
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4120,4 東台調剤薬局 〒310-0818 （後発調１）第1377号      平成29年 1月 1日
     水戸市東台１－１０－１３
     029-221-6986  (029-221-6546)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4126,1 シバヌマ薬局 〒310-0846 （後発調１）第764号       平成28年 4月 1日
     水戸市東野町２６２－２３
     029-246-0837  (029-246-0773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4180,8 しもいち薬局 〒310-0815 （後発調１）第1431号      平成29年 4月 1日
     水戸市本町３－２－２６
     029-226-1090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4188,1 オレンジ薬局 〒310-0851 （後発調１）第958号       平成28年 4月 1日
     水戸市千波町１３８６ー７
     029-305-1193  (029-305-0930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4202,0 株式会社カワチ薬品　〒310-0845 （後発調１）第1484号      平成29年 8月 1日
     カワチ薬局吉沢町店 水戸市吉沢町２６３
     029-304-5051  (029-304-5052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4206,1 みすず薬局　白梅店 〒310-0804 （後発調１）第924号       平成28年 4月 1日
     水戸市白梅３－８－４
     029-302-8155  (029-302-8156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4237,6 県庁前薬局 〒310-0852 （後発調１）第1330号      平成28年11月 1日
     水戸市笠原町１６０２－４
     029-240-3739  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4251,7 茨城調剤薬局　泉町店〒310-0026 （後発調１）第1110号      平成28年 4月 1日
     水戸市泉町１丁目２番４号
     029-303-1880  (029-303-1881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4255,8 クローバー薬局　千波〒310-0851 （後発調１）第793号       平成28年 4月 1日
     水戸市千波町２７６８－１
     029-244-2402  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,4267,3 アクア薬局けやき台店〒310-0842 （後発調１）第1472号      平成29年 7月 1日
     水戸市けやき台３－３６ＨＩビル
     １Ｆ
     029-297-5550  (029-297-5551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4278,0 ウエルシア薬局水戸見〒310-0911 （後発調１）第1229号      平成28年 7月 1日
     和店 水戸市見和１－３０９－２
     029-257-6683  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,4283,0 みすず薬局　柵町店 〒310-0802 （後発調１）第923号       平成28年 4月 1日
     水戸市柵町１－３－１５
     029-212-7190  (029-212-7191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4287,1 イオン薬局水戸内原店〒319-0317 （後発調１）第1514号      平成29年 9月 1日
     水戸市内原２丁目１番地
     029-259-9167  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4292,1 コスモファーマ薬局　〒310-0045 （後発調１）第1585号      平成30年 3月 1日
     西原店 水戸市新原１－３－８
     029-257-6667  (029-257-6668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4297,0 ファーマライズ薬局　〒310-0845 （後発調１）第1510号      平成29年 9月 1日
     水戸店 水戸市吉沢町２２３－１
     029-304-5336  (029-304-5337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4300,2 アクア薬局　内原店 〒319-0317 （後発調１）第1512号      平成29年 9月 1日
     水戸市内原１丁目１４７番地
     029-291-6417  (029-291-6418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4302,8 アイ水戸薬局 〒310-0911 （後発調１）第1509号      平成29年 9月 1日
     水戸市見和１－３６９－２６
     029-291-6040  (029-291-6040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,4304,4 バンビ薬局　水戸店 〒310-0015 （後発調１）第1500号      平成29年 9月 1日
     水戸市宮町１－３－３８　中村ビ
     ル５階
     029-226-5567  (029-226-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4309,3 さくら薬局　酒門店 〒310-0841 （後発調１）第1388号      平成29年 1月 1日
     水戸市酒門町字浜井場３０２－１
     029-304-6715  (029-304-6716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4316,8 すみれ薬局 〒310-0841 （後発調１）第1062号      平成28年 4月 1日
     水戸市酒門町４８８４－２
     029-224-3919  (029-306-7397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4317,6 有限会社　永和薬局 〒310-0911 （後発調１）第1186号      平成28年 6月 1日
     水戸市見和１－３２１－１３
     029-224-5731  (029-224-5755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4329,1 内原クローバー薬局 〒319-0315 （後発調１）第1477号      平成29年 8月 1日
     水戸市内原町９０４－１
     029-291-8545  (029-291-8546)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,4334,1 みすず薬局　緑町店 〒310-0031 （後発調１）第925号       平成28年 4月 1日
     水戸市大工町３丁目１０－１４
     029-233-1112  (029-233-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4337,4 コスモファーマ薬局　〒310-0903 （後発調１）第1498号      平成29年 8月 1日
     堀町店 水戸市堀町１１２２－１６
     029-353-8716  (029-353-8719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4339,0 ウエルシア薬局　水戸〒311-1134 （後発調１）第1331号      平成28年11月 1日
     百合が丘店 水戸市百合が丘町８－３
     029-240-1238  (029-240-1578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4348,1 茨城中央調剤薬局 〒310-0853 （後発調１）第999号       平成28年 4月 1日
     水戸市平須町１－４１６
     029-291-5118  (029-291-5272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,4353,1 しんはら薬局 〒310-0045 （後発調１）第929号       平成28年 4月 1日
     水戸市新原２－１－２１
     029-257-7331  (029-257-7332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4358,0 さくら薬局　水戸河和〒311-4153 （後発調１）第1515号      平成29年 9月 1日
     田店 水戸市河和田町長谷原４４０５－
     １０６
     029-257-8931  (029-257-8008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4362,2 薬局セレクト　双葉台〒311-4144 （後発調１）第1412号      平成29年 2月 1日
     店 水戸市開江町２８９－２
     029-353-7620  (029-353-7640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,4363,0 カワチ薬局　赤塚店 〒311-4152 （後発調１）第1392号      平成29年 1月 1日
     水戸市河和田１－１６６３－１
     029-257-4530  (029-257-4531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4368,9 天心堂薬局 〒311-4146 （後発調１）第1422号      平成29年 3月 1日
     水戸市中丸町２０５２－４１
     029-257-7531  (029-257-7681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4371,3 コヤマ薬局本町店 〒310-0815 （後発調１）第1448号      平成29年 5月 1日
     水戸市本町３－１０－１９
     029-222-1566  (029-222-1577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4384,6 アイセイ薬局　水戸店〒310-0836 （後発調１）第1350号      平成28年10月 1日
     水戸市元吉田町１６３６－３
     029-246-0927  (029-246-0971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3401,4385,3 アイセイ薬局　本町店〒310-0815 （後発調１）第1408号      平成29年 2月 1日
     水戸市本町２－５－２８
     029-224-1040  (029-224-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,4387,9 アイセイ薬局　平須店〒310-0853 （後発調１）第1351号      平成28年10月 1日
     水戸市平須町１８２０－３１
     029-305-6158  (029-305-6159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4395,2 ＳＦＣ薬局石川中央店〒310-0905 （後発調１）第1487号      平成29年 7月 1日
     水戸市石川４－４０４５－１
     029-251-2110  (029-251-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4398,6 ＳＦＣ薬局かみみと店〒310-0041 （後発調１）第1489号      平成29年 7月 1日
     水戸市上水戸１－９－５
     029-302-2088  (029-302-2086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4402,6 ミント薬局 〒310-0841 （後発調１）第1569号      平成30年 2月 1日
     水戸市酒門町２５５－２
     029-247-1112  (029-297-2444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,4403,4 かわわだ薬局 〒311-4152 （後発調１）第1524号      平成29年 9月 1日
     水戸市河和田１－１８２８－１０
     グランスクエア赤塚１０２
     029-284-1088  (029-284-1089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4002,4036,0 荒友薬局 〒316-0022 （後発調１）第809号       平成28年 4月 1日
     日立市大沼町１－２７－１８
     0294-34-5522  (0294-34-5524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4102,4044,4 有限会社　長山薬局 〒316-0003 （後発調１）第964号       平成28年 4月 1日
     日立市多賀町１－２－２
     0294-33-0780  (0294-36-4500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4202,4056,8 鹿島薬局 〒317-0071 （後発調１）第1415号      平成29年 3月 1日
     日立市鹿島町２－１６－１２
     0294-24-0505  (0294-24-0303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4302,4062,6 福地薬局 〒317-0064 （後発調１）第789号       平成28年 4月 1日
     日立市神峰町４－１２－７
     0294-21-1389  (0294-24-3288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402,4073,3 有限会社　池上薬局 〒316-0013 （後発調１）第1141号      平成28年 4月 1日
     日立市千石町１－３－３
     0294-33-0107  (0294-34-3055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4502,4089,9 台原　福地薬局 〒316-0021 （後発調１）第1439号      平成29年 4月 1日
     日立市台原町２－１３－５
     0294-36-1662  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4602,4099,8 株式会社　カワチ薬品〒319-1416 （後発調１）第1369号      平成28年12月 1日
     　カワチ薬局　田尻店日立市田尻町４－３６－６
     0294-43-8002  (0294-43-8003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4702,4109,5 西山薬局 〒316-0024 （後発調１）第835号       平成28年 4月 1日
     日立市水木町２ー３９ー２９
     0294-53-1751  (0294-54-2675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802,4116,0 東金沢薬局 〒316-0014 （後発調１）第975号       平成28年 4月 1日
     日立市東金沢町５ー６ー１６
     0294-28-4189  (0294-28-4190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902,4117,8 大曽根薬局 〒317-0066 （後発調１）第1078号      平成28年 4月 1日
     日立市高鈴町３ー１ー２８
     0294-21-0226  (0294-21-0237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002,4118,6 あい薬局くじ店 〒319-1222 （後発調１）第1574号      平成30年 2月 1日
     日立市久慈町２丁目２番ー２１
     0294-54-0355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102,4130,1 あい薬局成沢店 〒316-0033 （後発調１）第1526号      平成29年10月 1日
     日立市中成沢町２－２１－１
     0294-35-5118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202,4132,7 カワチ薬局鮎川店 〒316-0036 （後発調１）第1329号      平成28年11月 1日
     日立市鮎川町４－７－２１
     0294-25-6005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302,4135,0 十王薬局 〒319-1303 （後発調１）第1432号      平成29年 4月 1日
     日立市十王町友部東１－２－１
     0293-32-2061  (0294-39-6711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5402,4169,9 あかね薬局 〒316-0002 （後発調１）第1208号      平成28年 6月 1日
     日立市桜川町１－１－１３
     0294-33-6020  (0294-33-6021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5502,4173,1 さくら薬局　日立若葉〒317-0063 （後発調１）第1572号      平成30年 2月 1日
     町店 日立市若葉町３丁目１番３号
     0294-25-1955  (0294-25-1956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5602,4184,8 日立クローバー薬局 〒316-0002 （後発調１）第965号       平成28年 4月 1日
     日立市桜川町３丁目１０番６号
     0294-33-8057  (0294-33-8058)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5702,4185,5 コスモファーマ薬局　〒319-1411 （後発調１）第1517号      平成29年 9月 1日
     川尻店 日立市川尻町３丁目１９番１２号
     0294-33-8086  (0294-33-8087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5802,4193,9 株式会社くすりのマル〒316-0015 （後発調１）第1241号      平成28年 7月 1日
     ト調剤薬局　金沢店 日立市金沢町三丁目３４３番
     0294-33-7733  (0294-33-7794)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902,4194,7 あい薬局　大沼店 〒316-0023 （後発調１）第1555号      平成29年12月 1日
     日立市東大沼町３－１５－１９
     0294-33-7350  (0294-33-7352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6002,4213,5 アイセイ薬局　日立南〒319-1235 （後発調１）第1407号      平成29年 2月 1日
     店 日立市茂宮町沼田８２３－２
     0294-27-1511  (0294-27-1512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6103,4078,0 テラカド薬局 〒300-0812 （後発調１）第1147号      平成28年 5月 1日
     土浦市下高津２－６－２７
     029-821-6218  (029-821-8978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6203,4086,3 ライズ調剤薬局 〒300-0874 （後発調１）第799号       平成28年 4月 1日
     土浦市荒川沖西２－１１－１１
     029-834-2233  (029-834-2359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6303,4098,8 土浦調剤薬局 〒300-0812 （後発調１）第1284号      平成28年 8月 1日
     土浦市下高津１丁目２１番５０号
     029-826-0750  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6403,4100,2 スカイ薬局 〒300-0815 （後発調１）第1279号      平成28年 8月 1日
     土浦市中高津１－１５－４９
     029-825-3011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6503,4115,0 大川薬局 〒300-0037 （後発調１）第1521号      平成29年10月 1日
     土浦市桜町２丁目４番１２号
     029-823-8603  (029-823-8722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6603,4120,0 きだまり薬局 〒300-0026 （後発調１）第920号       平成28年 4月 1日
     土浦市木田余１６４１－１
     029-825-1246  (029-821-1058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6703,4121,8 沼野薬局 〒300-4115 （後発調１）第1326号      平成28年10月 1日
     土浦市藤沢９６４－８
     0298-33-4799  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6803,4126,7 フヂヤ薬局 〒300-0837 （後発調１）第1421号      平成29年 3月 1日
     土浦市右籾字宮塚２６２６－１７
     029-830-4612  (029-830-4613)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6903,4128,3 烏山薬局 〒300-0836 （後発調１）第1296号      平成28年 9月 1日
     土浦市烏山１－４７６－２
     029-843-7577  (029-843-7578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7003,4129,1 ウエルシア薬局土浦霞〒300-0825 （後発調１）第893号       平成28年 4月 1日
     ケ岡店 土浦市霞ケ岡町２２－５
     029-835-2881  (029-835-2881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7103,4133,3 めぐみ調剤薬局 〒300-0042 （後発調１）第955号       平成28年 4月 1日
     土浦市城北町１３－１９
     029-828-5264  (029-826-5263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7203,4138,2 カワチ薬局　真鍋店 〒300-0053 （後発調１）第1414号      平成29年 3月 1日
     土浦市真鍋新町２０－２０
     029-835-8138  (029-835-8139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7303,4139,0 イオン薬局土浦店 〒300-0811 （後発調１）第1405号      平成29年 2月 1日
     土浦市上高津３６７番地
     029-835-8400  (029-835-8401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7403,4154,9 たなか薬局 〒300-0048 （後発調１）第1266号      平成28年 8月 1日
     土浦市田中３丁目１７６２－２
     029-896-3347  (029-896-3342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7503,4159,8 ウエルシア薬局　土浦〒300-0812 （後発調１）第1578号      平成30年 3月 1日
     高津店 土浦市下高津３丁目７番４６号
     029-825-5028  (029-825-5058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7603,4160,6 スズラン薬局　桜ヶ丘〒300-0832 （後発調１）第1161号      平成28年 5月 1日
     店 土浦市桜ヶ丘町２８－４６
     029-822-5614  (029-822-5622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7703,4161,4 ヤックスドラッグ荒川〒300-0871 （後発調１）第1365号      平成28年12月 1日
     沖薬局 土浦市荒川沖東２丁目１８－３
     029-896-8063  (029-896-8064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7803,4164,8 ポプリ薬局中央店 〒300-0043 （後発調１）第952号       平成28年 4月 1日
     土浦市中央２－１４－５
     029-896-6872  (029-896-6874)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7903,4165,5 センター薬局本店 〒300-0023 （後発調１）第844号       平成28年 4月 1日
     土浦市沖宿町字八幡前２６９５－
     ７
     029-893-2621  (029-893-2681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8003,4170,5 ウエルシア薬局　土浦〒300-0051 （後発調１）第1313号      平成28年10月 1日
     真鍋店 土浦市真鍋３－５－２５
     029-835-6171  (029-835-6172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8103,4171,3 南山堂薬局中高津店 〒300-0815 （後発調１）第1237号      平成28年 7月 1日
     土浦市中高津３－１１－１５
     029-875-9815  (029-875-9816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8203,4173,9 アップル薬局　霞ヶ浦〒300-0812 （後発調１）第1346号      平成28年11月 1日
     店 土浦市下高津１－２１－５３
     029-879-8690  (029-879-8692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8303,4178,8 協和調剤薬局　おおつ〒300-0028 （後発調１）第1307号      平成28年 9月 1日
     野支局 土浦市おおつ野８丁目１番地１１
     029-898-9914  (029-898-9915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8403,4183,8 ウエルシア薬局　土浦〒300-0011 （後発調１）第1535号      平成29年11月 1日
     神立店 土浦市神立中央三丁目２番２７号
     029-834-7030  (029-834-7031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8503,4185,3 ＳＦＣ薬局おおつ野ヒ〒300-0028 （後発調１）第1491号      平成29年 7月 1日
     ルズ店 土浦市おおつ野８－２－２２
     029-828-2135  (029-828-2136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8604,4023,4 古河アポス調剤薬局 〒306-0011 （後発調１）第1061号      平成28年 4月 1日
     古河市東３丁目１０番５号
     0280-32-9310  (0280-329340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8704,4034,1 つくば調剤薬局 〒306-0033 （後発調１）第1544号      平成29年11月 1日
     古河市中央町３－１－３９
     0280-22-4466  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8804,4042,4 つくし薬局 〒306-0023 （後発調１）第992号       平成28年 4月 1日
     古河市本町２ー４ー３６
     0280-31-3472  (0280-31-3479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8904,4054,9 アポスセンター薬局 〒306-0011 （後発調１）第1386号      平成29年 1月 1日
     古河市東２―１６―２６
     0280-30-8693  (0280-30-8694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9004,4080,4 有限会社　卯木薬局 〒306-0126 （後発調１）第762号       平成28年 4月 1日
     古河市諸川２５５４
     0280-76-0011  (0280-76-2780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9104,4082,0 つかもと調剤薬局三和〒306-0126 （後発調１）第910号       平成28年 4月 1日
     店 古河市諸川８２７－４
     0280-77-1818  (0280-77-3886)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9204,4100,0 ウエルシア薬局古河諸〒306-0126 （後発調１）第1256号      平成28年 8月 1日
     川店 古河市諸川１１６６
     0280-75-0622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9304,4108,3 古河中央薬局　日赤前〒306-0236 （後発調１）第1576号      平成30年 3月 1日
     古河市大堤２９０－２
     0280-23-4817  (0280-23-4818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9404,4124,0 ローズ薬局 〒306-0236 （後発調１）第1542号      平成29年11月 1日
     古河市大堤１１９－１
     0280-23-1603  (0280-23-1604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9504,4128,1 薬局・なくすりーな 〒306-0204 （後発調１）第813号       平成28年 4月 1日
     古河市下大野２８５２－４
     0280-91-1175  (0280-91-1175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9604,4146,3 アイセイ薬局　古河店〒306-0232 （後発調１）第1344号      平成28年10月 1日
     古河市東牛谷８２５－３
     0280-98-0015  (0280-98-0201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9705,4027,2 高千穂薬局 〒315-0037 （後発調１）第1192号      平成28年 6月 1日
     石岡市東石岡４－１１－２７
     0299-26-1141  (0299-26-1867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9805,4036,3 るふと薬局 〒315-0013 （後発調１）第788号       平成28年 4月 1日
     石岡市府中２ー３ー２
     0299-23-3111  (0299-23-3355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9905,4038,9 みなみ薬局 〒315-0035 （後発調１）第820号       平成28年 4月 1日
     石岡市南台３－３４－８
     0299-27-0571  (0299-27-0572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10005,4047,0 あおば薬局 〒315-0116 （後発調１）第1551号      平成29年12月 1日
     石岡市柿岡１５４７－５
     0299-36-4611  (0299-36-4612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10105,4051,2 ほし薬局　石岡店 〒315-0023 （後発調１）第1073号      平成28年 4月 1日
     石岡市東府中１３４５８－９４
     0299-35-8500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10205,4052,0 みつばち薬局　石岡店〒315-0023 （後発調１）第1172号      平成28年 6月 1日
     石岡市東府中１－３
     0299-24-5571  (0299-24-5581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10305,4053,8 コスモファーマ薬局　〒315-0022 （後発調１）第1552号      平成29年12月 1日
     石岡店 石岡市行里川１３４４０－２２
     0299-27-5580  (0299-27-5581)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10405,4055,3 さくら薬局　石岡店 〒315-0038 （後発調１）第1516号      平成29年 9月 1日
     石岡市旭台１－１７－２７
     0299-26-7123  (0299-26-7141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10505,4057,9 カワチ薬局　石岡北店〒315-0031 （後発調１）第859号       平成28年 4月 1日
     石岡市東大橋１９７７－１
     0299-28-5026  (0299-28-5027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10605,4060,3 花梨薬局石岡店 〒315-0001 （後発調１）第1260号      平成28年 8月 1日
     石岡市石岡２１５８－１
     0299-23-5025  (0299-23-5025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10705,4062,9 ウエルシア薬局　石岡〒315-0001 （後発調１）第1291号      平成28年 9月 1日
     杉並店 石岡市石岡２２８０－２
     0299-22-3458  (0299-35-5288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10806,4027,0 ハニュウ薬局玉戸店 〒308-0847 （後発調１）第1553号      平成29年12月 1日
     筑西市玉戸山ヶ島１０８０－４
     0296-28-7018  (0296-28-7033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10906,4048,6 ウエルシア薬局下館南〒308-0041 （後発調１）第1478号      平成29年 8月 1日
     店 筑西市字花の前乙９１６
     0296-21-0227  (0296-21-1751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11006,4059,3 つかもと調剤薬局明野〒300-4524 （後発調１）第908号       平成28年 4月 1日
     南店 筑西市中上野７１２－４
     0296-20-5103  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11106,4072,6 株式会社宮田薬局　か〒308-0856 （後発調１）第1317号      平成28年10月 1日
