
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,5119,1 小川町薬局 〒101-0052 （後発調１）第281706号    平成28年 4月 1日
     千代田区神田小川町三丁目２番地
     １
     03-3291-1065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,5125,8 神田登栄薬局 〒101-0044 （後発調１）第280924号    平成28年 4月 1日
     千代田区鍛冶町二丁目２番９号　
     第二登栄ビル５階
     03-3254-0848  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,5130,8 新お茶の水薬局 〒101-0062 （後発調１）第289316号    平成28年 4月 1日
     千代田区神田駿河台四丁目３番地
     　新お茶の水ビル地下１階
     03-3295-6877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,5191,0 興生堂薬局 〒101-0051 （後発調１）第281986号    平成28年 4月 1日
     千代田区神田神保町一丁目４８番
     地１
     03-3291-4417  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,5234,8 ファーコス薬局　神田〒101-0041 （後発調１）第294076号    平成29年 9月 1日
     須田町 千代田区神田須田町一丁目１６番
     地　吉村ビル１階
     03-5289-9050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,5259,5 ココカラファイン薬局〒101-0051 （後発調１）第288192号    平成29年 3月 1日
     神保町店 千代田区神田神保町二丁目９番地
     　神田神保町メディカルモール１
     階
     03-3556-0574  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,5275,1 子安薬局　有楽町店 〒100-0006 （後発調１）第284423号    平成28年 7月 1日
     千代田区有楽町一丁目１０番１号
     　有楽町ビルヂング１階
     03-3201-3335  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,5282,7 タンシ薬局 〒102-0072 （後発調１）第290071号    平成29年 4月 1日
     千代田区飯田橋三丁目７番４号　
     彩風館１階
     03-5215-1502  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,5285,0 十字堂薬局 〒101-0052 （後発調１）第294645号    平成29年10月 1日
     千代田区神田小川町一丁目５番地
     １　神田御幸ビル１階
     03-3295-4660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,5292,6 バンビー薬局　一番町〒102-0083 （後発調１）第292442号    平成29年 6月 1日
     店 千代田区麹町一丁目８番３号　半
     蔵門ハイム１階
     03-3230-0471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,5296,7 コトブキ調剤薬局 〒101-0062 （後発調１）第287772号    平成29年 2月 1日
     千代田区神田駿河台二丁目１０番
     地１
     03-3291-0380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,5314,8 調剤薬局　丸の内ファ〒100-0005 （後発調１）第288595号    平成28年 4月 1日
     ーマシー 千代田区丸の内一丁目６番２号　
     新丸の内センタービルディング２
     階
     03-5288-6755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,5317,1 日本調剤　お茶の水中〒101-0062 （後発調１）第282566号    平成28年 4月 1日
     央薬局 千代田区神田駿河台二丁目１番１
     ５号　岩崎ビル１階２階
     03-5217-0871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,5328,8 日本調剤　駿河台薬局〒101-0062 （後発調１）第287180号    平成28年12月 1日
     千代田区神田駿河台二丁目５番地
     　村田ビルディング１階
     03-5577-3918  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,5338,7 ファーコス薬局　アキ〒101-0023 （後発調１）第281632号    平成28年 4月 1日
     バ 千代田区神田松永町１１番地　Ａ
     Ｔ第一ビル１階
     03-3526-5922  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,5341,1 日生薬局　秋葉原店 〒101-0025 （後発調１）第293817号    平成29年 8月 1日
     千代田区神田佐久間町三丁目２７
     番地３　ガーデンパークビル１階
     03-5823-7461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,5343,7 クオール薬局　四谷店〒102-0083 （後発調１）第287405号    平成29年 1月 1日
     千代田区麹町五丁目４番地　セタ
     ニビル１階
     03-3230-3185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,5348,6 雄飛堂薬局　飯田橋店〒102-0072 （後発調１）第282286号    平成28年 4月 1日
     千代田区飯田橋四丁目３番２号　
     １階
     03-5216-3099  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1901,5350,2 薬局トモズ　大手町カ〒100-0004 （後発調１）第281365号    平成28年 4月 1日
     ンファレンスセンター千代田区大手町一丁目３番２号　
     店 大手町カンファレンスセンター地
     下１階
     03-6213-0660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,5361,9 スギ薬局　神田西口通〒101-0047 （後発調１）第285544号    平成28年 9月 1日
