061 （後発調３）第228号       平成30年 4月 1日
     釧路市芦野１丁目２７番２６号
     0154-39-3902  (0154-39-3903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26241,4309,6 ナガオ薬局新栄館 〒085-0032 （後発調３）第133号       平成30年 4月 1日
     釧路市新栄町２０番８号
     0154-21-7000  (0154-21-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26341,4310,4 さくら薬局若竹店 〒085-0036 （後発調３）第65号        平成30年 4月 1日
     釧路市若竹町１４番５号
     0154-65-8010  (0154-65-8013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26442,4045,4 髙根薬局 〒086-1013 （後発調３）第73号        平成30年 4月 1日
     標津郡中標津町東１３条南３丁目
     １２番地３
     0153-72-0670  (0153-72-0670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26542,4079,3 川口薬局　西春別支店〒088-2562 （後発調３）第83号        平成30年 4月 1日
     野付郡別海町西春別駅前栄町７７
     番地
     0153-77-1201  (0153-77-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26646,4139,6 有限会社　タカダ薬局〒089-2615 （後発調３）第158号       平成30年 4月 1日
     広尾郡広尾町本通６丁目４番地
     01558-2-2166  (01558-2-2167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26746,4154,5 つがやす薬局　足寄店〒089-3701 （後発調３）第127号       平成30年 4月 1日
     足寄郡足寄町北１条３丁目６番地
     01562-5-2511  (01562-5-3820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26846,4189,1 タケダ薬局 〒080-0046 （後発調３）第36号        平成30年 4月 1日
     帯広市西１６条北１丁目２７番１
     １４
     0155-35-0033  (0155-36-0851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26946,4193,3 楓薬局 〒080-0111 （後発調３）第286号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１４丁目
     １番３３
     0155-30-2600  (0155-30-2601)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    402

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27046,4194,1 まつもと薬局　南町店〒080-0852 （後発調３）第256号       平成30年 4月 1日
     帯広市西１４条南３４丁目４番地
     ２
     0155-48-9988  (0155-48-9919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27146,4200,6 遠藤調剤薬局 〒089-1709 （後発調３）第26号        平成30年 4月 1日
     中川郡幕別町忠類幸町９番地１
     01558-8-3333  (01558-8-3333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27246,4211,3 いしはら薬局 〒080-0012 （後発調３）第149号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２条南２３丁目９番地１
     0155-28-3344  (0155-28-3346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27346,4214,7 株式会社　はら調剤薬〒080-2474 （後発調３）第28号        平成30年 4月 1日
     局　西帯店 帯広市西２４条南３丁目３１－１
     ２
     0155-37-9333  (0155-37-9332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27446,4229,5 ナカジマ薬局　清水店〒089-0138 （後発調３）第235号       平成30年 4月 1日
     上川郡清水町南２条３丁目１ー４
     01566-9-2188  (01566-9-2189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27546,4230,3 加藤薬局　南店 〒080-0018 （後発調３）第179号       平成30年 4月 1日
     帯広市西８条南２６丁目５７番地
     0155-28-5525  (0155-27-5630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27646,4242,8 イナガミ薬局　大空店〒080-0838 （後発調３）第90号        平成30年 4月 1日
     帯広市大空町３丁目１４番地の４
     0155-49-3636  (0155-49-3505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27746,4262,6 まつもと薬局　自由が〒080-0848 （後発調３）第187号       平成30年 4月 1日
     丘店 帯広市自由が丘１丁目１番１
     0155-58-1070  (0155-58-1080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27846,4274,1 つがやす薬局　幕別店〒089-0604 （後発調３）第172号       平成30年 4月 1日
     中川郡幕別町錦町１１８－１
     0155-55-3300  (0155-55-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27946,4277,4 タケダ薬局　西支店 〒080-2469 （後発調３）第130号       平成30年 4月 1日
     帯広市西１９条南３丁目３５番５
     号