     わしま店 筑西市伊佐山２４８－４０
     0296-48-9870  (0296-48-9871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11206,4077,5 クオール薬局筑西店 〒308-0854 （後発調１）第1299号      平成28年 9月 1日
     筑西市女方６８８－５
     0296-26-7789  (0296-26-7790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11306,4078,3 アルファーム薬局　関〒308-0127 （後発調１）第1286号      平成28年 9月 1日
     本店 筑西市関本下１９４０－３
     0296-37-8118  (0296-37-8113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11406,4083,3 ウエルシア薬局　下館〒308-0841 （後発調１）第1570号      平成30年 2月 1日
     二木成店 筑西市二木成９４３
     0296-24-8178  (0296-24-7238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11506,4093,2 アイセイ薬局　下館店〒308-0021 （後発調１）第1584号      平成30年 3月 1日
     筑西市甲１４７
     0296-25-3050  (0296-25-0211)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11607,4022,9 すこやか薬局 〒307-0001 （後発調１）第1156号      平成28年 5月 1日
     結城市結城７９６５－２８
     0296-20-8622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11707,4029,4 絹の里薬局 〒307-0001 （後発調１）第818号       平成28年 4月 1日
     結城市結城１３５６－６
     0296-20-8306  (0296-20-8307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11807,4044,3 有限会社　かなくぼ薬〒307-0015 （後発調１）第983号       平成28年 4月 1日
     局 結城市鹿窪１３０５－９７
     0296-32-4017  (0296-33-6903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11907,4048,4 せき調剤薬局 〒307-0001 （後発調１）第1424号      平成29年 1月 5日
     結城市結城１０６１１－１
     0296-34-7833  (0296-34-7834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12008,4013,6 有限会社　スター調剤〒301-0821 （後発調１）第1573号      平成30年 2月 1日
     薬局 龍ケ崎市東町２９３７
     0297-64-1483  (0297-64-7413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12108,4018,5 エース薬局 〒301-0856 （後発調１）第981号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市貝原塚町３０３３－９
     0297-62-8474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12208,4026,8 スバル薬局 〒301-0855 （後発調１）第982号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市藤ケ丘４ー５ー５
     0297-60-7484  (0297-60-7485)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12308,4030,0 ドリーム調剤薬局 〒301-0007 （後発調１）第988号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市馴柴町６３５ー２
     0297-64-8464  (0297-64-8465)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12408,4041,7 カワチ薬局竜ヶ崎店 〒301-0854 （後発調１）第1449号      平成29年 5月 1日
     龍ケ崎市中里１－１－７
     0297-61-0870  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12508,4047,4 松野薬局川原代店 〒301-0005 （後発調１）第765号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市川原代町６１８６－１
     0297-64-7966  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12608,4053,2 松野薬局上米店 〒301-0004 （後発調１）第1228号      平成28年 7月 1日
     龍ケ崎市馴馬町６０１－１２
     0297-62-9383  (0297-62-9383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12708,4058,1 たつのこ薬局 〒301-0007 （後発調１）第1528号      平成29年10月 1日
     龍ケ崎市馴柴町６５０－３
     0297-60-1030  (0297-62-1430)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12808,4059,9 カトレア調剤薬局 〒301-0853 （後発調１）第827号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市松ケ丘２－２４－１４
     0297-84-6835  (0297-84-6837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12908,4062,3 アリス薬局 〒301-0837 （後発調１）第987号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市根町３２９６－７
     0297-63-7550  (0297-63-7551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13008,4067,2 ウエルシア薬局　龍ケ〒301-0042 （後発調１）第1577号      平成30年 3月 1日
     崎長山店 龍ケ崎市長山３丁目２－１
     0297-60-8268  (0297-60-8278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13108,4068,0 むぎのほ薬局　竜ケ崎〒301-0021 （後発調１）第976号       平成28年 4月 1日
     南店 龍ケ崎市北方町２０６７－３
     0297-85-4088  (0297-85-4081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13210,4004,1 株式会社　外山長兵衛〒304-0068 （後発調１）第937号       平成28年 4月 1日
     商店かしわや薬局 下妻市下妻丁１０１
     0296-43-6680  (0296-43-6181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13310,4023,1 ハロー薬局 〒304-0064 （後発調１）第806号       平成28年 4月 1日
     下妻市本城町２－１０３－１
     029-630-5575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13410,4027,2 あけぼの薬局　千代川〒304-0821 （後発調１）第1007号      平成28年 4月 1日
     店 下妻市別府２９５－８
     0296-45-0102  (0296-45-0045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13511,4037,9 あけぼの薬局上石下店〒300-2707 （後発調１）第948号       平成28年 4月 1日
     常総市本石下４８０４－２
     0297-43-0700  (0297-43-9880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13611,4049,4 ウエルシア薬局　常総〒300-2706 （後発調１）第1418号      平成29年 3月 1日
     石下店 常総市新石下３９３０－１
     0297-42-4138  (0297-42-3080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13711,4050,2 ウエルシア薬局　常総〒300-2742 （後発調１）第1562号      平成30年 1月 1日
     向石下店 常総市向石下８５７－２
     0297-30-8258  (0297-30-8298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13811,4054,4 アイン薬局　水海道店〒303-0016 （後発調１）第1275号      平成28年 8月 1日
     常総市新井木町１２２－１０
     0297-22-3351  (0297-22-5951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13911,4056,9 学園中央薬局　石下店〒300-2742 （後発調１）第1549号      平成29年12月 1日
     常総市向石下８９９－６１
     0297-42-1151  (0297-42-1145)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14012,4017,9 平塚薬局 〒313-0005 （後発調１）第967号       平成28年 4月 1日
     常陸太田市栄町３００５－３
     0294-72-1131  (0294-72-6609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14112,4029,4 すみれ薬局 〒313-0016 （後発調１）第817号       平成28年 4月 1日
     常陸太田市金井町３６７７
     0294-80-2030  (0294-73-2080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14212,4036,9 有限会社大畠薬局 〒313-0013 （後発調１）第810号       平成28年 4月 1日
     常陸太田市山下町１７１８
     0294-72-0591  (0294-73-2421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14312,4037,7 調剤薬局ツルハドラッ〒313-0014 （後発調１）第778号       平成28年 4月 1日
     グ　常陸太田店 常陸太田市木崎二町１７２７－１
     0294-80-5268  (0294-80-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14414,4020,9 ＡＰＣファーマシー 〒318-0023 （後発調１）第1191号      平成28年 6月 1日
     高萩市島名富士２３７４－１１
     0293-24-0805  (0293-24-0805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14514,4026,6 わかば薬局　高萩 〒318-0003 （後発調１）第1327号      平成28年10月 1日
     高萩市下手綱大谷口１９２８ー１
     0293-20-0080  (0293-20-0333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14614,4037,3 白木屋薬局 〒318-0033 （後発調１）第824号       平成28年 4月 1日
     高萩市本町２－８８－４
     0293-22-5678  (0293-22-5676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14714,4041,5 ひかり薬局 〒318-0014 （後発調１）第1547号      平成29年12月 1日
     高萩市東本町３丁目３２－３
     0293-22-2222  (0293-22-0057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14814,4042,3 小豆畑薬局 〒318-0032 （後発調１）第1041号      平成28年 4月 1日
     高萩市大和町４－１４
     0293-22-3179  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14914,4046,4 さくら薬局　高萩店 〒318-0004 （後発調１）第1160号      平成28年 5月 1日
     高萩市大字上手綱字上ヶ穂町１０
     ０６番１６
     0293-20-0010  (0293-20-0099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15014,4050,6 ウエルシア薬局　高萩〒318-0021 （後発調１）第1503号      平成29年 9月 1日
     安良川店 高萩市安良川２１４－１
     0293-20-4138  (0293-20-4158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15114,4051,4 なごみ薬局　松岡店 〒318-0003 （後発調１）第1184号      平成28年 6月 1日
     高萩市下手綱６５３－６
     0293-24-9028  (0293-24-9027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15214,4055,5 アイセイ薬局　高萩店〒318-0032 （後発調１）第1568号      平成30年 1月 1日
     高萩市大和町２－４
     0293-20-1515  (0293-20-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15314,4057,1 れんげ薬局　高萩店 〒318-0014 （後発調１）第1541号      平成29年11月 1日
     高萩市東本町三丁目６６番
     0293-20-1789  (0293-23-8089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15415,4025,5 西野自然堂薬局 〒319-1545 （後発調１）第1416号      平成29年 3月 1日
     北茨城市磯原町木皿１１０８－１
     0293-42-0239  (0293-42-0270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15515,4029,7 磯原薬局西店 〒319-1541 （後発調１）第1224号      平成28年 7月 1日
     北茨城市磯原町磯原２－８１
     0293-42-1158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15615,4035,4 調剤薬局ツルハドラッ〒319-1559 （後発調１）第1212号      平成28年 6月 1日
     グ北茨城店 北茨城市中郷町上桜井字細谷２８
     ３０番地
     0293-30-6008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15715,4051,1 アイセイ薬局　北茨城〒319-1711 （後発調１）第1340号      平成28年10月 1日
     店 北茨城市関南町関本下１０５０－
     ５
     0293-30-2015  (0293-46-5020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15816,4024,6 きりん薬局 〒309-1703 （後発調１）第1245号      平成28年 7月 1日
     笠間市鯉淵６２６８－１０３
     0296-71-3161  (0296-78-5581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15916,4026,1 みつばち薬局 〒309-1717 （後発調１）第1249号      平成28年 7月 1日
     笠間市旭町１０７－４
     0296-71-2720  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16016,4031,1 あす薬局 〒319-0206 （後発調１）第775号       平成28年 4月 1日
     笠間市安居１２９５－４
     0299-45-8510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16116,4038,6 アイリス薬局 〒309-1613 （後発調１）第1050号      平成28年 4月 1日
     笠間市石井２０３１－２
     0296-71-1210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16216,4039,4 コスモファーマ薬局稲〒309-1611 （後発調１）第1019号      平成28年 4月 1日
     荷店 笠間市笠間４３７６－５
     0296-70-0102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16316,4045,1 ファーマライズ薬局　〒309-1702 （後発調１）第1434号      平成29年 4月 1日
     友部店 笠間市五平字中新地前６７－１１
     0296-70-5556  (0296-70-5557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16416,4047,7 フローラ薬局　友部店〒309-1703 （後発調１）第966号       平成28年 4月 1日
     笠間市鯉淵６６７９－１２
     0296-70-5593  (0296-70-5093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16516,4059,2 ウエルシア薬局　笠間〒309-1611 （後発調１）第1480号      平成29年 8月 1日
     東店 笠間市笠間字稲荷町９９－７
     0296-70-0118  (0296-70-0288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16616,4061,8 ウエルシア薬局　友部〒309-1717 （後発調１）第1333号      平成28年11月 1日
     旭町店 笠間市旭町４８８番地１
     0296-70-9078  (0296-70-9079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16716,4064,2 グリーン薬局　友部店〒309-1703 （後発調１）第1486号      平成29年 7月 1日
     笠間市鯉淵字十ノ割６５２６－８
     ２
     0296-70-9115  (0296-70-9116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16816,4066,7 かさま中央薬局 〒309-1717 （後発調１）第825号       平成28年 4月 1日
     笠間市旭町字旭崎６５３－１
     0296-71-2070  (0296-71-2071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16916,4070,9 そうごう薬局　笠間店〒309-1634 （後発調１）第1571号      平成30年 2月 1日
     笠間市福原４７－２
     0296-71-8001  (0296-71-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17016,4073,3 アイセイ薬局　岩間店〒319-0202 （後発調１）第1341号      平成28年10月 1日
     笠間市下郷４４４６－１８６
     0299-37-6733  (0299-37-6734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17116,4074,1 アイセイ薬局　友部店〒309-1705 （後発調１）第1343号      平成28年10月 1日
     笠間市東平３－１－２２
     0296-78-5320  (0296-78-5362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17216,4075,8 やくも薬局 〒309-1736 （後発調１）第1442号      平成29年 5月 1日
     笠間市八雲２－５－１５
     0296-71-5800  (0296-71-5801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17316,4076,6 アイン薬局　友部店 〒309-1703 （後発調１）第1445号      平成29年 4月 1日
     笠間市鯉淵６５２６－２３６
     0296-78-0401  (0296-77-5048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17416,4078,2 ＳＦＣ薬局岩間中央店〒319-0202 （後発調１）第1492号      平成29年 7月 1日
     笠間市下郷４１６７－３
     0299-45-0707  (0299-45-0888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17517,4045,9 ひまわり薬局 〒302-0034 （後発調１）第921号       平成28年 4月 1日
     取手市戸頭６－２２－３
     0297-78-7966  (0297-78-7976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17617,4063,2 神田山薬局井野団地 〒302-0012 （後発調１）第1397号      平成29年 2月 1日
     取手市井野団地３－１９－１０６
     号
     0297-74-6282  (0297-74-6282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17717,4069,9 アガペ藤代薬局 〒300-1505 （後発調１）第904号       平成28年 4月 1日
     取手市下萱場１３００番地
     0297-71-6531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17817,4086,3 神田山調剤薬局　青柳〒302-0006 （後発調１）第912号       平成28年 4月 1日
     取手市青柳字屋敷通７２
     0297-85-2970  (0297-85-2971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17917,4093,9 ひだまり薬局 〒302-0024 （後発調１）第1235号      平成28年 7月 1日
     取手市新町３－１２－５
     0297-84-1430  (0297-84-1486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18017,4095,4 みどり薬局　藤代店 〒300-1537 （後発調１）第1220号      平成28年 6月 1日
     取手市毛有３７１－３
     0297-70-8050  (0297-70-8051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18117,4097,0 ゆめみ野薬局 〒302-0039 （後発調１）第1546号      平成29年11月 1日
     取手市ゆめみ野一丁目５番地４
     0297-84-6187  (0297-84-6238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18217,4100,2 倉持薬局　取手店 〒302-0024 （後発調１）第1227号      平成28年 7月 1日
     取手市新町６－１－２５
     0297-77-5500  (0297-77-5501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18317,4101,0 ハーブランド薬局 〒302-0004 （後発調１）第1039号      平成28年 4月 1日
     取手市取手２－１０－１５取手長
     谷ビル１Ｆ
     0297-73-8222  (0297-73-5888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18418,4013,5 スガヌマ薬局 〒306-0631 （後発調１）第950号       平成28年 4月 1日
     坂東市岩井４４４３
     0297-35-0003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18518,4026,7 あかね薬局 〒306-0515 （後発調１）第1089号      平成28年 4月 1日
     坂東市沓掛字神明８４２
     0297-44-2882  (0297-44-2881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18618,4033,3 カワチ薬局　坂東店 〒306-0632 （後発調１）第1387号      平成29年 1月 1日
     坂東市辺田１１０４－１
     0297-20-8650  (0297-20-8651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18719,4017,4 スマイル薬局 〒300-1232 （後発調１）第957号       平成28年 4月 1日
     牛久市上柏田４－５５－１２
     029-871-2520  (029-871-2525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18819,4018,2 ミシエル薬局 〒300-1221 （後発調１）第796号       平成28年 4月 1日
     牛久市牛久町２８０エスカードビ
     ル１Ｆ
     029-871-1501  (029-871-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18919,4030,7 根本薬局　みどり野店〒300-1222 （後発調１）第978号       平成28年 4月 1日
     牛久市南２－２４－１４
     029-871-7182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19019,4035,6 つかもと調剤薬局牛久〒300-1203 （後発調１）第907号       平成28年 4月 1日
     店 牛久市下根町字新田７７３－６
     029-870-3066  (029-873-0143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19119,4037,2 アサヒ薬局うしく店 〒300-1234 （後発調１）第1583号      平成30年 3月 1日
     牛久市中央１丁目２１－３
     029-871-5593  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19219,4044,8 さくら台薬局 〒300-1217 （後発調１）第917号       平成28年 4月 1日
     牛久市さくら台１－１－１２
     029-870-2522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19319,4053,9 むぎのほ薬局　ひたち〒300-1207 （後発調１）第768号       平成28年 4月 1日
     野店 牛久市ひたち野東４－７－１３
     029-886-3699  (029-886-3699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19419,4056,2 ウエルシア薬局　牛久〒300-1216 （後発調１）第1258号      平成28年 8月 1日
     神谷店 牛久市神谷５－１－１
     029-830-7228  (029-830-7238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19519,4061,2 調剤薬局グリーンゲイ〒300-1206 （後発調１）第858号       平成28年 4月 1日
     ブルス　ひたち野本店牛久市ひたち野西４－１５－１２
     029-875-9202  (029-875-9950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19619,4065,3 カワチ薬局　ひたち野〒300-1207 （後発調１）第1433号      平成29年 4月 1日
     牛久店 牛久市ひたち野東５－２１－２
     029-878-2030  (029-878-2031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19719,4067,9 アトム薬局 〒300-1222 （後発調１）第1385号      平成29年 1月 1日
     牛久市南５丁目４４－２６
     029-896-5611  (029-896-5612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19820,4048,7 南山堂薬局つくば店 〒305-0005 （後発調１）第1371号      平成28年12月 1日
     つくば市天久保１－８－１筑波第
     ３ビル１Ｆ
     029-856-6676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19920,4071,9 さくら薬局 〒305-0043 （後発調１）第1081号      平成28年 4月 1日
     つくば市大角豆１７４１－２
     029-855-0091  (029-855-0191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20020,4076,8 学園調剤薬局 〒305-0853 （後発調１）第1582号      平成30年 3月 1日
     つくば市榎戸５０９－４０
     029-837-2711  (029-837-2716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20120,4119,6 高崎薬局 〒300-1245 （後発調１）第940号       平成28年 4月 1日
     つくば市高崎１３７１－６
     029-871-8802  (029-870-0188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20220,4120,4 あす薬局筑波店 〒300-1252 （後発調１）第1199号      平成28年 6月 1日
     つくば市高見原１－２－３３
     029-870-5071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20320,4137,8 学園中央薬局つくば駅〒305-0031 （後発調１）第1566号      平成30年 1月 1日
     前店 つくば市吾妻ニ丁目８番地８つく
     ばシティアビル１階
     029-860-2367  (029-860-2368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20420,4145,1 ふたば薬局 〒305-0032 （後発調１）第843号       平成28年 4月 1日
     つくば市竹園１丁目４番地１
     029-863-3030  (029-863-3031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20520,4152,7 パイン薬局 〒305-0056 （後発調１）第1143号      平成28年 5月 1日
     つくば市松野木１０９番地６号
     029-839-9925  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20620,4159,2 つくばね薬局 〒300-2655 （後発調１）第1150号      平成28年 5月 1日
     つくば市島名４７２－６
     029-896-5113  (029-896-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20720,4160,0 クレール薬局　島名店〒300-2655 （後発調１）第1074号      平成28年 4月 1日
     つくば市島名６４３－１２
     029-848-0166  (029-847-6122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20820,4163,4 クオール薬局　イーア〒305-0817 （後発調１）第1094号      平成28年 4月 1日
     スつくば店 つくば市研究学園５丁目１９番
     029-868-7389  (029-868-7390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20920,4169,1 カワチ薬局　谷田部店〒305-0854 （後発調１）第1463号      平成29年 7月 1日
     つくば市上横場２３８４－１
     029-839-1781  (029-839-1782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21020,4183,2 ハニュウ薬局　研究学〒305-0817 （後発調１）第1144号      平成28年 5月 1日
     園店 つくば市研究学園４－４－１１
     029-879-9787  (029-879-9788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21120,4184,0 ポプラ調剤薬局 〒305-0044 （後発調１）第969号       平成28年 4月 1日
     つくば市並木３丁目１１－５
     029-861-1581  (029-861-1582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21220,4189,9 かつらぎ薬局 〒305-0817 （後発調１）第959号       平成28年 4月 1日
     つくば市研究学園５丁目５番地１
     ５
     029-860-2030  (029-859-2277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21320,4191,5 よしぬま薬局 〒300-2617 （後発調１）第1398号      平成29年 2月 1日
     つくば市吉沼字内町２３８７－１
     029-877-2700  (029-877-2701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21420,4198,0 カワチ薬局　つくば桜〒305-0003 （後発調１）第1558号      平成30年 1月 1日
     店 つくば市桜１－１４－２
     029-863-0106  (029-863-0107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21520,4204,6 イオン薬局つくばウエ〒305-0071 （後発調１）第1545号      平成29年11月 1日
     ストコート店 つくば市稲岡６６－１イオンモー
     ルつくば１Ｆ
     029-839-1370  (029-839-1371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21620,4205,3 イオン薬局つくば店 〒305-0071 （後発調１）第1246号      平成28年 7月 1日
     つくば市稲岡６６－１イオンつく
     ば店１Ｆ
     029-839-1360  (029-839-1361)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21720,4208,7 ウエルシア薬局　つく〒300-3257 （後発調１）第1231号      平成28年 7月 1日
     ば大穂店 つくば市筑穂１丁目１２番地５
     029-877-0478  (029-877-0488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21820,4209,5 ウエルシア薬局　つく〒300-2648 （後発調１）第1440号      平成29年 5月 1日
     ば豊里店 つくば市豊里の杜２丁目１－１
     029-848-2188  (029-848-2218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21920,4210,3 ウエルシア薬局　学園〒305-0033 （後発調１）第1481号      平成29年 8月 1日