     り店 千代田区内神田二丁目１０番７号
     　プレミアステージ内神田１階
     03-3254-7361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,5364,3 いまくま薬局 〒102-0083 （後発調１）第294494号    平成29年10月 1日
     千代田区麹町一丁目３番地　ダイ
     アン麹町ビル１階
     03-3264-5053  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,5379,1 クオール薬局　ビック〒100-0006 （後発調１）第284573号    平成28年 7月 1日
     カメラ有楽町店 千代田区有楽町一丁目１１番１号
     　３階
     03-5208-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,5381,7 わたなべ調剤薬局 〒100-0011 （後発調１）第284864号    平成28年 8月 1日
     千代田区内幸町二丁目２番１号　
     日本プレスセンタービル地下１階
     03-5157-4233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,5384,1 さくら薬局　御茶ノ水〒101-0062 （後発調１）第287081号    平成28年 4月 1日
     駅前店 千代田区神田駿河台２丁目４番地
     １
     03-5577-6714  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,5398,1 神田東松下町薬局 〒101-0042 （後発調１）第296237号    平成30年 2月 1日
     千代田区神田東松下町１７番地１
     ５　伊東ビル１階
     03-5295-7018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,5399,9 ファルマルシェ薬局　〒101-0021 （後発調１）第286742号    平成28年 4月 1日
     ＡＫＩＢＡーＩＣＨＩ千代田区外神田四丁目１４番１号
     　秋葉原ＵＤＸ１０４
     03-5207-8391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,5401,3 薬局マツモトキヨシ　〒101-0063 （後発調１）第295076号    平成29年11月 1日
     ワテラスモール店 千代田区神田淡路町二丁目１０５
     番地　ワテラスアネックス１階
     03-3526-7321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2801,5402,1 スギ薬局　一番町店 〒102-0082 （後発調１）第284138号    平成28年 7月 1日
     千代田区一番町６番地　相模屋本
     社ビル１階
     03-5275-3085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,5404,7 ココカラファイン薬局〒102-0072 （後発調１）第296269号    平成30年 2月 1日
     飯田橋店 千代田区飯田橋三丁目１０番９号
     　アイガーデンテラス１階
     03-5276-2158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,5410,4 アガペ飯田橋薬局 〒102-0072 （後発調１）第283241号    平成28年 5月 1日
     千代田区飯田橋三丁目１０番１０
     号　ガーデンエアタワー２階
     03-6261-3730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,5411,2 田辺薬局　神田錦町店〒101-0054 （後発調１）第296684号    平成30年 3月 1日
     千代田区神田錦町一丁目５番地　
     カワベビル１階
     03-5283-7351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,5416,1 エース薬局　神保町支〒101-0051 （後発調１）第294524号    平成29年10月 1日
     店 千代田区神田神保町一丁目７番地
     １２　巌松堂ビル７階
     03-5577-6157  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,5418,7 コトブキ調剤薬局　駿〒101-0062 （後発調１）第290348号    平成29年 4月 1日
     河台店 千代田区神田駿河台一丁目８番地
     ４－１　お茶の水ビル１階・２階
     03-5283-7115  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,5438,5 アイン薬局　大手町店〒100-0004 （後発調１）第294136号    平成29年 9月 1日
     千代田区大手町一丁目９番７号　
     大手町フィナンシャルシティサウ
     スタワー１階
     03-3510-6318  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,5444,3 エール薬局　九段店 〒102-0073 （後発調１）第285626号    平成28年 4月 1日
     千代田区九段北一丁目９番７号　
     東洋Ｍビル１階
     03-3237-7091  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,5445,0 エール薬局　日比谷店〒100-0006 （後発調１）第285628号    平成28年 4月 1日
     千代田区有楽町一丁目７番１号　
     有楽町電気ビル北館５０７
     03-3283-7078  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3701,5450,0 スギ薬局　岩本町店 〒101-0032 （後発調１）第286914号    平成28年12月 1日
     千代田区岩本町三丁目８番１６号
     　ＮＭＦ神田岩本町ビル１階
     03-5823-4961  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,5452,6 アイセイ薬局　駿河台〒101-0052 （後発調１）第286790号    平成28年10月 1日
     店 千代田区神田小川町三丁目８番地
     　中北ビル１階
     03-3292-9383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,5457,5 キク調剤薬局 〒101-0062 （後発調１）第294770号    平成29年10月 1日
     千代田区神田駿河台二丁目２番地