     0155-38-3311  (0155-38-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28046,4283,2 とよころ調剤薬局 〒089-5313 （後発調３）第292号       平成30年 4月 1日
     中川郡豊頃町茂岩栄町１０７番３
     ２
     01557-9-5677  (01557-9-5679)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    403

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28146,4302,0 日本調剤　帯広薬局 〒080-0806 （後発調３）第241号       平成30年 4月 1日
     帯広市東６条南９丁目１６番地１
     0155-22-1121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28246,4303,8 しほろ調剤薬局 〒080-1216 （後発調３）第183号       平成30年 4月 1日
     河東郡士幌町字士幌西２線１６７
     番地
     01564-9-5670  (01564-9-5671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28346,4307,9 すずか調剤薬局 〒080-0010 （後発調３）第18号        平成30年 4月 1日
     帯広市大通南１６丁目７番２
     0155-21-3270  (0155-21-3271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28446,4325,1 とかち木野薬局 〒080-0302 （後発調３）第345号       平成30年 6月 1日
     河東郡音更町木野西通１５丁目５
     番地９５
     0155-43-5760  (0155-43-5765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28546,4326,9 せせらぎ薬局 〒089-0537 （後発調３）第269号       平成30年 4月 1日
     中川郡幕別町札内北栄町２番地１
     ３
     0155-21-7000  (0155-21-0222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28646,4328,5 株式会社　はら調剤薬〒080-0302 （後発調３）第29号        平成30年 4月 1日
     局音更店 河東郡音更町木野西通１６丁目１
     －２９
     0155-30-2113  (0155-30-2114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28746,4331,9 たいき調剤薬局 〒089-2146 （後発調３）第146号       平成30年 4月 1日
     広尾郡大樹町寿通３丁目４４番地
     ３
     01558-6-5589  (01558-6-5590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28846,4336,8 まつもと薬局西６条店〒080-0016 （後発調３）第136号       平成30年 4月 1日
     帯広市西６条南６丁目４番２
     0155-21-1230  (0155-22-3535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28946,4338,4 つがやす薬局東４条店〒080-0804 （後発調３）第126号       平成30年 4月 1日
     帯広市東４条南１１丁目２番地３
     0155-23-1900  (0155-23-1990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29046,4345,9 よつば調剤薬局 〒080-0012 （後発調３）第177号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２条南２丁目１８番地４
     0155-24-6311  (0155-24-6312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    404

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29146,4351,7 株式会社　向平健康堂〒080-0101 （後発調３）第104号       平成30年 4月 1日
     薬局 河東郡音更町大通７丁目３番地
     0155-42-2526  (0155-42-2563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29246,4353,3 ユーアイファーマシー〒080-0010 （後発調３）第267号       平成30年 4月 1日
     帯広市大通南１３丁目１７番地
     0155-23-0003  (0155-23-0006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29346,4356,6 まつもと薬局　フロン〒080-0048 （後発調３）第255号       平成30年 4月 1日
     ティア店 帯広市西１８条北２丁目２９番６
     0155-33-4800  (0155-33-4811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29446,4357,4 快晴薬局 〒080-0028 （後発調３）第32号        平成30年 4月 1日
     帯広市西１８条南３丁目１番１７
     号
     0155-67-6482  (0155-67-6483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29546,4358,2 加藤薬局西２１条店 〒080-2471 （後発調３）第176号       平成30年 4月 1日
     帯広市西２１条南５丁目３５番地
     ７
     0155-58-6616  (0155-58-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29646,4361,6 やよい調剤薬局 〒080-0028 （後発調３）第311号       平成30年 5月 1日
     帯広市西１８条南３１丁目４番地
     ３
     0155-49-1717  (0155-49-1777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29746,4366,5 ホシバ薬局西１２条店〒080-0042 （後発調３）第147号       平成30年 4月 1日
     帯広市西１２条北２丁目４－１１
     0155-67-4930  (0155-67-4940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29846,4368,1 あおば薬局　音更店 〒080-0111 （後発調３）第153号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東２丁目１