     中央店 つくば市東新井２５－２
     029-849-3718  (029-849-3728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22020,4213,7 ウエルシア薬局　つく〒305-0046 （後発調１）第1175号      平成28年 6月 1日
     ば東店 つくば市東二丁目９番１
     029-863-2358  (029-863-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22120,4214,5 ウエルシア薬局　つく〒305-0817 （後発調１）第1177号      平成28年 6月 1日
     ば研究学園店 つくば市研究学園７丁目２０番地
     ５
     029-848-5028  (029-848-5038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22220,4220,2 さくらい薬局　つくば〒305-0821 （後発調１）第812号       平成28年 4月 1日
     春日店 つくば市春日３－１２－１
     029-863-3000  (029-863-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22320,4233,5 みどり薬局　大穂店 〒300-3257 （後発調１）第1164号      平成28年 5月 1日
     つくば市筑穂２－４－７
     029-877-3288  (029-877-3289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22420,4234,3 ひので薬局つくば店 〒305-0034 （後発調１）第1507号      平成29年 9月 1日
     つくば市小野崎字北出戸４４４－
     ２
     029-860-6270  (029-860-6271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22520,4236,8 ウエルシア薬局　つく〒305-0816 （後発調１）第869号       平成28年 4月 1日
     ば研究学園北店 つくば市学園の森２丁目３３番地
     029-848-5650  (029-848-5651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22620,4249,1 アイン薬局　つくば北〒300-4231 （後発調１）第1460号      平成29年 6月 1日
     条店 つくば市北条５１１７
     029-850-7711  (029-867-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22720,4251,7 アイン薬局　つくば篠〒300-3264 （後発調１）第1096号      平成28年 4月 1日
     崎店 つくば市篠崎５０３－２
     029-864-8001  (029-864-8095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22820,4256,6 おにがくぼ薬局 〒300-2651 （後発調１）第1139号      平成28年 4月 1日
     つくば市鬼ケ窪１１０８－２
     029-848-0221  (029-848-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22920,4257,4 ハニュウ薬局上ノ室店〒305-0023 （後発調１）第1581号      平成30年 3月 1日
     つくば市上ノ室８６７－１
     029-863-5005  (029-863-5003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23020,4260,8 ウエルシア薬局　つく〒305-0003 （後発調１）第1372号      平成28年11月17日
     ば桜店 つくば市桜一丁目１４－１
     029-863-5017  (029-863-5018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23120,4261,6 アサヒ薬局　妻木店 〒305-0028 （後発調１）第1395号      平成29年 1月 1日
     つくば市妻木６３６番地２
     0298-75-5688  (0298-75-5586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23221,4027,9 アイザワ薬局　高場店〒312-0052 （後発調１）第1425号      平成29年 4月 1日
     ひたちなか市東石川３１６１－１
     ０
     029-272-2306  (029-272-2936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23321,4058,4 あんず薬局　佐和店 〒312-0061 （後発調１）第1361号      平成28年11月 1日
     ひたちなか市稲田２２１ー６
     029-202-0009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23421,4066,7 薬局エムテックなかみ〒311-1246 （後発調１）第1273号      平成28年 8月 1日
     なと店 ひたちなか市相金町１ー５
     029-262-5762  (029-262-5763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23521,4088,1 あんず薬局 〒312-0036 （後発調１）第944号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市津田東ニ丁目７－１
     ５
     029-354-0009  (029-354-0019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23621,4111,1 ひたちなか薬局勝田店〒312-0057 （後発調１）第769号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市石川町１４－６
     029-354-0678  (029-271-0031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23721,4116,0 ウチダ薬局 〒312-0012 （後発調１）第1308号      平成28年 9月 1日
     ひたちなか市馬渡２５６７－２３
     029-275-0658  (029-271-0184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23821,4117,8 しゃかまち薬局 〒311-1225 （後発調１）第1283号      平成28年 8月 1日
     ひたちなか市釈迦町１５－１１
     029-262-3677  (029-262-3887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23921,4118,6 佐和中央薬局 〒312-0001 （後発調１）第1216号      平成28年 6月 1日
     ひたちなか市佐和小堀内５０７－
     １
     029-354-3110  (029-354-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24021,4135,0 あんず薬局馬渡店 〒312-0012 （後発調１）第857号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市馬渡字向野２８３５
     －４
     029-229-0601  (029-229-0602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24121,4147,5 ＳＦＣ薬局おおだいら〒312-0023 （後発調１）第1527号      平成29年10月 1日
     店 ひたちなか市大平４－３－１３
     029-271-2099  (029-271-1990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24222,4002,0 島薬局 〒314-0031 （後発調１）第1289号      平成28年 9月 1日
     鹿嶋市宮中１－９－３６
     0299-82-0915  (0299-82-4161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24322,4004,6 鹿島中央薬局 〒314-0031 （後発調１）第1185号      平成28年 6月 1日
     鹿嶋市宮中３５９－６
     0299-83-4850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24422,4006,1 みやわき健康薬局 〒314-0031 （後発調１）第1379号      平成29年 1月 1日
     鹿嶋市宮中２０４８－２０
     0299-82-6897  (0299-82-6928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24522,4022,8 ファーコス薬局　プラ〒314-0012 （後発調１）第1006号      平成28年 4月 1日
     ス 鹿嶋市平井１３４５－７
     0299-83-4895  (0299-83-1319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24622,4027,7 みほの薬局 〒314-0006 （後発調１）第1426号      平成29年 4月 1日
     鹿嶋市宮津台２３４６－５
     0299-85-0630  (0299-85-0631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24722,4039,2 クオール薬局　鹿嶋店〒314-0031 （後発調１）第1557号      平成29年12月 1日
     鹿嶋市宮中８－１－７
     0299-83-2271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24822,4049,1 ヤックスドラッグ鹿嶋〒314-0030 （後発調１）第1316号      平成28年10月 1日
     薬局 鹿嶋市厨３－１０－１
     0299-85-1562  (0299-85-1563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24922,4054,1 ウエルシア薬局　鹿嶋〒311-2215 （後発調１）第1312号      平成28年10月 1日
     大野店 鹿嶋市大字和７８９－２
     0299-90-9100  (0299-90-9102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25024,4017,4 ゆう薬局 〒302-0118 （後発調１）第918号       平成28年 4月 1日
     守谷市立沢１４２－１７
     0297-46-0346  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25124,4020,8 ケーアイ薬局 〒302-0128 （後発調１）第1429号      平成29年 4月 1日
     守谷市けやき台６－１６－１３
     0297-47-1510  (0297-47-1512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25224,4025,7 ウエルシア薬局守谷ひ〒302-0131 （後発調１）第892号       平成28年 4月 1日
     がし野店 守谷市ひがし野二丁目２－５
     0297-21-1560  (0297-21-1561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25324,4030,7 薬師台調剤薬局 〒302-0105 （後発調１）第767号       平成28年 4月 1日
     守谷市薬師台１－３－６
     0297-34-0154  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25424,4037,2 ドラッグ＆ファーマシ〒302-0115 （後発調１）第1171号      平成28年 4月 1日
     ーエンドー薬局アワー守谷市中央２－１６－１
     ズもりや店 0297-44-4401  (0297-21-0288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25524,4046,3 ウエルシア薬局　守谷〒302-0131 （後発調１）第1382号      平成29年 1月 1日
     松並店 守谷市ひがし野４－１－９
     0297-21-0321  (0297-21-0322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25624,4049,7 守谷ふれあい薬局 〒302-0102 （後発調１）第1090号      平成28年 4月 1日
     守谷市松前台１－１５－１２
     0297-47-0007  (0297-47-1370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25724,4050,5 みらい薬局 〒302-0118 （後発調１）第803号       平成28年 4月 1日
     守谷市立沢９８１－５
     0297-47-8160  (0297-47-8162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25824,4051,3 カワチ薬局　守谷店 〒302-0124 （後発調１）第1413号      平成29年 3月 1日
     守谷市美園２－１６－２
     0297-21-1251  (0297-21-1252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25924,4058,8 つばさ薬局 〒302-0102 （後発調１）第1565号      平成29年12月 1日
     守谷市松前台１－１６－１０
     0297-20-6266  (0297-20-6270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26025,4004,9 あすなろ薬局 〒319-2145 （後発調１）第1011号      平成28年 4月 1日
     常陸大宮市宇留野３１１５－１
     0295-54-1360  (0295-54-1361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26125,4011,4 おせ薬局 〒319-2401 （後発調１）第1075号      平成28年 4月 1日
     常陸大宮市上小瀬１４２５
     0295-54-3230  (0295-54-3231)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26225,4016,3 つるばみ薬局 〒319-2265 （後発調１）第1166号      平成28年 5月 1日
     常陸大宮市中富町３１０４番１３
     0295-55-8028  (0295-55-8029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26325,4019,7 大宮いずみ薬局 〒319-2144 （後発調１）第1497号      平成29年 8月 1日
     常陸大宮市泉５４３－１７
     0295-55-8357  (0295-55-8358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26425,4025,4 つくし薬局常陸大宮店〒319-2252 （後発調１）第1469号      平成29年 7月 1日
     常陸大宮市東富町５０９－３
     0295-55-7575  (0295-55-7576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26525,4026,2 アイセイ薬局　常陸大〒319-2256 （後発調１）第1335号      平成28年10月 1日
     宮店 常陸大宮市田子内町３０３１－３
     0295-54-1211  (0295-54-1212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26626,4008,8 こうのす薬局 〒311-0133 （後発調１）第905号       平成28年 4月 1日
     那珂市鴻巣１４１５ー１
     029-353-1890  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26726,4011,2 ひばり薬局 〒311-0134 （後発調１）第1394号      平成29年 1月 1日
     那珂市飯田１７２６ー５
     029-352-0551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26826,4028,6 みすず薬局　豊喰店 〒311-0117 （後発調１）第1002号      平成28年 4月 1日
     那珂市豊喰１１５６－１１
     029-295-2355  (029-295-6728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26926,4040,1 ウエルシア薬局　那珂〒311-0110 （後発調１）第897号       平成28年 4月 1日
     竹ノ内店 那珂市竹ノ内三丁目７番地３
     029-270-8258  (029-270-8268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27026,4047,6 コヤマ薬局那珂店 〒311-0133 （後発調１）第1001号      平成28年 4月 1日
     那珂市鴻巣３２４１－７
     029-219-8719  (029-219-8728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27126,4050,0 アイセイ薬局　那珂町〒311-0111 （後発調１）第1336号      平成28年10月 1日
     店 那珂市後台１８２７－８
     029-352-0105  (029-352-0106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27226,4051,8 アイセイ薬局　菅谷店〒311-0105 （後発調１）第1337号      平成28年10月 1日
     那珂市菅谷２９９１－５
     029-352-0280  (029-352-0281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27327,4005,2 薬局マツモトキヨシ江〒300-0504 （後発調１）第1556号      平成29年12月 1日
     戸崎店 稲敷市江戸崎甲２１３７ー１
     0298-92-7712  (029-892-7712)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27427,4014,4 江戸崎中央薬局 〒300-0504 （後発調１）第1173号      平成28年 6月 1日
     稲敷市江戸崎道上沖甲３５５７－
     ２
     029-828-8989  (029-892-5086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27527,4018,5 ウエルシア薬局　稲敷〒300-0604 （後発調１）第1579号      平成30年 3月 1日
     釜井店 稲敷市釜井４３５－１
     0299-79-8001  (0299-79-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27628,4009,2 ウエルシア薬局　かす〒300-0124 （後発調１）第1383号      平成29年 1月 1日
     みがうら大和田店 かすみがうら市大和田５９２番地
     ４５
     029-833-5328  (029-833-5338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27728,4010,0 ハニー薬局 〒300-0134 （後発調１）第1269号      平成28年 7月 1日
     かすみがうら市深谷２８１７－４
     029-893-2292  (029-893-2293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27828,4011,8 カワチ薬局　千代田店〒315-0052 （後発調１）第1575号      平成30年 3月 1日
     かすみがうら市下稲吉２６３３－
     ７
     029-830-2930  (029-830-2931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27929,4003,3 翠誠堂大衆薬局 〒314-0121 （後発調１）第1485号      平成29年 8月 1日
     神栖市溝口４８７３－２３８
     0299-96-0727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28029,4008,2 ヴィクトリー薬局　神〒314-0134 （後発調１）第1306号      平成28年 9月 1日
     栖店 神栖市賀２１０８－１５７
     0299-93-8777  (0299-93-8778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28129,4009,0 あい薬局 〒314-0128 （後発調１）第782号       平成28年 4月 1日
     神栖市大野原中央３－５－１
     0299922887    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28229,4035,5 田辺薬局知手中央店 〒314-0255 （後発調１）第780号       平成28年 4月 1日
     神栖市砂山１０１４－３５
     0479-40-0151  (0479-40-0152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28329,4044,7 田辺薬局　鹿島神栖店〒314-0145 （後発調１）第1204号      平成28年 6月 1日
     神栖市平泉東１－６４－２０４
     0299-90-1527  (0299-90-1528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28429,4046,2 ハラダタロウ薬局 〒314-0144 （後発調１）第1302号      平成28年 9月 1日
     神栖市大野原４－７－１１セント
     ラルビル新館１Ｆ
     0299-93-2799  (0299-93-1322)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28529,4062,9 ウエルシア薬局　神栖〒314-0341 （後発調１）第902号       平成28年 4月 1日
     矢田部店 神栖市矢田部７８０３－５１
     0479-40-5615  (0479-40-5616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28629,4063,7 ウエルシア薬局　神栖〒314-0143 （後発調１）第882号       平成28年 4月 1日
     中央店 神栖市神栖１－５－６
     0299-93-5083  (0299-93-5182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28729,4066,0 ウエルシア薬局　神栖〒314-0256 （後発調１）第889号       平成28年 4月 1日
     若松店 神栖市若松中央２丁目１０番
     0479-40-1618  (0479-40-1628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28829,4068,6 南山堂薬局　知手店 〒314-0112 （後発調１）第941号       平成28年 4月 1日
     神栖市知手中央３－３－２
     0299-77-5181  (0299-77-5182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28929,4076,9 神栖さくら薬局 〒314-0146 （後発調１）第1462号      平成29年 6月 1日
     神栖市平泉１番１６８
     0299-95-6172  (0299-95-6175)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29030,4009,8 松本薬局 〒311-3512 （後発調１）第861号       平成28年 4月 1日
     行方市玉造甲３４６
     0299-55-1083  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29130,4012,2 たまつくり調剤薬局 〒311-3512 （後発調１）第914号       平成28年 4月 1日
     行方市玉造甲５１０－４
     0299-35-6067  (0299-35-6068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29230,4021,3 さくら薬局　行方玉造〒311-3502 （後発調１）第1529号      平成29年10月 1日
     店 行方市若海７９３－７
     0299-56-6111  (0299-56-6112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29331,4051,8 アルファーム薬局桜ヶ〒311-3156 （後発調１）第1151号      平成28年 5月 1日
     丘店 東茨城郡茨城町奥谷１０９０ー３
     029-240-7588  (029-291-0304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29431,4069,0 あんず薬局　大洗店 〒311-1307 （後発調１）第1209号      平成28年 6月 1日
     東茨城郡大洗町桜道２６７ＳＴビ
     ル１階Ｂ
     029-264-8300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29531,4078,1 ねもと薬局しろくま店〒311-1301 （後発調１）第1411号      平成29年 2月 1日
     東茨城郡大洗町磯浜町６８８１－
     ５４０
     029-267-7880  (029-219-8480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29631,4079,9 コスモファーマ薬局　〒311-4302 （後発調１）第1567号      平成30年 1月 1日
     城里店 東茨城郡城里町大字那珂西字東大
     堀１４１６番地
     029-353-7531  (029-353-7532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29731,4080,7 ウエルシア薬局　大洗〒311-1301 （後発調１）第880号       平成28年 4月 1日
     磯浜店 東茨城郡大洗町磯浜町３４６５－
     １
     029-264-5720  (029-264-5721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29831,4083,1 調剤薬局ツルハドラッ〒311-3117 （後発調１）第1508号      平成29年 9月 1日
     グ茨城桜の郷店 東茨城郡茨城町桜の郷３２９４－
     ６
     029-219-1268  (029-219-1268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29931,4084,9 みすず薬局　石崎店 〒311-3122 （後発調１）第926号       平成28年 4月 1日
     東茨城郡茨城町大字上石崎字岡田
     野４６９８－７５
     029-240-8055  (029-240-8056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30033,4023,3 ねもと薬局 〒319-1111 （後発調１）第1393号      平成29年 1月 1日
     那珂郡東海村舟石川５８７－２
     029-287-0465  (029-282-2730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30133,4036,5 とうかい薬局 〒319-1102 （後発調１）第770号       平成28年 4月 1日
     那珂郡東海村石神内宿１７２２ー
     １
     029-306-2718  (029-287-2718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30233,4053,0 さつき薬局東海店 〒319-1112 （後発調１）第1215号      平成28年 6月 1日
     那珂郡東海村大字村松字中丸崎２
     ０８３－７
     029-306-3221  (029-306-3230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30333,4058,9 ウエルシア薬局　東海〒319-1116 （後発調１）第1403号      平成29年 2月 1日
     舟石川店 那珂郡東海村舟石川駅西２－９－
     １２
     029-306-5008  (029-306-5018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30434,4012,4 ビッグママあこ薬局 〒319-3551 （後発調１）第1010号      平成28年 4月 1日
     久慈郡大子町池田２６７６－１６
     0295-72-5569  (0295-72-0992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30534,4015,7 アイセイ薬局　大子店〒319-3526 （後発調１）第1338号      平成28年10月 1日
     久慈郡大子町大子瀬戸田８２０－
     １
     0295-79-1577  (0295-79-1578)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30638,4039,8 さくらい薬局　荒川本〒300-1159 （後発調１）第1201号      平成28年 6月 1日
     郷店 稲敷郡阿見町本郷１－２－１４
     0298-30-4777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30738,4045,5 有限会社ダルマ薬局中〒300-0332 （後発調１）第946号       平成28年 4月 1日
     央店 稲敷郡阿見町中央４ー８ー３１
     029-891-1193  (029-891-1188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30838,4070,3 オリエント薬局　阿見〒300-0333 （後発調１）第1548号      平成29年12月 1日
     店 稲敷郡阿見町若栗２５７４－１
     029-891-3055  (029-891-3056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30938,4081,0 ウエルシア薬局　阿見〒300-1159 （後発調１）第887号       平成28年 4月 1日
     荒川本郷店 稲敷郡阿見町本郷三丁目３番地１
     029-830-5118  (029-830-5128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31038,4082,8 さくら薬局 〒300-0413 （後発調１）第1389号      平成29年 1月 1日
     稲敷郡美浦村大谷１６３８－１
     029-891-5446  (029-891-5447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31138,4084,4 ウエルシア薬局　阿見〒300-0333 （後発調１）第867号       平成28年 4月 1日
     若栗店 稲敷郡阿見町若栗１３３９－６
     029-891-1320  (029-891-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31238,4088,5 ウエルシア薬局　阿見〒300-0335 （後発調１）第1580号      平成30年 2月 5日
     岡崎店 稲敷郡阿見町岡崎３丁目８番２３
     029-891-3288  (029-891-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31343,4074,5 古河中央薬局　西南前〒306-0433 （後発調１）第1561号      平成30年 1月 1日
     猿島郡境町２１８９番地１５
     0280-33-3920  (0280-33-3921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31471,4029,0 さらさ調剤薬局 〒300-4408 （後発調１）第986号       平成28年 4月 1日
     桜川市真壁町真壁４２６－２
     0296-54-2121  (0296-54-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31571,4032,4 ウエルシア薬局　岩瀬〒309-1212 （後発調１）第1311号      平成28年10月 1日
     富士見台店 桜川市富士見台１－２０
     0296-70-8028  (0296-70-8038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31671,4035,7 ウエルシア薬局　岩瀬〒309-1215 （後発調１）第1534号      平成29年11月 1日
     御領店 桜川市御領１－２３
     0296-75-8060  (0296-75-8061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31771,4037,3 アイセイ薬局　真壁店〒300-4422 （後発調１）第1339号      平成28年10月 1日
     桜川市真壁町亀熊１２３－４
     0296-20-7085  (0296-20-7086)



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 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31872,4016,5 ヤックスドラッグ鉾田〒311-2103 （後発調１）第1376号      平成29年 1月 1日
     薬局 鉾田市汲上１１６０－１
     0291-32-9012  (0291-32-9013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31973,4007,2 絹の台ふれあい薬局 〒300-2436 （後発調１）第1009号      平成28年 4月 1日
     つくばみらい市絹の台２－４－１
     ３
     0297-25-3636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32073,4008,0 にこあり薬局 〒300-2358 （後発調１）第1225号      平成28年 7月 1日
     つくばみらい市陽光台２丁目２０
     番地３
     0297-57-1339  (0297-21-5686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32173,4009,8 十字堂薬局 〒300-2358 （後発調１）第805号       平成28年 4月 1日
     つくばみらい市陽光台３丁目１１
     番地３
     029-720-7575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32273,4012,2 アルファーム薬局　絹〒300-2436 （後発調１）第1373号      平成28年12月 1日
     の台店 つくばみらい市絹の台３－２１－
     ５
     0297-25-2982  (0297-57-2055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32373,4016,3 ウエルシア薬局　つく〒300-2337 （後発調１）第1482号      平成29年 8月 1日
     ばみらい伊奈店 つくばみらい市谷井田字北耕地１
     ３３２
     0297-47-7788  (0297-47-7188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32473,4019,7 ヤックスドラッグつく〒300-2359 （後発調１）第1272号      平成28年 8月 1日
     ばみらい平薬局 つくばみらい市紫峰ヶ丘５丁目１
     －１