     ２９　鎌倉ビル１階
     03-3293-2397  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4002,5015,9 有限会社　吉田薬局 〒103-0002 （後発調１）第280658号    平成28年 4月 1日
     中央区日本橋馬喰町二丁目４番１
     号
     03-3661-2604  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4102,5065,4 近藤薬局 〒104-0045 （後発調１）第280426号    平成28年 4月 1日
     中央区築地二丁目１１番２６号
     03-3541-1343  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4202,5206,4 築地調剤薬局 〒104-0045 （後発調１）第292423号    平成29年 6月 1日
     中央区築地四丁目３番１１号　う
     ねめビル１階
     03-3543-9455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4302,5207,2 恵愛堂薬局 〒104-0052 （後発調１）第295934号    平成30年 2月 1日
     中央区月島四丁目３番３号　ウィ
     ンド月島Ⅱ１階
     03-3533-3903  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402,5221,3 テトラ薬局　八丁堀店〒104-0032 （後発調１）第289194号    平成28年 4月 1日
     中央区八丁堀三丁目２０番１号　
     共伸ビル１階
     03-5543-0141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4502,5242,9 ホリベ薬局　人形町店〒103-0014 （後発調１）第280790号    平成28年 4月 1日
     中央区日本橋蛎殻町一丁目２９番
     ６号　水天宮前東急ビル１階
     03-3666-0129  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4602,5264,3 テトラ薬局 〒103-0013 （後発調１）第285839号    平成28年10月 1日
     中央区日本橋人形町一丁目４番１
     ４号
     03-3663-1311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4702,5268,4 トーシン薬局 〒103-0028 （後発調１）第284595号    平成28年 8月 1日
     中央区八重洲一丁目６番１８号
     03-3271-5280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802,5284,1 みのり薬局 〒104-0052 （後発調１）第280069号    平成28年 4月 1日
     中央区月島三丁目１３番４号　善
     利ビル１階
     03-3532-6771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902,5288,2 薬局アポック　銀座柳〒104-0061 （後発調１）第284271号    平成28年 7月 1日
     通り店 中央区銀座二丁目４番１号　銀楽
     ビル１階
     03-5250-1080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002,5310,4 ヘルス薬局　築地店 〒104-0045 （後発調１）第285060号    平成28年 8月 1日
     中央区築地一丁目１２番１２号　
     ＳＩビル１階
     03-6226-4513  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102,5311,2 スター薬局 〒103-0021 （後発調１）第287280号    平成28年 4月 1日
     中央区日本橋本石町三丁目２番１
     ２号　社労士ビル１階
     03-3548-7257  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202,5316,1 トーシン薬局　仲通り〒103-0027 （後発調１）第280482号    平成28年 4月 1日
     店 中央区日本橋二丁目２番２０号　
     日本橋リムビル１階
     03-3271-2221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302,5322,9 ヘルス薬局　日本橋店〒103-0012 （後発調１）第287766号    平成28年 4月 1日
     中央区日本橋堀留町二丁目８番５
     号　デンヨービル１階
     03-5642-6016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5402,5327,8 クオール薬局月島店 〒104-0052 （後発調１）第285410号    平成28年 9月 1日
     中央区月島四丁目５番１２号
     03-3534-5972  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5502,5353,4 さくら薬局　築地店 〒104-0045 （後発調１）第285468号    平成28年 9月 1日
     中央区築地一丁目９番９号　細川
     築地ビル８階
     03-3547-3646  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5602,5354,2 フレンド薬局 〒104-0052 （後発調１）第285470号    平成28年 4月 1日
     中央区月島一丁目１１番９号
     03-5548-5548  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5702,5355,9 アイ調剤薬局 〒103-0022 （後発調１）第283124号    平成28年 4月 1日
     中央区日本橋室町四丁目１番６号
     　クアトロ室町ビル１階
     03-3241-9741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5802,5356,7 銀座スカイ薬局 〒104-0061 （後発調１）第284859号    平成28年 4月 1日
     中央区銀座八丁目４番２６号　横
     須賀第６ビル３階Ｂ室
     03-6218-0123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902,5357,5 阪神薬局 〒104-0041 （後発調１）第284011号    平成28年 7月 1日
     中央区新富一丁目１９番５号　三
     船ビル１階