     －６２
     0155-67-4591  (0155-67-4592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29946,4370,7 調剤薬局ツルハドラッ〒080-0018 （後発調３）第328号       平成30年 5月 1日
     グ帯広西８条店 帯広市西８条南１０丁目１－１
     0155-28-3268  (0155-28-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30046,4371,5 ナンバ薬品株式会社柏〒080-0028 （後発調３）第346号       平成30年 6月 1日
     林台支店 帯広市西１８条南３丁目２番地
     0155-33-5570  (0155-33-5571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    405

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30146,4375,6 調剤薬局ツルハドラッ〒080-0301 （後発調３）第54号        平成30年 4月 1日
     グ音更店 河東郡音更町木野大通西１５丁目
     ２番４
     0155-43-5268  (0155-43-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30246,4376,4 つがやす薬局西１条店〒080-0011 （後発調３）第125号       平成30年 4月 1日
     帯広市西１条南１２丁目１４番地
     １
     0155-20-2121  (0155-20-2100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30346,4378,0 剣淵調剤薬局 〒098-0338 （後発調３）第60号        平成30年 4月 1日
     上川郡剣淵町仲町１６番３
     0165-26-7920  (0165-26-7921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30446,4380,6 ナカジマ薬局いなだ店〒080-0017 （後発調３）第234号       平成30年 4月 1日
     帯広市西７条南３４丁目４０－３
     0155-49-1515  (0155-49-2525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30546,4383,0 うらほろ調剤薬局 〒089-5613 （後発調３）第294号       平成30年 4月 1日
     十勝郡浦幌町字幸町７５番地５
     015-579-7777  (015-579-7778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30646,4389,7 せいりゅう薬局 〒080-0871 （後発調３）第293号       平成30年 4月 1日
     帯広市清流東１丁目１番地３０
     0155-47-4774  (0155-47-4778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30746,4392,1 有限会社　大口薬局 〒080-1200 （後発調３）第135号       平成30年 4月 1日
     河東郡士幌町字士幌西２線１６１
     番地Ａコープ内
     01564-5-2047  (01564-5-4076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30846,4393,9 音更まる薬局 〒080-0111 （後発調３）第287号       平成30年 4月 1日
     河東郡音更町木野大通東１７丁目
     １番地４
     0155-43-5077  (0155-43-5078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30946,4395,4 ひばり薬局 〒080-0013 （後発調３）第8号         平成30年 4月 1日
     帯広市西３条南１２丁目１センタ
     ーシティ３　１階
     0155-67-8399  (0155-67-8369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31046,4397,0 コスモ調剤薬局帯広西〒080-0014 （後発調３）第301号       平成30年 4月 1日
     ４条店 帯広市西４条南１０丁目４４
     0155-67-0067  (0155-67-0068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    406

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31150,4069,7 株式会社　アカシヤ堂〒090-0044 （後発調３）第34号        平成30年 4月 1日
     薬局 北見市北４条西３丁目２番地
     0157-24-2372  (0157-31-0093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31250,4089,5 アリエス薬局 〒090-0836 （後発調３）第142号       平成30年 4月 1日
     北見市東三輪２丁目５４番地９
     0157-22-8931  (0157-22-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31350,4114,1 ふじき調剤薬局 〒090-0019 （後発調３）第270号       平成30年 4月 1日
     北見市三楽町１３４－３
     0157-66-2250  (0157-66-2251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31450,4116,6 フィール調剤薬局　夕〒090-0051 （後発調３）第162号       平成30年 4月 1日
     陽ヶ丘店 北見市高栄東町１丁目２４番２４
     号
     0157-25-1777  (0157-25-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31550,4120,8 フィール調剤薬局　寿〒090-0065 （後発調３）第126号       平成30年 4月 1日
     店 北見市寿町３丁目４番２０
     0157-66-0888  (0157-66-0884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31650,4125,7 有限会社クリニクス調〒090-0053 （後発調３）第13号        平成30年 4月 1日