     0297-38-6127  (0297-38-6128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32574,4015,3 はとり東薬局 〒319-0123 （後発調１）第1430号      平成29年 4月 1日
     小美玉市羽鳥東平２７１９－９２
     0299-56-3391  (0299-56-3392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32674,4020,3 ウエルシア薬局　小美〒319-0123 （後発調１）第1384号      平成29年 1月 1日
     玉美野里店 小美玉市羽鳥２９０８－３
     0299-28-7638  (0299-28-7658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32774,4023,7 調剤薬局アネシス 〒311-3435 （後発調１）第785号       平成28年 4月 1日
     小美玉市田木谷９３５－１０６
     0299-37-0711  (0299-37-0711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月26日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32874,4024,5 ウエルシア薬局　小美〒311-3435 （後発調１）第1523号      平成29年10月 1日
     玉玉里店 小美玉市田木谷２１２番地１
     0299-37-1108  (0299-37-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4058,6 有限会社　岩間東華堂〒310-0026 （後発調２）第803号       平成28年 6月 1日
     薬局 水戸市泉町２－３－６
     029-221-3857  (029-228-2864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4137,8 たんぽぽ調剤薬局 〒310-0004 （後発調２）第1159号      平成29年12月 1日
     水戸市青柳町３８１６－２
     029-225-2400  (029-225-2450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4177,4 友愛薬局　水戸店 〒310-0012 （後発調２）第781号       平成28年 5月 1日
     水戸市城東１－３－１１
     029-224-5432  (029-224-5455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4187,3 フローラ薬局　河和田〒311-4153 （後発調２）第703号       平成28年 4月 1日
     店 水戸市河和田町５００３ー４
     029-255-4193  (029-255-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4213,7 赤塚中央薬局 〒311-4152 （後発調２）第1020号      平成29年 4月 1日
     水戸市河和田２ー１６ー７
     029-309-1810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4239,2 クローバー薬局　青柳〒310-0004 （後発調２）第637号       平成28年 4月 1日
     水戸市青柳町４０６５－６
     029-224-7280  (029-224-7321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4242,6 ラルフ薬局 〒311-4153 （後発調２）第692号       平成28年 4月 1日
     水戸市河和田町２８９４－６２
     029-255-3001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4253,3 茨城調剤薬局　千波店〒310-0851 （後発調２）第1052号      平成29年 6月 1日
     水戸市千波町１２３４－４５
     029-305-3601  (029-305-3602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4263,2 たんぽぽ調剤薬局赤塚〒311-4152 （後発調２）第806号       平成28年 6月 1日
     店 水戸市河和田２丁目１８９８－４
     ０
     029-253-5000  (029-253-6090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,4280,6 ウエルシア薬局水戸け〒310-0842 （後発調２）第1125号      平成29年11月 1日
     やき台店 水戸市けやき台１丁目１４０－１
     029-240-1256  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4281,4 茨城調剤薬局見川店 〒310-0913 （後発調２）第818号       平成28年 6月 1日
     水戸市見川町２１３１－１８１５
     029-240-3930  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,4282,2 たんぽぽ調剤薬局　水〒310-0004 （後発調２）第1157号      平成29年12月 1日
     戸店 水戸市青柳町４２１－１
     029-212-7200  (029-212-7210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4293,9 にこにこ薬局 〒319-0325 （後発調２）第828号       平成28年 7月 1日
     水戸市小林町１１８６－１１３
     029-259-0259  (029-259-0259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4296,2 ローズマリー薬局 〒310-0913 （後発調２）第881号       平成28年 8月 1日
     水戸市見川町２３８９－６
     029-291-5634  (029-291-5635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4306,9 日本調剤　水戸中央薬〒310-0022 （後発調２）第723号       平成28年 4月 1日
     局 水戸市梅香１－２－５
     029-300-0013  (029-300-0014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4310,1 さくら薬局　赤塚店 〒311-4141 （後発調２）第880号       平成28年 8月 1日
     水戸市赤塚１－１８７０－２８
     029-257-8731  (029-257-8758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4313,5 日本調剤　水戸薬局 〒311-4144 （後発調２）第716号       平成28年 4月 1日
     水戸市開江町１１６－１１
     029-309-1266  (029-309-1267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,4321,8 かえで薬局　県庁前店〒310-0852 （後発調２）第688号       平成28年 4月 1日
     水戸市笠原町１５６５番１
     029-291-7539  (029-291-7594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4328,3 たんぽぽ調剤薬局　泉〒310-0026 （後発調２）第846号       平成28年 7月 1日
     町店 水戸市泉町３丁目７番３０ー１０
     ２号ラ・フォンテーヌ
     029-224-6350  (029-224-6385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4330,9 岩間薬局 〒310-0803 （後発調２）第827号       平成28年 7月 1日
     水戸市城南２－４－３４
     029-224-9911  (029-224-9912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4342,4 ファーマシー中山　城〒310-0012 （後発調２）第1112号      平成29年10月 1日
     東薬局 水戸市城東１－１０－１
     029-300-2177  (029-300-2178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4344,0 ウエルシア薬局　水戸〒310-0903 （後発調２）第829号       平成28年 7月 1日
     堀町店 水戸市堀町８７８－３
     029-309-1059  (029-309-1059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,4346,5 フルール薬局 〒310-0055 （後発調２）第841号       平成28年 7月 1日
     水戸市袴塚３－３－３０
     029-291-3350  (029-291-3351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4350,7 つくし薬局　水戸住吉〒310-0844 （後発調２）第1139号      平成29年11月 1日
     店 水戸市住吉町３０１－２
     029-291-7818  (029-291-7817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4354,9 みどり薬局　水戸店 〒311-4146 （後発調２）第895号       平成28年 9月 1日
     水戸市中丸町６１０－７
     029-257-7762  (029-257-7763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4357,2 水戸うちはら薬局 〒319-0317 （後発調２）第742号       平成28年 4月 1日
     水戸市内原２丁目１番地イオンモ
     ール水戸内原
     029-353-6211  (029-353-6222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,4359,8 アクア薬局　住吉店 〒310-0844 （後発調２）第687号       平成28年 4月 1日
     水戸市住吉町４４－４３
     029-291-7653  (029-291-7654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4361,4 バンビ薬局　梅香店 〒310-0022 （後発調２）第667号       平成28年 4月 1日
     水戸市梅香１－２－５０水戸ビル
     １Ｆ
     029-306-9939  (029-306-9939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4366,3 ウイン調剤薬局水戸店〒310-0031 （後発調２）第1093号      平成29年 8月 1日
     水戸市大工町１丁目２番３号
     029-224-7652  (029-224-7653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,4367,1 ＩＰＩＣ薬局 〒310-0852 （後発調２）第640号       平成28年 4月 1日
     水戸市笠原町９７８－２７
     029-246-6106  (029-246-6107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4369,7 さつき薬局千波店 〒310-0851 （後発調２）第932号       平成28年11月 1日
     水戸市千波町１２８８－７
     029-303-8501  (029-303-8502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4373,9 アイン薬局　水戸赤塚〒311-4141 （後発調２）第943号       平成28年12月 1日
     店 水戸市赤塚１－１
     029-251-9451  (029-257-8639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4374,7 アイン薬局　水戸双葉〒311-4144 （後発調２）第824号       平成28年 6月 1日
     台店 水戸市開江町２２４－４
     029-309-6020  (029-309-6021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3401,4381,2 こまち薬局　平須店 〒310-0853 （後発調２）第906号       平成28年10月 1日
     水戸市平須町２－１５４
     029-350-6868  (029-350-6869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,4382,0 アイセイ薬局　水戸青〒310-0004 （後発調２）第1059号      平成29年 7月 1日
     柳店 水戸市青柳町４０５２
     029-302-8555  (029-302-8558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4383,8 アイセイ薬局　御茶園〒310-0851 （後発調２）第925号       平成28年11月 1日
     店 水戸市千波町２２３－４
     029-305-7505  (029-305-7506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4390,3 そうごう薬局　水戸店〒311-1135 （後発調２）第1161号      平成29年12月 1日
     水戸市六反田町１１３６－１
     029-303-6151  (029-303-6152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4392,9 あんず薬局見和店 〒310-0911 （後発調２）第1092号      平成29年 8月 1日
     水戸市見和１丁目３３６－２
     029-303-6770  (029-303-6773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,4393,7 リリィ薬局　姫子店 〒311-4151 （後発調２）第1177号      平成30年 1月 1日
     水戸市姫子２丁目７３１－３
     029-350-2580  (029-350-2581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,4394,5 アクア薬局　泉町店 〒310-0026 （後発調２）第1099号      平成29年 9月 1日
     水戸市泉町２－３－２　中央ビル
     ６Ｆ
     029-291-4622  (029-291-4623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,4397,8 ＳＦＣ薬局城東中央店〒310-0012 （後発調２）第1205号      平成30年 2月 1日
     水戸市城東１－３１－３
     029-233-0990  (029-300-3399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,4399,4 ペガサス薬局 〒310-0012 （後発調２）第1077号      平成29年 7月 1日
     水戸市城東１－３－８
     029-303-1299  (029-303-1399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,4400,0 ＳＦＣ薬局百合が丘店〒311-1134 （後発調２）第1197号      平成30年 2月 1日
     水戸市百合が丘町８―５
     029-304-1566  (029-304-1577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4401,8 ＳＦＣ薬局堀町店 〒310-0903 （後発調２）第1078号      平成29年 7月 1日
     水戸市堀町１１６１－１５
     029-257-6170  (029-252-2545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4501,4404,2 アクア薬局　わたり店〒310-0903 （後発調２）第1185号      平成30年 1月 1日
     水戸市堀町９４０－８
     029-350-9728  (029-350-9729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4405,9 クローバー薬局　柵町〒310-0802 （後発調２）第1153号      平成29年12月 1日
     水戸市柵町２丁目８－１７
     029-300-7000  (029-350-7008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,4410,9 調剤薬局あすなろ 〒310-0803 （後発調２）第1227号      平成30年 2月 1日
     水戸市城南３－１５－５
     029-233-0383  (029-302-5068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802,4017,0 金成薬局 〒319-1411 （後発調２）第1151号      平成29年12月 1日
     日立市川尻町１－３２－２
     0294-43-5723  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902,4047,7 大みか中央薬局 〒319-1221 （後発調２）第816号       平成28年 6月 1日
     日立市大みか町２－２８－５　な
     ぎさ会館内
     0294-53-6478  (0294-53-6412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002,4063,4 有限会社　セキネ薬局〒316-0013 （後発調２）第610号       平成28年 4月 1日
     日立市千石町２－１－９
     0294-33-0745  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102,4071,7 助川調剤 〒317-0065 （後発調２）第751号       平成28年 4月 1日
     日立市助川町１－８－１０
     0294-21-5353  (0294-21-5378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202,4095,6 鳩ヶ丘調剤薬局 〒317-0065 （後発調２）第973号       平成29年 2月 1日
     日立市助川町５－１－１１
     0294-21-4233  (0294-23-1930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302,4107,9 あい薬局 〒316-0015 （後発調２）第872号       平成28年 8月 1日
     日立市金沢町１ー７ー２３
     0294-25-7715  (0294-25-7716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5402,4113,7 メリー薬局 〒316-0022 （後発調２）第664号       平成28年 4月 1日
     日立市大沼町３ー４ー１０
     0294-25-6601  (0294-25-6602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5502,4123,6 あい薬局　川尻店 〒319-1411 （後発調２）第1117号      平成29年10月 1日
     日立市川尻町５丁目２９－７
     0294-44-7451  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5602,4134,3 いぶき台薬局 〒319-1301 （後発調２）第627号       平成28年 4月 1日
     日立市十王町伊師３８８６－７
     0294-32-6400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5702,4140,0 アルファーム薬局大み〒319-1221 （後発調２）第987号       平成29年 2月 1日
     か店 日立市大みか町２丁目２２－２９
     0294-25-5191  (0294-54-2060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5802,4149,1 あべ調剤薬局 〒316-0003 （後発調２）第997号       平成29年 3月 1日
     日立市多賀町１－１０－１
     0294-28-6605  (0294-28-6606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902,4152,5 桜川薬局 〒316-0002 （後発調２）第693号       平成28年 4月 1日
     日立市桜川町２－２５－１７
     0294-28-7061  (0294-28-7062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6002,4155,8 日本調剤日立南薬局 〒319-1235 （後発調２）第984号       平成29年 2月 1日
     日立市茂宮町４３５－３
     0294-25-5271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102,4159,0 日本調剤日立薬局 〒316-0033 （後発調２）第761号       平成28年 4月 1日
     日立市中成沢町１－１６－１
     0294-36-1589  (0294-25-7416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202,4160,8 グリーン薬局 〒316-0036 （後発調２）第630号       平成28年 4月 1日
     日立市鮎川町１－２－２１
     0294-33-5561  (0294-33-5565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302,4163,2 フロンティア薬局日立〒317-0065 （後発調２）第833号       平成28年 7月 1日
     店 日立市助川町２丁目１４番５号
     0294-27-6331  (0294-27-6333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6402,4170,7 ひたちともべ薬局 〒319-1304 （後発調２）第949号       平成28年12月 1日
     日立市十王町友部１６００－１
     0294-33-6678  (0294-20-6077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6502,4174,9 さくら薬局　日立駅前〒317-0073 （後発調２）第749号       平成28年 4月 1日
     店 日立市幸町１－７－７　ニューク
     リニックス日立１０１号
     0294-26-8002  (0294-26-8003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6602,4175,6 さくら薬局　日立店 〒317-0077 （後発調２）第879号       平成28年 8月 1日
     日立市城南町２－１－６
     0294-22-2424  (0294-24-2700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6702,4176,4 ぱんだ薬局 〒317-0054 （後発調２）第1107号      平成29年10月 1日
     日立市本宮町２－７－２
     0294-33-5288  (0294-33-5288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6802,4177,2 あおぞら薬局　金沢店〒316-0015 （後発調２）第1067号      平成29年 7月 1日
     日立市金沢町４－２４－１５
     0294-33-5414  (0294-33-5416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6902,4187,1 株式会社くすりのマル〒316-0036 （後発調２）第608号       平成28年 4月 1日
     ト調剤薬局　鮎川店 日立市鮎川町３丁目１番地の１
     0294-25-7080  (0294-25-7090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7002,4188,9 茨城調剤薬局　十王店〒319-1301 （後発調２）第768号       平成28年 4月 1日
     日立市十王町伊師３４４８－１
     0294-20-6866  (0294-20-6867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102,4191,3 すまいる薬局　日立店〒316-0036 （後発調２）第1004号      平成29年 3月 1日
     日立市鮎川町２－７－３
     0294-33-9521  (0294-33-9522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202,4192,1 三和堂薬局　大みか店〒319-1221 （後発調２）第992号       平成29年 2月 1日
     日立市大みか町４－４－７
     0294-54-1006  (0294-54-3400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302,4195,4 あい薬局　桜川店 〒316-0002 （後発調２）第1158号      平成29年12月 1日
     日立市桜川町３－３－４－１０３
     0294-87-6735  (0294-87-6736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402,4196,2 ファーマみらい多賀薬〒316-0013 （後発調２）第725号       平成28年 4月 1日
     局 日立市千石町１－５－３
     0294-32-5400  (0294-32-5401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502,4197,0 アイン薬局　日立田尻〒319-1416 （後発調２）第825号       平成28年 6月 1日
     店 日立市田尻町３－２３－５
     0294-44-7127  (0294-43-1127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602,4198,8 アイン薬局　日立久慈〒319-1222 （後発調２）第851号       平成28年 7月 1日
     店 日立市久慈町３－６－１７
     0294-25-5547  (0294-25-5548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7702,4205,1 つばさ薬局 〒316-0036 （後発調２）第948号       平成28年12月 1日
     日立市鮎川町２丁目８－７
     0294-85-6220  (0294-85-6221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7802,4206,9 アルファーム薬局　日〒317-0064 （後発調２）第1055号      平成29年 6月 1日
     立中央店 日立市神峰町２丁目１１－１－２
     0294-85-6611  (0294-85-6811)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7902,4207,7 みなみ薬局 〒319-1222 （後発調２）第890号       平成28年 8月 1日
     日立市久慈町４丁目１６番９号
     0294-28-0661  (0294-28-0662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002,4208,5 ウエルシア薬局　日立〒316-0015 （後発調２）第953号       平成29年 1月 1日
     金沢店 日立市金沢町１－１４－６
     0294-28-6652  (0294-28-6653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102,4209,3 アイセイ薬局　東滑川〒317-0052 （後発調２）第920号       平成28年10月 1日
     店 日立市東滑川町１－３８－１６
     0294-21-7100  (0294-21-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202,4211,9 アイセイ薬局　日高店〒319-1414 （後発調２）第1060号      平成29年 7月 1日
     日立市日高町３－８－４
     0294-44-7035  (0294-44-7036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302,4212,7 アイセイ薬局　川尻店〒319-1411 （後発調２）第918号       平成28年10月 1日
     日立市川尻町６－４４－１４
     0294-42-0435  (0294-42-1709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402,4217,6 カワチ薬局　大沼店 〒316-0022 （後発調２）第1236号      平成30年 3月 1日
     日立市大沼町２－２０－６
     0294-25-8030  (0294-25-8031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8503,4058,2 南山堂薬局土浦店 〒300-0033 （後発調２）第988号       平成29年 2月 1日
     土浦市川口１－５－１９
     029-823-4858  (029-823-4045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8603,4068,1 花梨薬局　神立店 〒300-0011 （後発調２）第866号       平成28年 8月 1日
     土浦市神立中央５－２５－１４
     029-832-8776  (029-832-8776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8703,4083,0 ヤックスドラッグ土浦〒300-0051 （後発調２）第951号       平成29年 1月 1日
     真鍋薬局 土浦市真鍋３ー３３８６
     0298-27-0725  (029-827-0725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8803,4095,4 すみれ調剤薬局 〒300-0011 （後発調２）第967号       平成29年 1月 1日
     土浦市神立中央５―４―１６
     029-831-1411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8903,4099,6 さくらい薬局　南荒川〒300-0873 （後発調２）第636号       平成28年 4月 1日
     沖店 土浦市荒川沖字川向１０２－４
     029-830-5050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9003,4106,9 ぷらす調剤薬局 〒300-0835 （後発調２）第1066号      平成29年 7月 1日
     土浦市大岩田２４７２
     029-821-3670  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9103,4107,7 ポプリ薬局中村店 〒300-0843 （後発調２）第1041号      平成29年 5月 1日
     土浦市中村南５－３０－２
     029-841-5331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9203,4109,3 山口薬局ウララ店 〒300-0036 （後発調２）第1138号      平成29年11月 1日
     土浦市大和町９番２号
     029-825-5211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9303,4125,9 さくらい薬局土浦永国〒300-0817 （後発調２）第635号       平成28年 4月 1日
     店 土浦市永国１０４４－１
     029-835-7777  (029-835-7778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9403,4131,7 土浦南調剤薬局 〒300-0875 （後発調２）第978号       平成29年 2月 1日
     土浦市中荒川沖町５－３
     029-841-7500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9503,4134,1 南山堂薬局　乙戸南店〒300-0845 （後発調２）第645号       平成28年 4月 1日
     土浦市乙戸南３丁目１１０－５
     029-842-2989  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9603,4136,6 神立中央薬局 〒300-0011 （後発調２）第684号       平成28年 4月 1日
     土浦市神立中央３－１４－１９
     029-828-8801  (029-828-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9703,4141,6 土浦調剤薬局　大町店〒300-0038 （後発調２）第662号       平成28年 4月 1日
     土浦市大町７－１８
     029-828-7833  (029-828-7834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9803,4145,7 ポプリ薬局　桜町店 〒300-0037 （後発調２）第1169号      平成30年 1月 1日
     土浦市桜町３丁目５番３号
     029-835-3555  (029-835-3555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9903,4149,9 南山堂薬局　中村店 〒300-0841 （後発調２）第1063号      平成29年 7月 1日
     土浦市中１０８５
     0298-30-4700  (0298-30-4800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10003,4152,3 クオール薬局　土浦店〒300-0835 （後発調２）第1196号      平成30年 2月 1日
     土浦市大岩田２４６９－３３
     029-835-2090  (029-835-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10103,4157,2 ウエルシア薬局　土浦〒300-4111 （後発調２）第1148号      平成29年12月 1日
     さん・あぴお店 土浦市大畑１６１１
     029-829-3128  (029-829-3138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10203,4162,2 南山堂薬局　土浦北店〒300-0065 （後発調２）第646号       平成28年 4月 1日
     土浦市常名字赤池東山３９６８－
     ８
     029-835-0733  (029-835-0722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10303,4166,3 ポプリ薬局朝日店 〒300-0037 （後発調２）第1042号      平成29年 5月 1日
     土浦市桜町３－６－１４
     029-893-3810  (029-893-3820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10403,4167,1 ライズ調剤薬局土浦北〒300-0061 （後発調２）第934号       平成28年12月 1日
     店 土浦市並木５－４０７６－３
     029-832-1689  (029-832-1691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10503,4168,9 山口薬局　中央店 〒300-0043 （後発調２）第696号       平成28年 4月 1日
     土浦市中央１－１２－２４
     029-893-3575  (029-893-3576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10603,4169,7 さくら薬局　土浦駅西〒300-0036 （後発調２）第1179号      平成30年 1月 1日
     口店 土浦市大和町９－２ウララ２ビル
     ２階