     03-3551-5935  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6002,5360,9 スギ薬局　日本橋三越〒103-0022 （後発調１）第296521号    平成30年 3月 1日
     前店 中央区日本橋室町一丁目５番２号
     　東洋ビル１階
     03-3242-2761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102,5366,6 阪神調剤薬局　銀座店〒104-0061 （後発調１）第280024号    平成28年 4月 1日
     中央区銀座七丁目２番４号　ムサ
     シ７ビル１階
     03-6255-5011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202,5367,4 アイファ薬局　日本橋〒103-0005 （後発調１）第282571号    平成28年 4月 1日
     久松町店 中央区日本橋久松町１０番４号　
     ソフィア日本橋１階
     03-6661-0635  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302,5369,0 ぱぱす薬局　勝どき駅〒104-0054 （後発調１）第288362号    平成28年 4月 1日
     前店 中央区勝どき一丁目７番１号　サ
     ンスクエア１階１０５－４
     03-3531-3739  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6402,5386,4 いまくま薬局 〒104-0061 （後発調１）第282410号    平成28年 4月 1日
     中央区銀座三丁目８番１０号　銀
     座朝日ビル８階
     03-3535-3000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6502,5388,0 ニック日本橋薬局 〒103-0027 （後発調１）第281134号    平成28年 4月 1日
     中央区日本橋一丁目７番１１号　
     日本橋東ビル１階
     03-5203-6510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6602,5391,4 健ナビ薬樹薬局　人形〒103-0013 （後発調１）第289062号    平成28年 4月 1日
     町 中央区日本橋人形町一丁目６番９
     号　人形町大内ビル１階
     03-5643-5287  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6702,5392,2 スギ薬局　日本橋横山〒103-8456 （後発調１）第285543号    平成28年 9月 1日
     町店 中央区日本橋横山町３番１０号　
     ＮＢ日本橋ビル１階
     03-6206-2712  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6802,5405,2 ぱぱす薬局　月島１丁〒104-0052 （後発調１）第288336号    平成28年 4月 1日
     目店 中央区月島一丁目５番２号　キャ
     ピタルゲートプレイス１０９
     03-5547-8814  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6902,5406,0 日生薬局　築地店 〒104-0045 （後発調１）第285073号    平成28年 8月 1日
     中央区築地三丁目４番７号　銀鱗
     ビル１階
     03-6278-7301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7002,5409,4 テトラ薬局　人形町２〒103-0013 （後発調１）第289184号    平成28年 4月 1日
     丁目店 中央区日本橋人形町二丁目９番７
     号　未来堂ビル１階
     03-5651-7277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102,5410,2 共創未来　築地場外市〒104-0045 （後発調１）第286481号    平成28年11月 1日
     場薬局 中央区築地六丁目２６番３号　Ｄ
     Ｏ築地ビル１階
     03-3524-9040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202,5412,8 スギ薬局　新川一丁目〒104-0033 （後発調１）第287680号    平成29年 2月 1日
     店 中央区新川一丁目１７番２５号　
     東茅場町有楽ビル１階
     03-6222-8571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302,5413,6 ヘルス薬局　新富店 〒104-0041 （後発調１）第287827号    平成29年 2月 1日
     中央区新富二丁目１４番５号　Ｖ
     ＥＳＴＡビル１階
     03-6280-3418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7402,5415,1 ヘルス薬局　東銀座店〒104-0061 （後発調１）第294141号    平成29年 9月 1日
     中央区銀座四丁目１１番３号　ウ
     ィンド銀座ビル２階
     03-3248-5311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502,5420,1 ナチュラルローソンク〒103-0027 （後発調１）第284752号    平成28年 4月 1日
     オール薬局東京日本橋中央区日本橋一丁目７番９号　ｄ
     一丁目店 ａＶｉｎｃｉ日本橋１７９　１階
     03-6262-3689  (03-6262-3506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602,5423,5 サンローズ薬局　日本〒103-0006 （後発調１）第280371号    平成28年 4月 1日
     橋店 中央区日本橋富沢町１０番１８号
     　パシフィックマークス１階
     03-5695-5520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7702,5426,8 ぱぱす薬局　銀座木挽〒104-0061 （後発調１）第283913号    平成28年 6月 1日
     町店 中央区銀座三丁目１２番１１号　
     第２タチバナ銀座ビル１階
     03-6226-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7802,5437,5 ウエルシア薬局　日本〒103-0027 （後発調１）第286035号    平成28年11月 1日
     橋１号店 中央区日本橋二丁目１番１０号　
     柳屋ビル１階