     剤薬局　北見桂町店 北見市桂町１丁目２０６番７１
     0157-22-2710  (0120-003-724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31750,4136,4 つくし調剤薬局 〒091-0170 （後発調３）第164号       平成30年 4月 1日
     北見市留辺蘂町温根湯温泉４３８
     番地１
     0157-67-4111  (0157-45-3900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31850,4139,8 フィール調剤薬局　愛〒099-2103 （後発調３）第93号        平成30年 4月 1日
     し野店 北見市端野町三区３６６番地１０
     0157-33-4755  (0157-33-4756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31950,4146,3 調剤薬局ツルハドラッ〒090-0836 （後発調３）第53号        平成30年 4月 1日
     グ北見メッセ店 北見市中央三輪５丁目４２３番地
     ５
     0157-66-4322  (0157-66-4322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32053,4093,1 ナカジマ薬局網走南４〒093-0014 （後発調３）第275号       平成30年 4月 1日
     条店 網走市南４条西４丁目３－１
     0152-67-4885  (0152-67-4886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32154,4046,7 有限会社サカイ薬局 〒099-6329 （後発調３）第349号       平成30年 4月 1日
     紋別郡湧別町中湧別中町５７９番
     地
     01586-2-2072  (01586-2-2073)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    407

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32259,4033,4 ミラクル薬局南清水沢〒068-0536 （後発調３）第63号        平成30年 4月 1日
     店 夕張市南清水沢４丁目８番２号
     0123-59-4088  (0123-59-4088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32364,4066,4 アイン薬局苫前店 〒078-3621 （後発調３）第221号       平成30年 4月 1日
     苫前郡苫前町字古丹別６５０番２
     ０
     0164-69-3511  (0164-69-3512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32468,4067,3 トナカイ調剤薬局 〒098-3201 （後発調３）第55号        平成30年 4月 1日
     天塩郡幌延町１条北２丁目１番地
     ２３
     01632-9-7022  (01632-9-7023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32568,4076,4 アイン薬局　稚内末広〒097-0001 （後発調３）第220号       平成30年 4月 1日
     店 稚内市末広３丁目６番２号
     0162-24-7010  (0162-24-0322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32674,4072,1 赤平薬局 〒079-1136 （後発調３）第137号       平成30年 4月 1日
     赤平市本町２丁目４番地
     0125-32-2864  (0125-32-2789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32774,4073,9 ほのぼの薬局　浦臼店〒061-0615 （後発調３）第175号       平成30年 4月 1日
     樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ１８
     ３ー３７
     0125-69-2131  (0125-67-3445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32874,4075,4 日本調剤　大町薬局 〒079-1141 （後発調３）第245号       平成30年 4月 1日
     赤平市大町２丁目１番７号
     0125-34-2270  (0125-32-2907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32974,4078,8 日本調剤　滝川薬局 〒073-0022 （後発調３）第249号       平成30年 4月 1日
     滝川市大町２丁目１番３３号
     0125-24-4001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33074,4081,2 日本調剤　芦別薬局 〒075-0041 （後発調３）第243号       平成30年 4月 1日
     芦別市本町１４番地１５
     01242-4-2800  (01242-3-1611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33174,4097,8 ちっぷべつ調剤薬局 〒078-2102 （後発調３）第128号       平成30年 4月 1日
     雨竜郡秩父別町秩父別１３１０－
     ２２
     0164-33-5233  (0164-33-5235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33274,4104,2 調剤薬局ツルハドラッ〒079-1143 （後発調３）第51号        平成30年 4月 1日
     グ赤平店 赤平市字赤平５４０番１
     0125-32-2900  (0125-32-2900)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    408

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33374,4110,9 さくら薬局　滝川店 〒073-0022 （後発調３）第324号       平成30年 5月 1日
     滝川市大町２丁目１番３０号　ク
     リーンズビル
     0125-23-8800  (0125-23-8777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33474,4118,2 有限会社　藤井薬局 〒073-0032 （後発調３）第105号       平成30年 4月 1日
     滝川市明神町４丁目１０番８号