     029-824-8642  (029-824-8643)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10703,4172,1 調剤薬局ツルハドラッ〒300-0823 （後発調２）第876号       平成28年 8月 1日
     グ　土浦小松店 土浦市小松１丁目４－２７
     029-825-5268  (029-825-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10803,4175,4 南山堂薬局おおつ野店〒300-0028 （後発調２）第1116号      平成29年10月 1日
     土浦市おおつ野五丁目１４番１号
     029-846-0211  (029-846-0212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10903,4176,2 日本調剤　土浦薬局 〒300-0028 （後発調２）第808号       平成28年 6月 1日
     土浦市おおつ野五丁目１番１６号
     029-830-3620  (029-830-3621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11003,4177,0 山口薬局　おおつ野店〒300-0028 （後発調２）第1062号      平成29年 7月 1日
     土浦市おおつ野５丁目１４番４号
     029-898-9393  (029-898-9395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11103,4179,6 今川薬局　土浦店 〒300-0028 （後発調２）第1017号      平成29年 4月 1日
     土浦市おおつ野５－１－２５
     029-869-6677  (029-869-6676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11203,4180,4 アイン薬局　土浦店 〒300-0023 （後発調２）第820号       平成28年 6月 1日
     土浦市沖宿町八幡前２７６２－３
     029-846-7111  (029-846-7112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11303,4181,2 アクア薬局　下高津店〒300-0812 （後発調２）第878号       平成28年 8月 1日
     土浦市下高津１－１９－３５
     029-893-6535  (029-893-6536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11403,4182,0 おおつ野薬局 〒300-0028 （後発調２）第1005号      平成29年 3月 1日
     土浦市おおつ野２丁目１－５
     029-846-3663  (029-846-5506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11503,4184,6 学園調剤薬局荒川沖店〒300-0873 （後発調２）第1034号      平成29年 4月 1日
     土浦市荒川沖４２２－１
     029-834-2481  (029-834-2482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11604,4005,1 イソハタ薬局　中央町〒306-0033 （後発調２）第865号       平成28年 8月 1日
     店 古河市中央町１－２－３４
     0280-22-0041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11704,4036,6 くるみ薬局 〒306-0002 （後発調２）第1054号      平成29年 6月 1日
     古河市三杉町２－２８－１
     0280-33-0013  (0280-33-0048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11804,4038,2 うさぎ薬局 〒306-0004 （後発調２）第700号       平成28年 4月 1日
     古河市雷電町１０－２３
     0280-31-6838  (0280-31-6838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11904,4041,6 あおば薬局 〒306-0023 （後発調２）第837号       平成28年 7月 1日
     古河市本町１ー１０ー６
     0280-33-0913  (0280-33-0914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12004,4044,0 まきば薬局 〒306-0037 （後発調２）第711号       平成28年 4月 1日
     古河市錦町１－５４
     0280-22-0200  (0280-22-0202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12104,4050,7 イソハタ薬局　本町店〒306-0023 （後発調２）第625号       平成28年 4月 1日
     古河市本町３－１－３１
     0280-30-7162  (0280-30-7163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12204,4051,5 ホワイト薬局古河店 〒306-0041 （後発調２）第931号       平成28年12月 1日
     古河市鴻巣６０７ー７
     0280-48-4567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12304,4057,2 有限会社スミレ薬局 〒306-0022 （後発調２）第853号       平成28年 8月 1日
     古河市横山町２－４－１０
     0280-21-1122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12404,4065,5 ひのき薬局 〒306-0221 （後発調２）第788号       平成28年 5月 1日
     古河市駒羽根１１３－２
     0280-92-7801  (0280-92-7808)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12504,4069,7 アイン薬局　総和店 〒306-0221 （後発調２）第1073号      平成29年 7月 1日
     古河市駒羽根８３０ー２
     0280-92-5622  (0280-92-5603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12604,4074,7 ウエルシア茨城総和薬〒306-0204 （後発調２）第1108号      平成29年10月 1日
     局 古河市下大野２００８
     0280-91-2055  (0280-91-2056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12704,4075,4 調剤薬局カシマ久能店〒306-0212 （後発調２）第884号       平成28年 8月 1日
     古河市久能１０１８－５
     0280-91-1301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12804,4076,2 かえで薬局 〒306-0221 （後発調２）第793号       平成28年 5月 1日
     古河市駒羽根３２５ー１
     0280-91-3911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12904,4078,8 あゆみ薬局 〒306-0234 （後発調２）第868号       平成28年 8月 1日
     古河市上辺見３４１－３
     0280-30-8611  (0280-30-8622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13004,4079,6 ホワイト薬局 〒306-0233 （後発調２）第641号       平成28年 4月 1日
     古河市西牛谷８８１－６４
     0280-98-6481  (0280-98-3803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13104,4083,8 オレンジ薬局　諸川店〒306-0126 （後発調２）第854号       平成28年 8月 1日
     古河市諸川４３１－３
     0280-76-0824  (0280-77-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13204,4094,5 木ノ下薬局 〒306-0232 （後発調２）第1141号      平成29年11月 1日
     古河市東牛谷６３０－１
     0280-97-2166  (0280-97-2167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13304,4106,7 日本調剤　古河薬局 〒306-0236 （後発調２）第760号       平成28年 4月 1日
     古河市大堤２９１
     0280-30-1551  (0280-30-1552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13404,4107,5 アイン薬局　古河本町〒306-0023 （後発調２）第922号       平成28年11月 1日
     店 古河市本町４－１１－８
     0280-30-1193  (0280-30-1199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13504,4109,1 さくら薬局　古河店 〒306-0232 （後発調２）第994号       平成29年 2月 1日
     古河市東牛谷５２０－４
     0280-98-5981  (0280-98-5983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13604,4115,8 さくら薬局　猿島店 〒306-0236 （後発調２）第814号       平成28年 6月 1日
     古河市大堤字鹿養３０７の一部
     0280-31-7500  (0280-30-1261)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13704,4119,0 レモン薬局　古河店 〒306-0023 （後発調２）第935号       平成28年12月 1日
     古河市本町１－２－３５
     0280-31-2412  (0280-31-2413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13804,4120,8 調剤薬局カシマ城南店〒306-0034 （後発調２）第923号       平成28年11月 1日
     古河市長谷町２０－４６
     0280-22-7011  (0280-22-7011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13904,4125,7 アイン薬局　諸川店 〒306-0111 （後発調２）第764号       平成28年 4月 1日
     古河市大和田１８０３－６
     0280-23-1791  (0280-23-1792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14004,4126,5 ファーコス薬局　なご〒306-0226 （後発調２）第911号       平成28年10月 1日
     み 古河市女沼６５８－３
     0280-92-8660  (0280-92-8661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14104,4127,3 ファーコス　よこやま〒306-0022 （後発調２）第899号       平成28年 9月 1日
     町薬局 古河市横山町１－７－２５
     0280-22-4471  (0280-22-4474)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14204,4130,7 クリエイト薬局古河下〒306-0235 （後発調２）第998号       平成29年 3月 1日
     辺見店 古河市下辺見２２２６－２
     0280-30-1356  (0280-30-1357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14304,4131,5 オリーブ薬局 〒306-0101 （後発調２）第737号       平成28年 4月 1日
     古河市尾崎３８２０－８
     0280-23-5673  (0280-23-5674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14404,4132,3 ウエルシア薬局　古河〒306-0041 （後発調２）第1149号      平成29年12月 1日
     鴻巣店 古河市鴻巣９５６－１
     0280-47-0488  (0280-47-0388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14504,4133,1 アゼリア薬局　古河店〒306-0013 （後発調２）第1234号      平成30年 3月 1日
     古河市東本町４－１－１１
     0280-31-6710  (0280-31-6725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14604,4134,9 ヒロ薬局　古河店 〒306-0236 （後発調２）第989号       平成29年 2月 1日
     古河市大堤字鹿養３８１
     0280-23-4870  (0280-23-4871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14704,4135,6 ハートフル薬局　古河〒306-0003 （後発調２）第1037号      平成29年 5月 1日
     店 古河市緑町２３７６－１１
     0280-30-1012  (0280-30-1016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14804,4136,4 わかば薬局 〒306-0232 （後発調２）第1051号      平成29年 6月 1日
     古河市東牛谷６２７－３
     0280-97-2003  (0280-98-1036)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14904,4137,2 ハロー薬局 〒306-0032 （後発調２）第607号       平成28年 4月 1日
     古河市大手町１１－２２
     0280-22-2818  (0280-22-2818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15004,4138,0 ファーマみらい総和薬〒306-0202 （後発調２）第726号       平成28年 4月 1日
     局 古河市稲宮字前久保１０１１－３
     0280-98-1717  (0280-98-1900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15104,4139,8 オハナ薬局古河店 〒306-0033 （後発調２）第638号       平成28年 4月 1日
     古河市中央町２－３－１５
     0280-23-1485  (0280-23-1486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15204,4141,4 しらゆり薬局 〒306-0003 （後発調２）第611号       平成28年 4月 1日
     古河市緑町２３７１－２１
     0280-33-6200  (0280-33-6201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15304,4142,2 木ノ下薬局　牛谷店 〒306-0232 （後発調２）第1095号      平成29年 8月 1日
     古河市東牛谷８１５－３
     0280-33-7355  (0280-33-7377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15404,4143,0 ウエルシア薬局　古河〒306-0235 （後発調２）第1128号      平成29年11月 1日
     総和店 古河市下辺見２７１５
     0280-30-1005  (0280-30-1006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15504,4147,1 日本調剤　古河西薬局〒306-0041 （後発調２）第1012号      平成29年 3月 1日
     古河市鴻巣字茶屋下１５６２－１
     0280-23-5508  (0280-23-5518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15604,4148,9 あやめ薬局古河店 〒306-0232 （後発調２）第1100号      平成29年 9月 1日
     古河市東牛谷８２１－１
     0280-23-6702  (0280-23-6703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15704,4149,7 あおぞら薬局 〒306-0205 （後発調２）第1120号      平成29年10月 1日
     古河市関戸１６３４番の１
     0280-33-3078  (0280-33-3178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15804,4150,5 日本調剤　古河公園薬〒306-0045 （後発調２）第1235号      平成30年 3月 1日
     局 古河市駒ケ崎３番１３
     0280-33-7095  (0280-33-7096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15905,4022,3 南山堂薬局旭台店 〒315-0038 （後発調２）第647号       平成28年 4月 1日
     石岡市旭台１－６－２３
     0299-26-5980  (0299-26-1580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16005,4041,3 パワー調剤薬局　石岡〒315-0027 （後発調２）第964号       平成29年 1月 1日
     店 石岡市杉並二丁目２－１８
     0299-27-6767  (0299-27-7878)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16105,4043,9 ライズ調剤薬局石岡店〒315-0013 （後発調２）第786号       平成28年 5月 1日
     石岡市府中１－６－１０
     0299-35-2233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16205,4050,4 南山堂薬局　石岡本店〒315-0023 （後発調２）第1210号      平成30年 2月 1日
     石岡市東府中１３４５８－９２
     0299-36-1011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16305,4054,6 渡辺薬局 〒315-0013 （後発調２）第633号       平成28年 4月 1日
     石岡市府中３－１－１０
     0299-24-2551  (0299-24-2436)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16405,4056,1 かのこ薬局 〒315-0005 （後発調２）第1242号      平成30年 3月 1日
     石岡市鹿の子２－９－２
     0299-35-4040  (0299-35-4041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16505,4059,5 ウエルシア薬局　石岡〒315-0033 （後発調２）第670号       平成28年 4月 1日
     東光台店 石岡市東光台４－１１－２２
     0299-28-5075  (0299-28-5076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16605,4061,1 くるみ薬局 〒315-0009 （後発調２）第1089号      平成29年 8月 1日
     石岡市大砂１０５２８－５１
     0299-56-7111  (0299-56-7112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16705,4064,5 アイン薬局　石岡店 〒315-0009 （後発調２）第766号       平成28年 4月 1日
     石岡市大砂１０５２８－４３
     0299-24-5721  (0299-24-5722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16806,4033,8 いいぬま薬局野殿店 〒308-0843 （後発調２）第616号       平成28年 4月 1日
     筑西市野殿１１３９
     0296-22-5353  (0296-22-5404)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16906,4035,3 やまぐち薬局野殿店 〒308-0843 （後発調２）第952号       平成29年 1月 1日
     筑西市野殿１４５７，１４５６－
     ２
     0296-25-3182  (0296-20-1228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17006,4044,5 つかもと調剤薬局下館〒308-0051 （後発調２）第1102号      平成29年 9月 1日
     店 筑西市岡芹９９８－５
     0296-20-1077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17106,4047,8 いいぬま薬局下岡崎店〒308-0826 （後発調２）第615号       平成28年 4月 1日
     筑西市下岡崎２丁目８番２
     0296-22-0007  (0296-22-0008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17206,4057,7 ハニュウ薬局　北つく〒300-4517 （後発調２）第960号       平成29年 1月 1日
     ば店 筑西市海老ケ島９３１－３
     0296-52-6371  (0296-52-6372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17306,4063,5 つかもと調剤薬局協和〒309-1101 （後発調２）第897号       平成28年 9月 1日
     店 筑西市小栗５６２４－７
     0296-57-5551  (0296-57-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17406,4069,2 ウィン薬局 〒308-0005 （後発調２）第1026号      平成29年 4月 1日
     筑西市中舘１４５－１２
     0296-23-6222  (0296-25-7535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17506,4073,4 あけの薬局 〒300-4516 （後発調２）第651号       平成28年 4月 1日
     筑西市新井新田字台原４２－３２
     0296-20-5445  (0296-20-5446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17606,4075,9 アルファーム薬局　筑〒309-1107 （後発調２）第1240号      平成30年 3月 1日
     西店 筑西市門井１６７６－２３
     0296-54-4344  (0296-54-4345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17706,4079,1 ハニュウ薬局　川島店〒308-0855 （後発調２）第623号       平成28年 4月 1日
     筑西市下川島７５９－１
     0296-54-4563  (0296-54-4564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17806,4080,9 マロニエ薬局 〒308-0051 （後発調２）第858号       平成28年 7月 1日
     筑西市岡芹２１６０－８
     0296-54-5330  (0296-54-5331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17906,4084,1 ウエルシア薬局　筑西〒309-1106 （後発調２）第830号       平成28年 7月 1日
     協和店 筑西市新治１９９６－２６
     0296-21-7558  (0296-21-7568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18006,4087,4 エンゼル薬局 〒308-0845 （後発調２）第622号       平成28年 4月 1日
     筑西市西方１６８５－１０
     0296-20-0123  (0296-20-0123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18106,4091,6 株式会社あさがお薬局〒308-0031 （後発調２）第1131号      平成29年11月 1日
     筑西市丙１５１－１
     0296-49-6255  (0296-49-6256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18206,4094,0 ヤマグチ薬局つくば店〒300-4541 （後発調２）第1218号      平成30年 3月 1日
     筑西市松原１５６４－６
     0296-52-8001  (0296-52-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18307,4034,4 ハニュウ薬局小田林店〒307-0007 （後発調２）第1133号      平成29年11月 1日
     結城市小田林２５２０－２１３
     0296-33-8090  (0296-33-8091)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18407,4035,1 あじさい薬局 〒307-0001 （後発調２）第914号       平成28年11月 1日
     結城市大字結城字城ノ内８７７６
     －９
     0296-20-8223  (0296-20-8224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18507,4040,1 さくら薬局　結城店 〒307-0001 （後発調２）第1142号      平成29年11月 1日
     結城市結城２９８７－１
     0296-34-8808  (0296-32-8787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18607,4041,9 マロニエ調剤薬局 〒307-0053 （後発調２）第1085号      平成29年 8月 1日
     結城市新福寺６－６－４
     0296-48-9030  (0296-48-9031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18707,4045,0 カワチ薬局　結城南店〒307-0008 （後発調２）第903号       平成28年10月 1日
     結城市下り松六丁目９番地２０
     0296-21-2260  (0296-21-2261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18807,4046,8 ウエルシア薬局　結城〒307-0001 （後発調２）第889号       平成28年 9月 1日
     富士見店 結城市結城１０６０９－１
     0296-34-6518  (0296-34-6548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18907,4047,6 ウエルシア薬局　結城〒307-0053 （後発調２）第1098号      平成29年 9月 1日
     新福寺店 結城市新福寺２－２１－６
     0296-21-2281  (0296-21-2282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19007,4049,2 ＳＦＣ薬局結城山川新〒307-0033 （後発調２）第1079号      平成29年 7月 1日
     宿店 結城市山川新宿１６８－６
     0296-35-2215  (0296-35-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19108,4009,4 ホワイト薬局 〒301-0836 （後発調２）第1160号      平成29年12月 1日
     龍ケ崎市字寺後３５８９
     0297-64-0348  (0297-64-2283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19208,4015,1 島田薬局 〒301-0033 （後発調２）第683号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市佐貫町５５５－６
     0297-66-8633  (0297-66-8635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19308,4016,9 メイプル薬局 〒301-0002 （後発調２）第1220号      平成30年 3月 1日
     龍ケ崎市中根台１－９－３２
     0297-65-1585  (0297-65-1586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19408,4017,7 レインボー薬局 〒301-0838 （後発調２）第708号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市愛戸町４７
     0297-62-8484  (0297-62-8484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19508,4019,3 オレンジ薬局 〒301-0004 （後発調２）第1065号      平成29年 7月 1日
     龍ケ崎市馴馬町字中曽根２９８０
     －８
     0297-64-3586  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19608,4032,6 南山堂薬局　龍ヶ崎店〒301-0854 （後発調２）第1115号      平成29年10月 1日
     龍ケ崎市中里１丁目１ー１３
     0297-61-2700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19708,4043,3 サカエ薬局 〒301-0043 （後発調２）第1028号      平成29年 4月 1日
     龍ケ崎市松葉４－９－１２
     0297-66-3381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19808,4061,5 さくら薬局　佐貫駅前〒301-0032 （後発調２）第1121号      平成29年10月 1日
     店 龍ケ崎市佐貫３丁目５－５
     0297-61-5211  (0297-61-5212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19908,4063,1 ミルキー薬局 〒301-0041 （後発調２）第709号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市若柴町１２３０－１
     0297-61-4510  (0297-61-4511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20008,4065,6 あおぞら調剤薬局 〒301-0047 （後発調２）第1086号      平成29年 8月 1日
     龍ケ崎市南中島町１１７－１
     0297-61-4488  (0297-65-6388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20108,4066,4 ももの木薬局 〒301-0826 （後発調２）第743号       平成28年 4月 1日
     龍ケ崎市栄町４７１５－３
     0297-63-2882  (0297-62-2732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20208,4069,8 くりの木薬局 〒301-0041 （後発調２）第787号       平成28年 5月 1日
     龍ケ崎市若柴町２５００－２８
     0297-85-3011  (0297-85-3012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20308,4070,6 アイン薬局　龍ケ崎米〒301-0000 （後発調２）第767号       平成28年 4月 1日
     町店 龍ケ崎市六斗蒔８６５５
     0297-62-5484  (0297-62-4208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20408,4071,4 アイン薬局　佐貫店 〒301-0007 （後発調２）第926号       平成28年11月 1日
     龍ケ崎市馴柴町１－１５－５
     0297-60-2300  (0297-60-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20508,4072,2 アイン薬局　龍ヶ岡店〒301-0854 （後発調２）第871号       平成28年 8月 1日
     龍ケ崎市中里１－１－１２
     0297-61-0231  (0297-61-0232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20608,4073,0 ウエルシア薬局　龍ケ〒301-0033 （後発調２）第1221号      平成30年 3月 1日
     崎佐貫店 龍ケ崎市佐貫町１－１
     0297-61-5017  (0297-61-5018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20708,4074,8 ウエルシア薬局　龍ケ〒301-0004 （後発調２）第1129号      平成29年11月 1日
     崎馴馬店 龍ケ崎市馴馬町２９５７番地１
     0297-61-1263  (0297-61-1264)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20808,4075,5 アイン薬局馴馬店 〒301-0004 （後発調２）第1187号      平成30年 1月 1日
     龍ケ崎市馴馬町２６７７－４
     0297-63-5625  (0297-63-5626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20910,4010,8 つかだ薬局 〒304-0068 （後発調２）第847号       平成28年 7月 1日
     下妻市下妻丁１４６－５
     0296-44-2324  (0296-43-7082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21010,4017,3 ユーキ薬局 〒304-0002 （後発調２）第712号       平成28年 4月 1日
     下妻市江２０５４
     0296-44-8830  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21110,4018,1 たけの薬局　下妻店 〒304-0016 （後発調２）第1094号      平成29年 8月 1日
     下妻市数須字柳株８３７
     0296-30-5500  (0296-30-5501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21210,4019,9 あけぼの薬局湖畔店 〒304-0028 （後発調２）第714号       平成28年 4月 1日
     下妻市下木戸５３４ー４
     0296-30-6565  (0296-30-6566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21310,4030,6 イオン薬局下妻店 〒304-0033 （後発調２）第1168号      平成29年12月 1日
     下妻市堀篭９７２－１
     0296-30-1707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21410,4034,8 パルム薬局　下妻店 〒304-0056 （後発調２）第882号       平成28年 8月 1日
     下妻市長塚４２３－１７
     0296-54-4551  (0296-54-4552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21510,4035,5 日本調剤　下妻薬局 〒304-0056 （後発調２）第762号       平成28年 4月 1日
     下妻市長塚２８－２