     03-3516-3232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902,5440,9 ハックドラッグ　東京〒104-0031 （後発調１）第287289号    平成29年 1月 1日
     スクエアガーデン薬局中央区京橋三丁目１番１号　東京
     スクエアガーデン地下１階
     03-3242-0291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002,5443,3 のぞみ薬局　勝どき店〒104-0054 （後発調１）第293753号    平成29年 8月 1日
     中央区勝どき五丁目３番２号　１
     ０５号
     03-3536-9661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102,5444,1 アイセイ薬局　日本橋〒103-0022 （後発調１）第295846号    平成30年 1月 1日
     室町店 中央区日本橋室町二丁目４番３号
     　日本橋室町野村ビル７階
     03-3548-0141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202,5456,5 ココ薬局　日本橋店 〒103-0012 （後発調１）第294787号    平成29年10月 1日
     中央区日本橋堀留町二丁目６番６
     号　ライフサイエンスビル１階
     03-6383-0089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8303,5012,4 合資会社　富谷薬局 〒107-0052 （後発調１）第281538号    平成28年 4月 1日
     港区赤坂二丁目１３番２３号
     03-3583-3412  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8403,5065,2 子安薬局 〒106-0032 （後発調１）第290402号    平成29年 4月 1日
     港区六本木七丁目１４番７号
     03-3401-8667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8503,5087,6 ヒカリ薬局 〒105-0001 （後発調１）第282612号    平成28年 4月 1日
     港区虎ノ門五丁目８番９号
     03-3431-3849  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8603,5136,1 新橋調剤薬局 〒105-0004 （後発調１）第285995号    平成28年 4月 1日
     港区新橋二丁目１６番１号　ニュ
     ー新橋ビル３４５
     03-3580-6337  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8703,5168,4 虎の門中央薬局 〒105-0001 （後発調１）第282487号    平成28年 4月 1日
     港区虎ノ門一丁目１番２５号　虎
     ノ門１丁目ビル４階
     03-3591-6777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8803,5194,0 あおい調剤薬局 〒105-0001 （後発調１）第286415号    平成28年11月 1日
     港区虎ノ門一丁目２番１６号　浜
     崎ビル１階
     03-3591-0356  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8903,5202,1 大黒堂薬局 〒105-0004 （後発調１）第281806号    平成28年 4月 1日
     港区新橋六丁目２番６号
     03-3433-1355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9003,5206,2 バンビー薬局　ニュー〒105-0004 （後発調１）第283753号    平成28年 6月 1日
     新橋ビル店 港区新橋二丁目１６番１号３４４
     　ニュー新橋ビル内
     03-3580-3159  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9103,5208,8 清水薬局 〒105-0012 （後発調１）第280191号    平成28年 4月 1日
     港区芝大門二丁目３番１５号
     03-3431-0877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9203,5233,6 芝浦薬局 〒108-0023 （後発調１）第292818号    平成29年 7月 1日
     港区芝浦二丁目１６番５号
     03-3452-0687  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9303,5287,2 クオール薬局　古川橋〒106-0047 （後発調１）第289018号    平成28年 4月 1日
     店 港区南麻布二丁目１０番１９号　
     ボヌール南麻布１０１号室
     03-3798-4789  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9403,5303,7 中川薬局 〒108-0073 （後発調１）第287356号    平成29年 1月 1日
     港区三田二丁目７番９号　サニー
     クレスト三田１階
     03-5427-6728  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9503,5335,9 有限会社　芝口薬局 〒105-0004 （後発調１）第287388号    平成29年 1月 1日
     港区新橋一丁目４番３号　芝ビル
     １階
     03-3571-6809  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9603,5340,9 ミツバ薬局 〒108-0075 （後発調１）第295779号    平成30年 1月 1日
     港区港南二丁目３番２６号
     03-3474-3878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9703,5353,2 薬局トモズ　品川イン〒108-0075 （後発調１）第287761号    平成29年 2月 1日
     ターシティ店 港区港南二丁目１５番２号　品川
     インターシティ２階
     03-5782-8889  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9803,5362,3 パーム薬局 〒108-0072 （後発調１）第280883号    平成28年 4月 1日
     港区白金一丁目２５番２９号