     0125-23-2782  (0125-23-2782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33574,4122,4 こぶし調剤薬局 〒073-0022 （後発調３）第181号       平成30年 4月 1日
     滝川市大町２丁目２番１４号
     0125-23-8120  (0125-23-8121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33674,4125,7 ほへと調剤薬局 〒074-0005 （後発調３）第295号       平成30年 4月 1日
     深川市５条１０番１号
     0164-34-6305  (0164-34-6306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33774,4129,9 アイン薬局赤平店 〒079-1141 （後発調３）第218号       平成30年 4月 1日
     赤平市大町３丁目１番２号
     0125-34-2266  (0125-32-0235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33874,4130,7 しんとつかわ調剤薬局〒073-1103 （後発調３）第16号        平成30年 4月 1日
     樺戸郡新十津川町字中央３３６番
     地１２
     0125-74-4563  (0125-74-4564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33974,4133,1 株式会社ホリ薬局　花〒073-1105 （後発調３）第121号       平成30年 4月 1日
     月店 樺戸郡新十津川町字花月２０１番
     ３５
     0125-72-4777  (0125-72-4778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34074,4135,6 なの花薬局滝川店 〒073-0022 （後発調３）第112号       平成30年 4月 1日
     滝川市大町２丁目１番２６号
     0125-23-1193  (0125-23-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34174,4136,4 ながた調剤薬局 〒073-0034 （後発調３）第253号       平成30年 4月 1日
     滝川市空知町３丁目４番１７号
     0125-26-1287  (0125-26-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34275,4080,1 カームビラ調剤薬局 〒069-0381 （後発調３）第108号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市幌向北１条５丁目６７－
     ２
     0126-26-5700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日    409

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34375,4088,4 コア薬局　岩見沢３条〒068-0023 （後発調３）第152号       平成30年 4月 1日
     店 岩見沢市３条西４丁目８番地２第
     ２ポルタビル１階
     0126-24-9377  (0126-24-9381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34475,4095,9 南幌調剤薬局 〒069-0238 （後発調３）第169号       平成30年 4月 1日
     空知郡南幌町元町２丁目２ー３
     011-378-5211  (011-378-5212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34575,4105,6 パルス薬局　岩見沢店〒068-0005 （後発調３）第276号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市５条東１６丁目１０番地
     0126-25-8870  (0126-25-8860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34675,4139,5 アルビ調剤薬局　幌向〒069-0371 （後発調３）第186号       平成30年 4月 1日
     店 岩見沢市幌向南１条３丁目３４８
     －１
     0126-32-6670  (0126-32-6675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34775,4147,8 ロイテ調剤薬局栗山店〒069-1511 （後発調３）第273号       平成30年 4月 1日
     夕張郡栗山町中央３丁目３２７
     0123-73-5222  (0123-73-5225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34875,4152,8 なの花薬局労災前店 〒068-0005 （後発調３）第113号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市５条東１６丁目１７番地
     0126-33-7800  (0126-33-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34976,4030,4 日本調剤　ホリ薬局 〒073-0163 （後発調３）第246号       平成30年 4月 1日
     砂川市西３条北２丁目１６番３
     0125-55-2320  (0125-54-0410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35076,4054,4 調剤薬局ツルハドラッ〒073-0141 （後発調３）第52号        平成30年 4月 1日
     グ砂川店 砂川市西１条南２丁目１－１
     0125-55-3678  (0125-55-3678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35176,4059,3 有限会社　ウリ薬局 〒073-0161 （後発調３）第33号        平成30年 4月 1日
     砂川市西１条北１丁目１ー３６
     0125-52-4386  (0125-54-4207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35276,4064,3 アース調剤薬局砂川店〒073-0143 （後発調３）第215号       平成30年 4月 1日
     砂川市西３条南８丁目２番７号
     0125-52-7081  (0125-52-7082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