     0296-30-1501  (0296-30-1502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21610,4036,3 ウエルシア薬局　下妻〒304-0812 （後発調２）第1222号      平成30年 3月 1日
     新千代川店 下妻市田下５９３
     0296-30-7018  (0296-30-7038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21710,4037,1 すばる中央薬局 〒304-0056 （後発調２）第815号       平成28年 6月 1日
     下妻市長塚５０－１
     0296-44-7900  (0296-44-7901)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21810,4038,9 さくら薬局　しもつま〒304-0023 （後発調２）第869号       平成28年 8月 1日
     店 下妻市大串１２０－１５
     0296-30-6599  (0296-30-6899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21910,4039,7 かしわや薬局栗山店 〒304-0067 （後発調２）第986号       平成29年 2月 1日
     下妻市下妻乙３９９－１
     0296-43-1320  (0296-43-1704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22011,4026,2 ひまわり薬局 〒303-0016 （後発調２）第1212号      平成30年 2月 1日
     常総市新井木町１１－５
     0297-25-0808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22111,4032,0 あけぼの薬局 〒300-2731 （後発調２）第1008号      平成29年 4月 1日
     常総市古間木新田８１１－２
     0297-42-3301  (0297-42-2390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22211,4038,7 クララ薬局 〒300-2706 （後発調２）第628号       平成28年 4月 1日
     常総市新石下３４８４
     0297-30-8875  (0297-30-8876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22311,4040,3 ひかり薬局篠山店 〒300-2721 （後発調２）第698号       平成28年 4月 1日
     常総市篠山２９６－３
     0297-43-0888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22411,4044,5 あけぼの薬局　水海道〒303-0021 （後発調２）第1013号      平成29年 4月 1日
     店 常総市水海道諏訪町３３０２－３
     0297-25-1701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22511,4045,2 株式会社　のぎさき薬〒303-0031 （後発調２）第653号       平成28年 4月 1日
     局　水海道店 常総市水海道山田町１５４４－１
     0297-30-0380  (0297-30-0381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22611,4046,0 野尻薬局　美妻橋店 〒300-2505 （後発調２）第1009号      平成29年 4月 1日
     常総市中妻町２６１９番地２
     0297-22-9333  (0297-22-9356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22711,4048,6 さくら薬局　水海道森〒303-0005 （後発調２）第748号       平成28年 4月 1日
     下店 常総市水海道森下町４４２９
     0297-22-1970  (0297-22-1900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22811,4051,0 薬樹薬局　水海道 〒303-0023 （後発調２）第983号       平成29年 2月 1日
     常総市水海道宝町２８３５番地５
     0297-30-6002  (0297-30-6003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22911,4053,6 あけぼの薬局　内守谷〒303-0043 （後発調２）第663号       平成28年 4月 1日
     店 常総市内守谷町３７１９－５
     0297-20-3386  (0297-20-3387)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23012,4013,8 カナイ薬局 〒313-0016 （後発調２）第707号       平成28年 4月 1日
     常陸太田市金井町３６９６
     0294-72-1371  (0294-72-1372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23112,4015,3 株式会社　サン薬局 〒313-0014 （後発調２）第752号       平成28年 4月 1日
     常陸太田市木崎二町９４０
     0294-73-0428  (0294-73-0426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23212,4021,1 ひらつか薬局　中城店〒313-0061 （後発調２）第826号       平成28年 7月 1日
     常陸太田市中城町１３８，１４０
     合併の１２
     0294-72-1828  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23312,4027,8 茨城調剤薬局　佐竹南〒313-0049 （後発調２）第769号       平成28年 4月 1日
     台店 常陸太田市天神林町８７０－２４
     ３
     0294-80-2182  (0294-80-2183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23412,4028,6 有限会社久米薬局 〒313-0123 （後発調２）第618号       平成28年 4月 1日
     常陸太田市久米町１７３－１
     0294-76-0761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23512,4039,3 ウエルシア薬局　常陸〒313-0061 （後発調２）第1001号      平成29年 3月 1日
     太田中城店 常陸太田市中城町２９９２番地の
     １
     0294-80-7350  (0294-80-7351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23612,4040,1 のぞみ薬局 〒313-0016 （後発調２）第979号       平成29年 1月 1日
     常陸太田市金井町３５６８番６
     0294-80-3660  (0294-80-3665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23714,4028,2 あい薬局荒崎店 〒318-0002 （後発調２）第1135号      平成29年11月 1日
     高萩市高戸字荒崎３８２ー２
     0293-20-5030  (0293-20-5033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23814,4034,0 大高薬局 〒318-0032 （後発調２）第755号       平成28年 4月 1日
     高萩市大和町２－９８
     0293-22-3048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23914,4056,3 アイセイ薬局　安良川〒318-0021 （後発調２）第1209号      平成30年 2月 1日
     店 高萩市安良川１５６－１
     0293-20-1317  (0293-23-2510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24014,4058,9 ひまわり薬局 〒318-0004 （後発調２）第1178号      平成29年12月 1日
     高萩市上手綱４９３－１
     0293-20-5557  (0293-20-5558)



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 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24115,4039,6 株式会社くすりのマル〒319-1541 （後発調２）第1053号      平成29年 6月 1日
     ト調剤薬局　磯原店 北茨城市磯原町磯原２－１８０
     0293-30-7887  (0293-30-7888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24215,4040,4 松本薬研堂薬局 〒319-1541 （後発調２）第1040号      平成29年 6月 1日
     北茨城市磯原町磯原１－２１２
     0293-43-0435  (0293-43-6857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24315,4044,6 ウエルシア薬局　北茨〒319-1559 （後発調２）第1175号      平成30年 1月 1日
     城中郷店 北茨城市中郷町上桜井１５８６番
     地
     0293-30-6068  (0293-30-6069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24415,4045,3 そうごう薬局　北茨城〒319-1702 （後発調２）第976号       平成29年 1月 1日
     店 北茨城市大津町２５２１－２
     0293-46-4953  (0293-46-5742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24515,4046,1 広野薬局　北茨城店 〒319-1543 （後発調２）第612号       平成28年 4月 1日
     北茨城市磯原町豊田１－３８－２
     0293-30-1013  (0293-30-1014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24615,4050,3 アイン薬局　北茨城中〒319-1559 （後発調２）第910号       平成28年10月 1日
     郷店 北茨城市中郷町上桜井２５３５
     0293-30-7510  (0293-30-7512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24716,4011,3 有限会社　根本薬局 〒309-1736 （後発調２）第702号       平成28年 4月 1日
     笠間市八雲１－２－４
     0296-77-0040  (0296-78-4089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24816,4017,0 アルファーム薬局　友〒309-1736 （後発調２）第900号       平成28年 9月 1日
     部店 笠間市八雲２－１０５８－２０８
     0296-70-5777  (0296-77-8411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24916,4021,2 ロイヤル薬局　友部 〒309-1705 （後発調２）第930号       平成28年12月 1日
     笠間市東平４ー５ー３３
     0296-70-5375  (0296-70-5376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25016,4048,5 カワチ薬局　友部店 〒309-1705 （後発調２）第1136号      平成29年11月 1日
     笠間市東平３－１－１５
     0296-70-5446  (0296-70-5447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25116,4060,0 ウエルシア薬局　新友〒309-1705 （後発調２）第673号       平成28年 4月 1日
     部店 笠間市東平３丁目１番７号
     0296-70-9568  (0296-70-9578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25216,4062,6 ウエルシア薬局　笠間〒309-1613 （後発調２）第915号       平成28年11月 1日
     南店 笠間市石井２１０４
     0296-70-0086  (0296-70-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25316,4063,4 花梨薬局岩間店 〒319-0207 （後発調２）第678号       平成28年 4月 1日
     笠間市福島４６５－３
     0299-37-8110  (0299-37-8130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25416,4068,3 アイン薬局　こいぶち〒309-1703 （後発調２）第823号       平成28年 6月 1日
     店 笠間市鯉淵６５２６－９０
     0296-71-3261  (0296-71-3262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25516,4069,1 アイン薬局　友部旭町〒309-1717 （後発調２）第791号       平成28年 5月 1日
     店 笠間市旭町６５３－８
     0296-71-2105  (0296-71-2106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25617,4042,6 メイプル薬局取手店 〒302-0001 （後発調２）第1024号      平成29年 5月 1日
     取手市小文間３８８６－５
     0297-72-8855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25717,4051,7 アスカ薬局 〒302-0034 （後発調２）第1167号      平成29年12月 1日
     取手市戸頭６ー３１ー９　ビルド
     タカ１Ｆ
     0297-78-7557  (0297-78-3011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25817,4053,3 すずらん薬局井野店 〒302-0011 （後発調２）第950号       平成28年12月 1日
     取手市井野４４３６ー１
     0297-72-8387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25917,4054,1 そうごう薬局井野台店〒302-0015 （後発調２）第1162号      平成29年12月 1日
     取手市井野台５丁目２―２９
     0297-70-1861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26017,4056,6 日本調剤　取手薬局 〒302-0015 （後発調２）第763号       平成28年 4月 1日
     取手市井野台５－２－２８
     0297-77-5551  (0297-77-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26117,4066,5 三健堂薬局 〒300-1511 （後発調２）第1145号      平成29年12月 1日
     取手市椚木２４９９－２
     0297-82-3471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26217,4070,7 すず薬局桜が丘店 〒300-1525 （後発調２）第659号       平成28年 4月 1日
     取手市桜が丘一丁目１７番２号
     0297-70-3082  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26317,4073,1 さくらい薬局取手店 〒302-0038 （後発調２）第634号       平成28年 4月 1日
     取手市下高井字向原１９６９－９
     0297-70-7711  (0297-70-7800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26417,4075,6 クオール薬局取手店 〒302-0011 （後発調２）第1018号      平成29年 4月 1日
     取手市井野字前土井２５５－３
     0297-73-9088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26517,4080,6 ふれあい薬局 〒302-0034 （後発調２）第1154号      平成29年12月 1日
     取手市戸頭１－８－１９
     0297-70-2505  (0297-70-2506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26617,4081,4 ダリヤ桜が丘薬局 〒300-1525 （後発調２）第859号       平成28年 8月 1日
     取手市桜が丘１－２－２
     0297-71-6062  (0297-71-6063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26717,4082,2 さくら薬局　取手谷中〒300-1532 （後発調２）第736号       平成28年 4月 1日
     店 取手市谷中３４－１２
     0297-71-6010  (0297-71-6048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26817,4092,1 ウエルシア薬局　取手〒302-0034 （後発調２）第1223号      平成30年 3月 1日
     新戸頭店 取手市戸頭９丁目２１番２３号
     0297-71-8638  (0297-71-8658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26917,4094,7 ウエルシア薬局　取手〒302-0024 （後発調２）第1074号      平成29年 8月 1日
     新町店 取手市新町３－９－４１
     0297-77-7718  (0297-77-7719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27017,4099,6 南山堂薬局取手駅前店〒302-0014 （後発調２）第1184号      平成30年 1月 1日
     取手市中央町２－２５
     0297-84-1591  (0297-84-1592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27117,4102,8 ひかり薬局取手店 〒302-0005 （後発調２）第699号       平成28年 4月 1日
     取手市東２－６－４０
     0297-85-6688  (0297-85-6687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27217,4103,6 白山薬局 〒302-0023 （後発調２）第665号       平成28年 4月 1日
     取手市白山６－２４－７
     0297-72-3106  (0297-72-3106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27317,4104,4 アイン薬局　取手店 〒302-0015 （後発調２）第848号       平成28年 7月 1日
     取手市井野台５－１－２１
     0297-77-5100  (0297-77-5101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27417,4105,1 アイン薬局　藤代店 〒300-1546 （後発調２）第849号       平成28年 7月 1日
     取手市岡１４６２－５
     0297-85-8702  (0297-85-8813)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27517,4108,5 すず薬局　とりで店 〒302-0011 （後発調２）第1057号      平成29年 7月 1日
     取手市井野字井野１１８４－２
     0297-79-6266  (0297-79-6267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27617,4109,3 日本調剤　新取手薬局〒302-0011 （後発調２）第1056号      平成29年 6月 1日
     取手市井野１１９５番地３
     0297-63-2190  (0297-63-2191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27717,4110,1 クオール薬局　取手西〒302-0032 （後発調２）第1091号      平成29年 8月 1日
     店 取手市野々井１９２６番地２取手
     市医師会館１階
     0297-86-6789  (0297-86-6790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27817,4111,9 すず薬局　戸頭店 〒302-0034 （後発調２）第1106号      平成29年 9月 1日
     取手市戸頭４－１６－３　１階２
     号室
     0297-86-6066  (0297-86-6067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27917,4112,7 ウエルシア薬局取手戸〒302-0034 （後発調２）第1190号      平成30年 2月 1日
     頭２号店 取手市戸頭１－９－１８
     0297-70-7030  (0297-70-7031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28018,4015,0 いしつか薬局 〒306-0631 （後発調２）第715号       平成28年 4月 1日
     坂東市岩井３２９２－１８
     0297-36-0515  (0297-36-0525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28118,4023,4 ひばり薬局 〒306-0515 （後発調２）第739号       平成28年 4月 1日
     坂東市沓掛４４８３－４
     0297-44-2010  (0297-44-2005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28218,4025,9 倉持調剤薬局沓掛店 〒306-0515 （後発調２）第1152号      平成29年12月 1日
     坂東市沓掛３７２－４
     0297-44-0003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28318,4028,3 つむぎ薬局 〒306-0515 （後発調２）第927号       平成28年12月 1日
     坂東市沓掛西村２５２５－７
     0297-44-0269  (0297-44-0270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28418,4031,7 さくら薬局　坂東岩井〒306-0631 （後発調２）第908号       平成28年10月 1日
     店 坂東市岩井４５９７番地１
     0297-47-4717  (0297-47-4718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28518,4035,8 すみれ薬局 〒306-0631 （後発調２）第805号       平成28年 6月 1日
     坂東市岩井３３２２－２
     0297-36-2121  (0297-36-3002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28618,4036,6 ウエルシア薬局　坂東〒306-0631 （後発調２）第1002号      平成29年 3月 1日
     岩井本町店 坂東市岩井２７４６
     0297-36-7906  (0297-36-7907)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28718,4037,4 そよ風薬局　岩井店 〒306-0632 （後発調２）第1233号      平成30年 3月 1日
     坂東市辺田３０７－７
     0297-47-5371  (0297-47-5372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28818,4039,0 アイセイ薬局　坂東店〒306-0624 （後発調２）第1208号      平成30年 2月 1日
     坂東市矢作天王前１６８０－２
     0297-30-2626  (0297-30-2627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28919,4005,9 株式会社　ひまわり薬〒300-1204 （後発調２）第626号       平成28年 4月 1日
     局 牛久市岡見町９４０－２３
     029-873-7354  (029-873-9473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29019,4029,9 根本薬局ひたち野店 〒300-1207 （後発調２）第1097号      平成29年 9月 1日
     牛久市ひたち野東五丁目３番地２
     ひたち野うしく池田ビル１階
     029-871-8172  (029-871-8173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29119,4033,1 根本薬局南店 〒300-1222 （後発調２）第1144号      平成29年12月 1日
     牛久市南４－３８－１３
     029-871-1030  (029-871-1067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29219,4034,9 南山堂薬局牛久店 〒300-1221 （後発調２）第648号       平成28年 4月 1日
     牛久市牛久町１６６
     029-878-2300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29319,4039,8 あおぞら薬局 〒300-1233 （後発調２）第704号       平成28年 4月 1日
     牛久市栄町５－４５－５
     029-878-3006  (029-878-3006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29419,4042,2 クオール薬局牛久店 〒300-1217 （後発調２）第939号       平成28年12月 1日
     牛久市さくら台１－１８－１
     029-830-7160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29519,4049,7 さくら薬局　牛久栄町〒300-1233 （後発調２）第985号       平成29年 2月 1日
     店 牛久市栄町３丁目１７－１牛久ア
     ーバンヒルＣ棟１０１号室
     029-878-2622  (029-878-2623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29619,4057,0 ウエルシア薬局　牛久〒300-1231 （後発調２）第1191号      平成30年 2月 1日
     猪子店 牛久市猪子町９９５－１８
     029-878-4688  (029-878-4788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29719,4058,8 ひたち野薬局 〒300-1201 （後発調２）第632号       平成28年 4月 1日
     牛久市東猯穴町１２７５－５
     029-841-4847  (029-841-4847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29819,4059,6 ひたち野薬局　東店 〒300-1207 （後発調２）第605号       平成28年 4月 1日
     牛久市ひたち野東１－１４－２
     029-870-5551  (029-870-5551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29919,4062,0 アイランド薬局　牛久〒300-1217 （後発調２）第855号       平成28年 8月 1日
     さくら台店 牛久市さくら台３－６１－６
     029-878-3356  (029-878-3357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30019,4064,6 つかもと調剤薬局　下〒300-1207 （後発調２）第1119号      平成29年10月 1日
     根店 牛久市ひたち野東３－２－２
     029-893-3777  (029-893-3778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30119,4069,5 スマイル薬局　本店 〒300-1232 （後発調２）第1170号      平成30年 1月 1日
     牛久市上柏田４丁目５６番４
     029-846-2561  (029-846-2562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30219,4070,3 アイン薬局牛久柏田店〒300-1232 （後発調２）第1035号      平成29年 4月10日
     牛久市上柏田４丁目５９－４
     029-873-9790  (029-873-8937)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30320,4021,4 日本調剤つくば調剤薬〒305-0032 （後発調２）第759号       平成28年 4月 1日
     局 つくば市竹園１－６－１つくば三
     井ビル
     029-856-5016  (029-856-5017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30420,4053,7 とよさと薬局 〒305-0812 （後発調２）第656号       平成28年 4月 1日
     つくば市東平塚字西向８９４－３
     029-856-2818  (029-856-2818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30520,4060,2 学園薬局　上横場店 〒305-0854 （後発調２）第744号       平成28年 4月 1日
     つくば市上横場１１２４－７
     029-836-5100  (029-836-5100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30620,4070,1 株式会社エビス薬局つ〒305-0001 （後発調２）第677号       平成28年 4月 1日
     くば店 つくば市栗原大字前畑１６７６
     0298-50-6077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30720,4072,7 つかもと調剤薬局　桜〒305-0001 （後発調２）第928号       平成28年12月 1日
     店 つくば市栗原３５６５－４
     029-850-6355  (029-857-2467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30820,4075,0 三島屋薬局 〒305-0067 （後発調２）第1132号      平成29年11月 1日
     つくば市大字館野２７０－２
     029-839-2220  (029-839-2170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30920,4085,9 はあと薬局 〒305-0834 （後発調２）第706号       平成28年 4月 1日
     つくば市手代木１９３７－２
     029-839-4677  (029-839-4688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31020,4116,2 自由ケ丘薬局 〒300-1266 （後発調２）第867号       平成28年 8月 1日
     つくば市自由ケ丘１６５－１３
     029-876-4651  (029-876-4651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31120,4136,0 ヒロ調剤薬局 〒305-0861 （後発調２）第794号       平成28年 5月 1日
     つくば市谷田部５８９３－４
     029-836-2230  (029-836-2390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31220,4141,0 高野台パーク薬局 〒305-0074 （後発調２）第817号       平成28年 6月 1日
     つくば市高野台３丁目１３－１
     029-839-1109  (029-839-1169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31320,4146,9 あけぼの薬局つくば手〒305-0834 （後発調２）第694号       平成28年 4月 1日
     代木店 つくば市手代木１９２０－３
     029-839-2227  (029-839-2228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31420,4147,7 南山堂薬局研究学園駅〒305-0817 （後発調２）第1201号      平成30年 2月 1日
     前店 つくば市研究学園５丁目１２番地
     ４
     029-869-7560  (029-869-7561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31520,4151,9 ウエルシア薬局　つく〒305-0882 （後発調２）第669号       平成28年 4月 1日
     ばみどりの店 つくば市みどりの１丁目３２番地
     １
     029-839-5860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31620,4158,4 クレール薬局　小野崎〒305-0034 （後発調２）第750号       平成28年 4月 1日
     店 つくば市小野崎１４３５－２
     029-849-3865  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31720,4162,6 つくば二の宮薬局 〒305-0051 （後発調２）第765号       平成28年 4月 1日
     つくば市二の宮２－５－１
     029-855-2141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31820,4166,7 薬局ブルーベリー 〒300-1245 （後発調２）第629号       平成28年 4月 1日
     つくば市高崎４２－４
     029-870-3388  (029-870-3399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31920,4170,9 スギ薬局　つくば店 〒305-0034 （後発調２）第1109号      平成29年10月 1日
     つくば市小野崎字千駄苅２７８番
     地１ＬＡＬＡガーデンつくば内
     029-868-6566  (029-855-0738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32020,4179,0 薬樹薬局　小野崎 〒305-0034 （後発調２）第1023号      平成29年 4月 1日
     つくば市小野崎８２８番地１０
     029-858-1621  (029-858-9604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32120,4182,4 学園中央薬局　松野木〒305-0056 （後発調２）第1211号      平成30年 2月 1日
     店 つくば市松野木１５２－１５
     029-879-8581  (029-879-8582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32220,4186,5 桜並木薬局 〒305-0861 （後発調２）第798号       平成28年 6月 1日
     つくば市谷田部字藤ヶ入６１０７
     －２０
     029-879-7314  (029-879-7324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32320,4194,9 学園中央薬局作岡店 〒300-4204 （後発調２）第1088号      平成29年 8月 1日
     つくば市作谷１１１５－４
     029-869-0666  (029-869-1313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32420,4196,4 かみごう薬局 〒300-2645 （後発調２）第1036号      平成29年 5月 1日
     つくば市上郷２７８３－２
     029-847-5180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32520,4201,2 みどりの調剤薬局 〒300-4353 （後発調２）第705号       平成28年 4月 1日
     つくば市沼田１２５６－１
     029-886-9334  (029-886-9295)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32620,4207,9 ウエルシア薬局　つく〒300-4231 （後発調２）第672号       平成28年 4月 1日
     ば北条店 つくば市北条亀井５２０９－５
     029-850-7638  (029-850-7658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32720,4215,2 ウエルシア薬局　つく〒300-2655 （後発調２）第1150号      平成29年12月 1日
     ば万博記念公園店 つくば市島名福田坪土地区画整理
     地Ｂ４８街区
     029-848-2668  (029-848-2678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32820,4216,0 ウエルシア薬局　つく〒305-0051 （後発調２）第1192号      平成30年 2月 1日
     ば学園二の宮店 つくば市二の宮三丁目１５番地１
     ０
     029-850-3028  (029-850-3098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32920,4217,8 ウエルシア薬局　つく〒305-0044 （後発調２）第1193号      平成30年 2月 1日
     ば学園並木店 つくば市並木３丁目１５番地１
     029-850-3288  (029-850-3289)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33020,4218,6 ウエルシア薬局　つく〒300-2617 （後発調２）第1176号      平成30年 1月 1日
     ば吉沼店 つくば市吉沼１２０９番地４
     029-865-4005  (029-865-4006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33120,4219,4 南山堂竹園薬局 〒305-0032 （後発調２）第1103号      平成29年 9月 1日
     つくば市竹園２丁目８番地１９
     029-886-4630  (029-886-4631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33220,4226,9 みどり薬局　つくば店〒305-0814 （後発調２）第1203号      平成30年 2月 1日
     つくば市西平塚３１７－１
     029-860-3700  (029-860-3701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33320,4229,3 ウエルシア薬局　つく〒305-0868 （後発調２）第676号       平成28年 4月 1日
     ば谷田部店 つくば市台町２－３－１０
     029-839-0868  (029-839-0869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33420,4230,1 日本調剤つくば西大通〒300-2622 （後発調２）第1011号      平成29年 3月 1日
     り薬局 つくば市要字西原１０６９－５
     029-877-1333  (029-877-1355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33520,4231,9 日本調剤つくば西大通〒300-2622 （後発調２）第1096号      平成29年 8月 1日
     り東薬局 つくば市要字前田６－２
     029-877-0333  (029-877-1033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33620,4235,0 薬局セレクト 〒300-3257 （後発調２）第1075号      平成29年 8月 1日
     つくば市筑穂２－９－４ＵＮＩＴ
     Ｅ　ＳＯＥＭＯ１０３
     029-875-7691  (029-875-7692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33720,4237,6 いちご薬局　みどりの〒305-0875 （後発調２）第1206号      平成30年 2月 1日
     店 つくば市花島新田５－１１（みど
     りのＡ－７６街区７画地）
     029-839-0116  (029-838-5011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33820,4238,4 あけぼの薬局　学園の〒305-0816 （後発調２）第1025号      平成29年 5月 1日
     森店 つくば市学園の森２－３９－３
     029-868-7720  (029-868-7721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33920,4240,0 コスモファーマ薬局　〒300-1253 （後発調２）第845号       平成28年 7月 1日
     茎崎店 つくば市天宝喜７３０－１
     029-897-3400  (029-897-3401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34020,4243,4 松の木薬局 〒305-0056 （後発調２）第1202号      平成30年 2月 1日
     つくば市松野木１８７－７
     029-850-5100  (029-850-5101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34120,4246,7 なの花薬局つくば並木〒305-0044 （後発調２）第990号       平成29年 2月 1日
     店 つくば市並木４－１－３
     029-851-0439  (029-852-6890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34220,4247,5 アイン薬局　つくば上〒305-0854 （後発調２）第891号       平成28年 9月 1日
     横場店 つくば市上横場２５７３－１２８
     029-837-2411  (029-837-2412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34320,4250,9 アイン薬局　つくば天〒305-0005 （後発調２）第909号       平成28年10月 1日
     久保店 つくば市天久保１－１－６
     029-858-2877  (029-852-7005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34420,4253,3 すまいる薬局つくば店〒305-0046 （後発調２）第958号       平成29年 1月 1日
     つくば市東２丁目５－１４本田テ
     ナント１０１号室
     029-869-5551  (029-869-5552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34520,4254,1 協和調剤薬局　学園支〒305-0816 （後発調２）第844号       平成28年 7月 1日
     局 つくば市学園の森２丁目４０番地
     ２
     029-896-5157  (029-896-5158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34620,4255,8 ひかり薬局つくば学園〒305-0816 （後発調２）第1105号      平成29年 9月 1日
     の森店 つくば市学園の森２－２１－４
     029-828-7667  (029-828-7668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34720,4259,0 あおぞら薬局 〒305-0003 （後発調２）第1014号      平成29年 4月 1日
     つくば市桜２丁目１５－６
     029-846-5655  (029-846-5656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34820,4262,4 つくばグリーン薬局 〒305-0033 （後発調２）第961号       平成28年12月 1日
     つくば市東新井５－２
     029-851-3531  (029-851-3532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34920,4265,7 ハート薬局 〒300-2653 （後発調２）第1072号      平成29年 7月 1日
     つくば市面野井１００４－４
     029-893-3388  (029-893-3311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35020,4266,5 あおぞら薬局　みどり〒305-0881 （後発調２）第1146号      平成29年12月 1日
     の店 つくば市みどりの２丁目４０－１
     １
     029-846-5101  (029-846-5102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35120,4267,3 つばき薬局 〒305-0074 （後発調２）第1165号      平成29年12月 1日
     つくば市高野台２－１２－２グリ
     ーンパレス１０３
     029-869-5171  (029-869-5176)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35220,4268,1 スズラン調剤薬局　学〒305-0045 （後発調２）第1164号      平成29年11月 1日
     園店 つくば市梅園２－１６－３１
     029-858-0201  (029-852-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35320,4270,7 アイン薬局つくば学園〒305-0854 （後発調２）第1229号      平成30年 2月 5日
     店 つくば市上横場２５７３－２５６
     029-839-2300  (029-839-2233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35421,4042,8 みすず薬局　幸町店 〒311-1226 （後発調２）第1021号      平成29年 4月 1日
     ひたちなか市幸町１６－４
     029-263-6350  (029-263-6386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35521,4052,7 とのやま薬局 〒311-1212 （後発調２）第864号       平成28年 8月 1日
     ひたちなか市殿山町１－３－８
     029-264-1101  (029-264-1103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35621,4053,5 有限会社　大成堂薬局〒312-0011 （後発調２）第1216号      平成30年 3月 1日
     中根店 ひたちなか市中根５１３８－３
     029-273-8293  (029-273-8512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35721,4070,9 さわや薬局 〒312-0032 （後発調２）第753号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市津田西久保３２４４
     －２
     029-270-2130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35821,4073,3 いずみ薬局 〒311-1262 （後発調２）第1166号      平成29年12月 1日
     ひたちなか市道メキ１５１２
     029-264-3074  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35921,4074,1 むつの薬局 〒312-0052 （後発調２）第660号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市東石川３３７９－２
     ０５
     029-354-0815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36021,4078,2 ファースト薬局高場店〒312-0062 （後発調２）第631号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市高場字障子ハタ１１
     ８０－７
     029-202-6676  (029-202-6678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36121,4085,7 茨城調剤薬局　馬渡店〒312-0012 （後発調２）第1114号      平成29年10月 1日
     ひたちなか市馬渡３８４０－７
     029-354-6677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36221,4093,1 おりーぶ薬局 〒312-0034 （後発調２）第1182号      平成30年 1月 1日
     ひたちなか市堀口６１６－１
     029-276-0009  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36321,4097,2 大成堂薬局　さわ店 〒312-0062 （後発調２）第1143号      平成29年12月 1日
     ひたちなか市高場５丁目４番２３
     029-212-7120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36421,4098,0 さわ薬局 〒312-0062 （後発調２）第621号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市高場神田後１９１－
     ４
     029-202-0870  (029-202-0871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36521,4100,4 津田みなみ薬局 〒312-0032 （後発調２）第644号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市大字津田字宮下３７
     ２２－２
     029-224-1013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36621,4102,0 株式会社　外野薬局 〒312-0053 （後発調２）第754号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市外野１－３５－１１
     029-219-5435  (029-219-5436)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36721,4104,6 友愛薬局　ひたちなか〒312-0057 （後発調２）第1199号      平成30年 2月 1日
     店 ひたちなか市石川町１４－１
     029-354-8088  (029-274-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36821,4106,1 バンビ薬局　ひたちな〒312-0045 （後発調２）第857号       平成28年 8月 1日
     か店 ひたちなか市勝田中央４－２　大
     谷ビル１Ｆ
     029-274-0575  (029-354-2575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36921,4108,7 さくら薬局　ひたちな〒312-0057 （後発調２）第966号       平成29年 1月 1日
     か店 ひたちなか市石川町２８－１０
     029-354-0396  (029-354-0397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37021,4113,7 クオリア薬局 〒311-1246 （後発調２）第655号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市相金町１－１　１０
     ３号
     029-219-7313  (029-219-7323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37121,4115,2 アクア薬局　かつた店〒312-0033 （後発調２）第1186号      平成30年 1月 1日
     ひたちなか市市毛４０４－３５市
     毛石川ビル１Ｆ
     029-219-7426  (029-219-7427)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37221,4119,4 カワチ薬局　ひたちな〒312-0052 （後発調２）第965号       平成29年 1月 1日
     か店 ひたちなか市東石川字沼１５６７
     －１
     029-354-4090  (029-354-4091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37321,4120,2 勝田クローバー薬局 〒312-0042 （後発調２）第619号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市東大島４－８－１
     029-219-6294  (029-219-6295)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37421,4122,8 アクア薬局　馬渡店 〒312-0012 （後発調２）第1231号      平成30年 3月 1日
     ひたちなか市馬渡３２９５－２
     029-229-0667  (029-229-0668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37521,4123,6 ウエルシア薬局　ひた〒312-0062 （後発調２）第1194号      平成30年 2月 1日
     ちなか佐和店 ひたちなか市高場一丁目２２番６
     029-270-3458  (029-270-3468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37621,4124,4 ウエルシア薬局　ひた〒312-0063 （後発調２）第1172号      平成30年 1月 1日
     ちなか田彦店 ひたちなか市田彦１００３－５
     029-353-5258  (029-353-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37721,4125,1 ウエルシア薬局　ひた〒312-0016 （後発調２）第955号       平成29年 1月 1日
     ちなか松戸町店 ひたちなか市松戸町三丁目１番３
     ０号
     029-354-0128  (029-354-0138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37821,4126,9 ウエルシア薬局　ひた〒312-0012 （後発調２）第832号       平成28年 7月 1日
     ちなか馬渡向野店 ひたちなか市馬渡向野２９１１－
     １８
     029-353-5088  (029-353-5098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37921,4132,7 ながほりの薬局 〒312-0017 （後発調２）第959号       平成29年 1月 1日
     ひたちなか市長堀町３－８－１９
     029-354-1234  (029-354-1255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38021,4134,3 すまいる薬局ひたちな〒312-0012 （後発調２）第1124号      平成29年11月 1日
     か店 ひたちなか市馬渡２９９７－１５
     029-219-6673  (029-219-6708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38121,4136,8 コヤマ薬局津田店 〒312-0032 （後発調２）第620号       平成28年 4月 1日
     ひたちなか市津田２９５０－３
     029-219-7882  (029-219-7883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38221,4137,6 アイン薬局　ひたちな〒312-0032 （後発調２）第770号       平成28年 4月 1日
     か店 ひたちなか市津田２８２４－１
     029-354-5070  (029-354-5072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38321,4138,4 アイン薬局　かつた店〒312-0057 （後発調２）第792号       平成28年 5月 1日
     ひたちなか市石川町　１－１ＭＥ
     ＧＡドン・キホーテ１階
     029-354-5031  (029-354-5032)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38421,4139,2 アイ薬局 〒312-0011 （後発調２）第783号       平成28年 5月 1日
     ひたちなか市中根４８０７－２
     029-212-6737  (029-212-6738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38521,4140,0 ちさと薬局 〒312-0042 （後発調２）第874号       平成28年 8月 1日
     ひたちなか市東大島４丁目１６番
     ３３
     029-212-7870  (029-212-7871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38621,4143,4 株式会社くすりのマル〒312-0018 （後発調２）第980号       平成28年12月22日
     ト調剤薬局　笹野店 ひたちなか市笹野町２丁目１２－
     １７
     029-229-3833  (029-229-3834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38721,4145,9 ＳＦＣ薬局かもめ店 〒311-1225 （後発調２）第1189号      平成30年 1月 1日
     ひたちなか市釈迦町５－３
     029-263-5463  (029-263-7221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38821,4146,7 ＳＦＣ薬局勝田中央店〒312-0011 （後発調２）第1123号      平成29年11月 1日
     ひたちなか市中根５１２４－３
     029-276-8280  (029-276-8281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38921,4148,3 ＳＦＣ薬局東石川店 〒312-0052 （後発調２）第1080号      平成29年 7月 1日
     ひたちなか市東石川３－３－４
     029-354-5599  (029-354-5699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39021,4150,9 ＳＦＣ薬局勝田本町店〒312-0026 （後発調２）第1122号      平成29年10月 1日
     ひたちなか市勝田本町４－１６
     029-354-7655  (029-276-3105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39121,4151,7 アイセイ薬局　中根店〒312-0011 （後発調２）第1134号      平成29年10月 1日
     ひたちなか市大字中根４７８７－
     １
     029-354-1551  (029-272-5528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39221,4152,5 モン調剤薬局 〒312-0052 （後発調２）第1228号      平成30年 2月 1日
     ひたちなか市東石川３－２８－１
     ０
     029-275-6656  (029-275-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39322,4023,6 ひがしやま薬局 〒314-0031 （後発調２）第1213号      平成30年 2月 1日
     鹿嶋市宮中１９９５－６８
     0299-83-1156  (0299-83-1158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39422,4026,9 大船津薬局 〒314-0036 （後発調２）第1111号      平成29年10月 1日
     鹿嶋市大船津３１８８ー２
     0299-83-1713  (0299-83-0048)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39522,4034,3 パルム薬局宮中店 〒314-0031 （後発調２）第740号       平成28年 4月 1日
     鹿嶋市大字宮中字三笠山５１８５
     番１
     0299-85-3060  (0299-84-7006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39622,4040,0 さつき薬局本店 〒314-0030 （後発調２）第991号       平成29年 2月 1日
     鹿嶋市厨４－２－８
     0299-85-2131  (0299-85-2132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39722,4041,8 さつき薬局２号店 〒314-0030 （後発調２）第1061号      平成29年 7月 1日
     鹿嶋市厨５－５－１０
     0299-84-7230  (0299-84-7482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39822,4042,6 コスモファーマ薬局　〒314-0030 （後発調２）第727号       平成28年 4月 1日
     宮中店 鹿島市厨２－９－１４
     0299-90-7112  (0299-90-7113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39922,4043,4 薬局与市　鹿嶋宮中店〒314-0031 （後発調２）第835号       平成28年 7月 1日
     鹿嶋市宮中２９７－１２
     0299-84-4141  (0299-84-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40022,4044,2 コスモファーマ薬局　〒314-0038 （後発調２）第728号       平成28年 4月 1日
     城山店 鹿嶋市城山４丁目１６２４番７
     0299-90-2220  (0299-90-2221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40122,4045,9 コスモファーマ薬局　〒314-0031 （後発調２）第921号       平成28年11月 1日
     神宮店 鹿嶋市宮中１丁目２２１７－２
     0299-90-7707  (0299-90-7708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40222,4046,7 さくら薬局　三笠山店〒314-0031 （後発調２）第735号       平成28年 4月 1日
     鹿嶋市宮中２０６２－９
     0299-83-8227  (0299-90-3074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40322,4051,7 ウエルシア薬局　鹿嶋〒314-0031 （後発調２）第1126号      平成29年11月 1日
     プラザ店 鹿嶋市宮中字東山２８９－１
     0299-90-7738  (0299-90-7748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40422,4052,5 ウエルシア薬局鹿嶋緑〒314-0039 （後発調２）第674号       平成28年 4月 1日
     ヶ丘店 鹿嶋市緑ヶ丘４－６－７
     0299-85-0331  (0299-85-0332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40522,4055,8 ウエルシア薬局　鹿嶋〒314-0006 （後発調２）第1224号      平成30年 3月 1日
     宮津台店 鹿嶋市宮津台１５１－５２
     0299-83-3468  (0299-90-7018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40622,4058,2 あやめ薬局鹿嶋店 〒314-0030 （後発調２）第1050号      平成29年 5月 1日
     鹿嶋市厨５－５－１１
     0299-95-6815  (0299-95-6820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40723,4013,5 薬局マツモトキヨシ牛〒311-2437 （後発調２）第1188号      平成30年 1月 1日
     堀ララルー店 潮来市永山７７７
     0299-64-6811  (0299-64-6811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40823,4016,8 クオール薬局牛堀店 〒311-2436 （後発調２）第756号       平成28年 4月 1日
     潮来市牛掘６４９－２
     0299-80-3018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40923,4019,2 アイン薬局　潮来店 〒311-2421 （後発調２）第789号       平成28年 5月 1日
     潮来市辻４１６－１
     0299-62-2255  (0299-62-2355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41023,4020,0 ウエルシア薬局　潮来〒311-2443 （後発調２）第1048号      平成29年 6月 1日
     新宮南店 潮来市新宮南１４３７－１
     0299-67-1022  (0299-67-1023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41124,4001,8 守谷薬局 〒302-0109 （後発調２）第604号       平成28年 4月 1日
     守谷市本町６５９
     0297-48-0048  (0297-48-6406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41224,4002,6 守谷調剤薬局 〒302-0102 （後発調２）第1183号      平成30年 1月 1日
     守谷市松前台１－１６－１１
     0297-45-6660  (0297-45-6678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41324,4008,3 うさみ薬局 〒302-0125 （後発調２）第843号       平成28年 7月 1日
     守谷市高野５０７０－６
     0297-45-5005  (0297-45-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41424,4027,3 守谷中央薬局 〒302-0108 （後発調２）第804号       平成28年 6月 1日
     守谷市松並字庚塚１６２９－３
     0297-47-8255  (0297-47-8256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41524,4035,6 南山堂薬局　アクロス〒302-0127 （後発調２）第1200号      平成30年 2月 1日
     モール守谷店 守谷市松ケ丘６－６－１
     029-721-8200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41624,4036,4 アルファーム薬局みず〒302-0121 （後発調２）第697号       平成28年 4月 1日
     き野店 守谷市みずき野７丁目１６－４
     0297-47-8366  (0297-46-3766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41724,4038,0 株式会社　のぎさき薬〒302-0117 （後発調２）第654号       平成28年 4月 1日
     局 守谷市野木崎５２０－４
     0297-21-1901  (0297-21-1902)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41824,4039,8 スカイ薬局　新守谷店〒302-0118 （後発調２）第784号       平成28年 5月 1日
     守谷市立沢２０５８－３
     0297-44-5605  (0297-46-3921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41924,4040,6 ひかり薬局守谷ゆりが〒302-0110 （後発調２）第720号       平成28年 4月 1日
     おか店 守谷市百合ケ丘３－２７８９－２
     ５
     0297-44-7401  (0297-44-7402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42024,4043,0 くすりの健康堂薬局 〒302-0115 （後発調２）第904号       平成28年10月 1日
     守谷市中央３－１１－１
     0297-48-7220  (0297-46-1555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42124,4049,7 守谷ふれあい薬局 〒302-0102 （後発調２）第1238号      平成30年 3月 1日
     守谷市松前台１－１５－１２
     0297-47-0007  (0297-47-1370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42224,4052,1 アイン薬局　守谷店 〒302-0118 （後発調２）第1156号      平成29年12月 1日
     守谷市立沢９８１－７
     0297-48-9670  (0297-48-9906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42324,4054,7 すず薬局　守谷店 〒302-0109 （後発調２）第919号       平成28年11月 1日
     守谷市本町３３０４
     0297-21-6166  (0297-21-6167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42424,4055,4 アイセイ薬局　イオン〒302-0110 （後発調２）第981号       平成29年 2月 1日
     タウン守谷店 守谷市百合ケ丘３－２４９
     0297-47-1120  (0297-48-3401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42524,4056,2 友愛薬局　守谷店 〒302-0101 （後発調２）第996号       平成29年 2月 1日
     守谷市板戸井２３２５－１５
     0297-21-6001  (0297-21-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42624,4057,0 調剤薬局ツルハドラッ〒302-0115 （後発調２）第1163号      平成29年12月 1日
     グ守谷駅前店 守谷市中央１丁目２３番地３
     0297-47-8268  (0297-47-8268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42725,4008,0 茨城調剤薬局　常陸大〒319-2256 （後発調２）第1232号      平成30年 3月 1日
     宮店 常陸大宮市田子内町３０３４－４
     0295-53-9901  (0295-53-9902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42825,4012,2 なかとみ薬局 〒319-2265 （後発調２）第776号       平成28年 4月 1日
     常陸大宮市中富町１００４番地１
     0295-55-8770  (0295-53-6279)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42925,4020,5 アルファーム薬局大宮〒319-2261 （後発調２）第875号       平成28年 8月 1日
     店 常陸大宮市上町３１０
     0295-53-8338  (0295-52-5505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43025,4021,3 うるの薬局 〒319-2262 （後発調２）第1027号      平成29年 4月 1日
     常陸大宮市下町３９８６－５
     0295-54-1281  (0295-54-1282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43125,4022,1 かみちょう薬局 〒319-2261 （後発調２）第777号       平成28年 4月 1日
     常陸大宮市上町３４１スカイビル
     １階Ｂ
     0295-55-8931  (0295-55-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43225,4023,9 アイン薬局　常陸大宮〒319-2145 （後発調２）第771号       平成28年 4月 1日
     店 常陸大宮市宇留野３０９０－５
     0295-55-8870  (0295-53-8170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43326,4026,0 あんず薬局那珂店 〒311-0110 （後発調２）第795号       平成28年 5月 1日
     那珂市竹ノ内３丁目２－１
     029-353-2066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43426,4038,5 よしの薬局 〒311-0115 （後発調２）第1038号      平成29年 5月 1日
     那珂市西木倉１６６－１
     029-295-6695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43526,4041,9 ウエルシア薬局　那珂〒319-2102 （後発調２）第1225号      平成30年 3月 1日
     瓜連店 那珂市瓜連７４８－３
     029-296-9228  (029-296-9238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43626,4043,5 ことく薬局 〒319-2105 （後発調２）第860号       平成28年 7月 1日
     那珂市古徳字中道３９７－１２
     029-229-0306  (029-229-0307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43726,4044,3 七福薬局 〒311-0110 （後発調２）第938号       平成28年12月 1日
     那珂市竹ノ内２－１４－８
     029-352-1789  (029-352-1790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43826,4046,8 那珂中央薬局 〒311-0105 （後発調２）第937号       平成28年12月 1日
     那珂市菅谷５４９７－１
     029-352-1123  (029-352-1124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43926,4053,4 ＳＦＣ薬局那珂店 〒311-0111 （後発調２）第1082号      平成29年 7月 1日
     那珂市後台３２３９－７
     029-219-7536  (029-219-7539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44027,4004,5 ぬまた調剤薬局 〒300-0506 （後発調２）第747号       平成28年 4月 1日
     稲敷市沼田２６８７－４
     029-840-5051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44127,4007,8 南山堂薬局江戸崎店 〒300-0508 （後発調２）第649号       平成28年 4月 1日
     稲敷市佐倉３２５１－８
     029-834-5800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44227,4008,6 さくらい薬局　桜川古〒300-0638 （後発調２）第1239号      平成30年 3月 1日
     渡店 稲敷市古渡３６－１
     029-840-6655  (029-840-6622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44327,4009,4 薬局パンプキン 〒300-0522 （後発調２）第713号       平成28年 4月 1日
     稲敷市蒲ケ山７６－２１
     029-892-5000  (029-892-5111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44427,4011,0 鰯屋薬局 〒300-0504 （後発調２）第609号       平成28年 4月 1日
     稲敷市江戸崎甲２６７４
     029-892-2929  (029-892-3898)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44527,4012,8 オアシス薬局 〒301-0902 （後発調２）第710号       平成28年 4月 1日
     稲敷市上根本３３９１－２
     0297-87-0345  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44627,4017,7 ファーコス薬局　江戸〒300-0504 （後発調２）第1087号      平成29年 8月 1日
     崎 稲敷市江戸崎甲１５０３番地４
     029-875-7111  (029-875-7112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44728,4005,0 メープル薬局 〒315-0052 （後発調２）第682号       平成28年 4月 1日
     かすみがうら市下稲吉２６３３－
     １７３
     0299-37-7211  (0299-59-2210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44828,4006,8 みつば薬局 〒315-0053 （後発調２）第679号       平成28年 4月 1日
     かすみがうら市稲吉東５－２２－
     １３
     029-834-8585  (029-834-8585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44928,4007,6 コスモファーマ薬局　〒315-0051 （後発調２）第1204号      平成30年 2月 1日
     千代田店 かすみがうら市新治字笄崎１８２
     ７－３３
     0299-59-1170  (0299-59-1171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45028,4012,6 花梨薬局 〒315-0053 （後発調２）第1033号      平成29年 4月 1日
     かすみがうら市稲吉東４－４－３
     ９
     029-832-6336  (029-832-6336)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45129,4048,8 さくら薬局　知手店 〒314-0112 （後発調２）第734号       平成28年 4月 1日
     神栖市知手中央１－１５－３６
     0299-96-8171  (0299-90-5709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45229,4052,0 ヤックスドラッグ波崎〒314-0408 （後発調２）第738号       平成28年 4月 1日
     薬局 神栖市波崎８５５５
     0479-44-8821  (0479-44-8823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45329,4060,3 ウエルシア薬局　神栖〒314-0135 （後発調２）第933号       平成28年12月 1日
     堀割店 神栖市堀割３丁目４－３
     0299-90-1368  (0299-90-1378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45429,4065,2 ウエルシア薬局　神栖〒314-0146 （後発調２）第1173号      平成30年 1月 1日
     平泉店 神栖市平泉１－４
     0299-90-0868  (0299-90-0878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45529,4069,4 ウエルシア薬局　神栖〒314-0112 （後発調２）第1147号      平成29年12月 1日
     知手中央店 神栖市知手中央６－６－１９
     0299-95-0157  (0299-95-0158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45629,4073,6 アイン薬局　神栖店 〒314-0112 （後発調２）第790号       平成28年 5月 1日
     神栖市知手中央７－３４０５－２
     ５４
     0299-90-6612  (0299-90-6613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45729,4074,4 アイン薬局　波崎土合〒314-0343 （後発調２）第892号       平成28年 9月 1日
     店 神栖市土合本町１－８７６２－３
     ７
     0479-40-5366  (0479-40-5367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45829,4077,7 ひかり薬局神栖店 〒314-0133 （後発調２）第1181号      平成30年 1月 1日
     神栖市息栖３０３１－３５
     0299-94-3456  (0299-94-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45930,4004,9 かすみ薬局 〒311-3803 （後発調２）第617号       平成28年 4月 1日
     行方市井貝３５４
     0299-80-8250  (0299-80-8251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46030,4011,4 向日葵薬局 〒311-3832 （後発調２）第613号       平成28年 4月 1日
     行方市麻生１１０８－７
     0299-80-6277  (0299-80-6278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46130,4012,2 たまつくり調剤薬局 〒311-3512 （後発調２）第782号       平成28年 5月 1日
     行方市玉造甲５１０－４
     0299-35-6067  (0299-35-6068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46230,4014,8 ウエルシア薬局　行方〒311-3832 （後発調２）第1171号      平成30年 1月 1日
     麻生店 行方市麻生３２８９－４６
     0299-80-6058  (0299-80-6068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46330,4015,5 きたうら薬局 〒311-1704 （後発調２）第657号       平成28年 4月 1日
     行方市山田１１４６－７
     0291-32-8331  (0291-32-8334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46430,4016,3 ウエルシア薬局　行方〒311-3512 （後発調２）第675号       平成28年 4月 1日
     玉造店 行方市玉造甲６５９－２
     0299-36-2250  (0299-36-2251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46530,4017,1 さくら薬局　行方麻生〒311-3832 （後発調２）第741号       平成28年 4月 1日
     店 行方市麻生１１６４－４
     0299-72-0385  (0299-72-0383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46630,4018,9 日本調剤　なめがた薬〒311-1715 （後発調２）第722号       平成28年 4月 1日
     局 行方市小幡１１０１－４０
     0291-36-1012  (0291-36-1013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46730,4020,5 アイン薬局　なめがた〒311-1715 （後発調２）第822号       平成28年 6月 1日
     店 行方市小幡１１０１－４１
     0291-32-9021  (0291-32-9022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46831,4045,0 じょうほく薬局 〒311-4303 （後発調２）第1083号      平成29年 8月 1日
     東茨城郡城里町石塚５０３－５
     029-240-6061  (029-240-6062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46931,4049,2 あさひ薬局 〒311-1311 （後発調２）第1207号      平成30年 2月 1日
     東茨城郡大洗町大貫町９５１－３
     029-267-0863  (029-267-0887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47031,4063,3 サンリツ薬局水戸桜の〒311-3117 （後発調２）第1076号      平成29年 7月 1日
     郷店 東茨城郡茨城町桜の郷２３１－１
     ０
     029-219-2217  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47131,4064,1 株式会社フロンティア〒311-3117 （後発調２）第1064号      平成29年 7月 1日
     　フロンティア薬局桜東茨城郡茨城町桜の郷２３１番１
     の郷店 １
     029-219-2445  (029-219-2446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47231,4076,5 野上屋薬局 〒311-1311 （後発調２）第668号       平成28年 4月 1日
     東茨城郡大洗町大貫町８
     029-267-3001  (029-267-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47331,4081,5 アゼリア調剤薬局　常〒311-4303 （後発調２）第685号       平成28年 4月 1日
     北店 東茨城郡城里町石塚１３７６－５
     029-288-6105  (029-288-6108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47431,4086,4 アイン薬局　常北店 〒311-4303 （後発調２）第821号       平成28年 6月 1日
     東茨城郡城里町石塚１３４１
     029-240-6400  (029-240-6401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47531,4091,4 スルガヤ薬局 〒311-1301 （後発調２）第1110号      平成29年10月 1日
     東茨城郡大洗町磯浜町７２７
     029-267-2324  (029-267-2492)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47633,4019,1 ひたちなか薬局 〒319-1113 （後発調２）第810号       平成28年 6月 1日
     那珂郡東海村大字照沼３０－４
     029-282-1485  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47733,4042,3 茨城調剤薬局　舟石川〒319-1111 （後発調２）第877号       平成28年 8月 1日
     店 那珂郡東海村舟石川６８９－６
     029-283-4526  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47833,4054,8 ねもと薬局病院前店 〒319-1112 （後発調２）第963号       平成29年 1月 1日
     那珂郡東海村村松２０８３－６
     029-287-7878  (029-287-7388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47933,4055,5 イオン薬局東海店 〒319-1118 （後発調２）第1180号      平成30年 1月 1日
     那珂郡東海村舟石川駅東四丁目１
     番１号
     029-283-4823  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48033,4057,1 アサヒ薬局　東海店 〒319-1116 （後発調２）第661号       平成28年 4月 1日
     那珂郡東海村舟石川駅西２丁目８
     番５号
     029-219-7960  (029-219-7961)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48133,4059,7 わかば薬局東海 〒319-1117 （後発調２）第1130号      平成29年10月 1日
     那珂郡東海村東海３丁目２－１１
     ティービル１０５
     029-270-5077  (029-270-5078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48234,4004,1 フジタ薬局 〒319-3526 （後発調２）第642号       平成28年 4月 1日
     久慈郡大子町大子７１２
     0295-72-0052  (0295-72-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48334,4007,4 里仁堂薬局 〒319-3526 （後発調２）第643号       平成28年 4月 1日
     久慈郡大子町大子６２８
     0295-72-0003  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48434,4008,2 だいご薬局 〒319-3526 （後発調２）第796号       平成28年 5月 1日
     久慈郡大子町大子８２２－１
     0295-79-1550  (0295-79-1560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48538,4021,6 一般財団法人霞ケ浦成〒300-0332 （後発調２）第1113号      平成29年10月 1日
     人病研究事業団　霞ケ稲敷郡阿見町中央３－２０－２
     浦薬剤センター薬局 029-888-2068  (029-888-0702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48638,4031,5 さくらい薬局阿見店 〒300-0337 （後発調２）第1241号      平成30年 3月 1日
     稲敷郡阿見町中郷２－１－７
     0298-88-2772  (029-888-2771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48738,4042,2 アルファーム美浦店薬〒300-0413 （後発調２）第924号       平成28年11月 1日
     局 稲敷郡美浦村大谷１２１６－１
     029-885-9331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48838,4050,5 アスカ薬局阿見店 〒300-0331 （後発調２）第758号       平成28年 4月 1日
     稲敷郡阿見町阿見２７４２ー２
     029-888-0227  (029-888-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48938,4063,8 南山堂薬局阿見町店 〒300-0337 （後発調２）第650号       平成28年 4月 1日
     稲敷郡阿見町中郷二丁目３０番地
     ６
     029-840-2488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49038,4065,3 センター薬局荒川本郷〒300-1152 （後発調２）第819号       平成28年 6月 1日
     店 稲敷郡阿見町荒川本郷１３２９－
     １６０
     029-834-2350  (029-834-2360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49138,4068,7 南山堂薬局　荒川沖店〒300-1159 （後発調２）第1155号      平成29年12月 1日
     稲敷郡阿見町本郷１丁目２２番地
     １
     029-843-7330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49238,4073,7 すず薬局　若栗店 〒300-0333 （後発調２）第834号       平成28年 6月 1日
     稲敷郡阿見町大字若栗１３３９－
     ７３
     029-887-9080  (029-887-9081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49338,4074,5 アサヒ薬局阿見店 〒300-0341 （後発調２）第873号       平成28年 8月 1日
     稲敷郡阿見町うずら野４丁目２７
     －８
     0298-75-9556  (0298-75-9557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49438,4076,0 ヤックスドラッグ阿見〒300-0332 （後発調２）第972号       平成29年 2月 1日
     薬局 稲敷郡阿見町中央１－１３－２２
     029-891-2388  (029-891-2389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49538,4083,6 なんぺいだい薬局 〒300-0312 （後発調２）第1069号      平成29年 7月 1日
     稲敷郡阿見町南平台１－３２－３
     029-896-6731  (029-896-6732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49638,4085,1 セルレア薬局 〒300-0413 （後発調２）第691号       平成28年 4月 1日
     稲敷郡美浦村大谷１２２１
     029-885-1193  (029-885-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49738,4086,9 南山堂薬局南平台店 〒300-0312 （後発調２）第724号       平成28年 4月 1日
     稲敷郡阿見町南平台１－３２－１
     029-893-6540  (029-893-6541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49842,4013,5 たけの調剤薬局 〒300-3516 （後発調２）第905号       平成28年 9月 1日
     結城郡八千代町大字高崎１０７６
     －２
     0296-48-2984  (0296-48-3534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49942,4027,5 よつば薬局 〒300-3551 （後発調２）第701号       平成28年 4月 1日
     結城郡八千代町栗山２３６－２
     0296-30-3737  (0296-48-3188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50042,4028,3 やちよ調剤薬局 〒300-3572 （後発調２）第1071号      平成29年 7月 1日
     結城郡八千代町菅谷字高野前１０
     ６５－５
     0296-49-3955  (0296-39-3944)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50142,4029,1 さくら薬局　八千代菅〒300-3572 （後発調２）第1068号      平成29年 7月 1日
     谷店 結城郡八千代町菅谷１１７０－１
     0296-45-6617  (0296-45-6618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50243,4049,7 かりん薬局 〒306-0313 （後発調２）第1217号      平成30年 3月 1日
     猿島郡五霞町大字元栗橋３２６７
     －６
     0280-84-2969  (0280-84-2973)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50343,4066,1 もりと薬局 〒306-0417 （後発調２）第681号       平成28年 4月 1日
     猿島郡境町若林４０９番地の１０
     ０
     0280-87-5051  (0280-87-8131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50443,4067,9 とまと薬局 〒306-0404 （後発調２）第969号       平成29年 1月 1日
     猿島郡境町長井戸２８７－３
     0280-81-1262  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50543,4069,5 さくら薬局　境町店 〒306-0404 （後発調２）第993号       平成29年 2月 1日
     猿島郡境町長井戸２４２－２
     0280-81-3525  (0280-81-3533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50643,4071,1 さくら薬局　境西南店〒306-0404 （後発調２）第907号       平成28年10月 1日
     猿島郡境町大字長井戸字殿山１６
     ４６番５２
     0280-23-6771  (0280-23-6772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50743,4075,2 境ゆう薬局 〒306-0433 （後発調２）第971号       平成29年 2月 1日
     猿島郡境町１７８－１５
     0280-33-7066  (0280-33-7067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50843,4076,0 アイランド薬局　境町〒306-0404 （後発調２）第1140号      平成29年11月 1日
     店 猿島郡境町大字長井戸字殿山１６
     ４６番５３
     0280-33-6108  (0280-33-6109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50943,4077,8 すず薬局　境町店 〒306-0434 （後発調２）第912号       平成28年10月 1日
     猿島郡境町大字上小橋７９－８
     0280-81-1755  (0280-81-1756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51044,4045,3 利根町薬局 〒300-1621 （後発調２）第717号       平成28年 4月 1日
     北相馬郡利根町福木字北裏１５
     0297-68-8067  (0297-68-8067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51144,4046,1 はない薬局 〒300-1624 （後発調２）第639号       平成28年 4月 1日
     北相馬郡利根町中田切字井鎗５－
     ６
     0297-86-6268  (0297-86-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51271,4002,7 ホーム薬局フジイ 〒309-1216 （後発調２）第887号       平成28年 9月 1日
     桜川市明日香１ー５４
     0296-75-1541  (0296-76-2389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51371,4012,6 有限会社　大木薬局 〒300-4411 （後発調２）第686号       平成28年 4月 1日
     桜川市真壁町田１４３－４
     0296-55-2109  (0296-55-0701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51471,4015,9 パワー調剤薬局　真壁〒300-4417 （後発調２）第861号       平成28年 7月 1日
     店 桜川市真壁町飯塚１００６ー１
     0296-23-8787  (0296-23-8778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51571,4031,6 ウエルシア薬局　真壁〒300-4417 （後発調２）第1226号      平成30年 3月 1日
     飯塚店 桜川市真壁町飯塚９９８
     0296-23-8628  (0296-23-8638)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51671,4034,0 クオールつくばね薬局〒309-1211 （後発調２）第886号       平成28年 8月 1日
     桜川市岩瀬字山王４２－２
     0296-75-6585  (0296-75-1019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51771,4039,9 ろはす薬局 〒309-1233 （後発調２）第1032号      平成29年 5月 1日
     桜川市東飯田５９７－３
     0296-49-8206  (0296-49-8206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51871,4040,7 ＳＦＣ薬局真壁中央店〒300-4407 （後発調２）第1101号      平成29年 9月 1日
     桜川市真壁町古城２５９－３
     0296-55-5300  (0296-55-5353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51972,4006,6 中根薬局　舟木店 〒311-1501 （後発調２）第690号       平成28年 4月 1日
     鉾田市舟木２０２－４０
     0291-36-5488  (0291-36-5503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52072,4007,4 りふる薬局 〒311-1518 （後発調２）第614号       平成28年 4月 1日
     鉾田市新鉾田西２－２－８
     0291-34-1166  (0291-34-1198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52172,4008,2 ほこた薬局 〒311-1504 （後発調２）第658号       平成28年 4月 1日
     鉾田市安房１６５０ー４
     0291-33-4608  (0291-33-4614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52272,4010,8 さわやか薬局 〒311-1517 （後発調２）第802号       平成28年 6月 1日
     鉾田市鉾田２４７５
     0291-34-2088  (0291-34-2066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52372,4014,0 ウエルシア薬局　鉾田〒311-1517 （後発調２）第799号       平成28年 6月 1日
     中根店 鉾田市鉾田１２５９－３
     0291-34-2328  (0291-34-2318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52472,4017,3 なのはな薬局 〒311-1426 （後発調２）第807号       平成28年 6月 1日
     鉾田市樅山５７６－１４３
     0291-34-4123  (0291-34-4133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52572,4018,1 ななせ薬局 〒311-1517 （後発調２）第1214号      平成30年 2月 1日
     鉾田市鉾田２１１６－３
     0291-37-6770  (0291-37-6771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52673,4006,4 センター薬局伊奈店 〒300-2307 （後発調２）第974号       平成29年 2月 1日
     つくばみらい市板橋２７５５－２
     0297-57-8200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月26日     78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52773,4007,2 絹の台ふれあい薬局 〒300-2436 （後発調２）第1237号      平成30年 3月 1日
     つくばみらい市絹の台２－４－１
     ３
     0297-25-3636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52873,4010,6 友愛薬局みらい平店 〒300-2359 （後発調２）第1198号      平成30年 2月 1日
     つくばみらい市紫峰ヶ丘１丁目６
     番地８
     0297-20-7007  (0297-58-7043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52973,4017,1 ウエルシア薬局　みら〒300-2358 （後発調２）第1127号      平成29年11月 1日
     い平駅前店 つくばみらい市陽光台１丁目１４
     番地１
     0297-20-7118  (0297-20-7128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53073,4021,3 倉持薬局　谷和原店 〒300-2445 （後発調２）第1219号      平成30年 3月 1日
     つくばみらい市小絹９２５－３
     0297-34-0301  (0297-34-0302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53174,4003,9 おがわ薬局 〒311-3423 （後発調２）第1215号      平成30年 2月 1日
     小美玉市小川１８５３－２
     0299-37-1666  (0299-37-1667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53274,4013,8 ウィメンズ薬局 〒311-3435 （後発調２）第913号       平成28年11月 1日
     小美玉市田木谷１７３
     0299-37-0561  (0299-37-0562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53374,4018,7 希望ヶ丘薬局 〒319-0116 （後発調２）第1230号      平成30年 3月 1日
     小美玉市中台８２９－２１
     0299-36-8201  (0299-36-8202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53474,4025,2 アイン薬局　小川店 〒311-3422 （後発調２）第870号       平成28年 8月 1日
     小美玉市中延６４４－２
     0299-37-0606  (0299-37-0607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