     03-5447-5808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9903,5372,2 トキワ調剤薬局 〒108-0075 （後発調１）第283285号    平成28年 4月 1日
     港区港南二丁目１６番７号　２０
     １－１
     03-5783-6460  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10003,5377,1 ご当地の虎ノ門前薬局〒105-0001 （後発調１）第281017号    平成28年 4月 1日
     港区虎ノ門二丁目５番２１号　寿
     ビル地下１階
     03-5251-8371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10103,5378,9 日生薬局　虎ノ門店 〒105-0001 （後発調１）第283089号    平成28年 4月 1日
     港区虎ノ門一丁目２番１８号　虎
     ノ門興業ビルディング地下１階
     03-3539-1721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10203,5380,5 ケイリバー調剤薬局 〒106-6106 （後発調１）第281981号    平成28年 4月 1日
     港区六本木六丁目１０番１号　六
     本木ヒルズ森タワー６階
     03-5413-5551  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10303,5418,3 れんが通り薬局 〒105-0004 （後発調１）第285082号    平成28年 4月 1日
     港区新橋六丁目１４番７号　芝ビ
     ル１階
     03-3433-4437  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10403,5426,6 グリーン薬局 〒106-0032 （後発調１）第283741号    平成28年 6月 1日
     港区六本木七丁目１５番１４号　
     塩業ビル地下１階
     03-3497-0848  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10503,5447,2 日本調剤　麻布十番薬〒106-0047 （後発調１）第282649号    平成28年 4月 1日
     局 港区南麻布一丁目６番３６号
     03-5730-0563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10603,5449,8 ライム薬局 〒108-0023 （後発調１）第280447号    平成28年 4月 1日
     港区芝浦四丁目２０番４号　芝浦
     アイランドブルームホームズ１階
     03-5730-2230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10703,5450,6 スギ薬局　南青山店 〒107-0062 （後発調１）第285687号    平成28年10月 1日
     港区南青山三丁目８番４０号　青
     山センタービル１階
     03-5771-4663  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10803,5455,5 日本調剤　御成門薬局〒105-0003 （後発調１）第282659号    平成28年 4月 1日
     港区西新橋三丁目２２番８号
     03-3433-8781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10903,5461,3 スギ薬局　赤坂店 〒107-0052 （後発調１）第289086号    平成29年 4月 1日
     港区赤坂五丁目５番１３号　周山
     ビル１階
     03-3568-7927  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11003,5462,1 いまくま薬局 〒107-0062 （後発調１）第287132号    平成28年12月 1日
     港区南青山四丁目２番４号　シャ
     トー青山第３　１階
     03-3479-9058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11103,5466,2 さくら薬局　西新橋店〒105-0003 （後発調１）第292985号    平成29年 7月 1日
     港区西新橋三丁目１９番１４号　
     東京建硝ビル１階
     03-5776-1831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11203,5467,0 さくら薬局　東京ミッ〒107-0052 （後発調１）第286971号    平成28年 4月 1日
     ドタウン店 港区赤坂九丁目７番１号　ミッド
     タウン・タワー６階
     03-5770-8361  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11303,5469,6 南山堂薬局　麻布十番〒106-0045 （後発調１）第287155号    平成28年12月 1日
     店 港区麻布十番二丁目２番７号　野
     口ビル１階
     03-6435-1572  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11403,5472,0 西新橋中央薬局 〒105-0003 （後発調１）第288790号    平成28年 4月 1日
     港区西新橋一丁目５番９号　ＴＳ
     ビル２階
     03-5251-8300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11503,5474,6 ナチュラルローソンク〒105-6001 （後発調１）第290373号    平成29年 4月 1日
     オール薬局城山トラス港区虎ノ門四丁目３番１号　城山
     トタワー店 トラストタワー１階
     03-5776-1789  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11603,5478,7 スマイル薬局　田町店〒108-0023 （後発調１）第292615号    平成29年 6月 1日
     港区芝浦三丁目１２番２号
     03-6435-3310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11703,5489,4 ナチュラルローソンク〒108-0071 （後発調１）第284728号    平成28年 4月 1日
     オール薬局　高輪台駅港区白金台二丁目２６番１０号　
     前店 グリーンオーク高輪台１階
     03-5447-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11803,5491,0 クリエイト薬局　港区〒105-0012 （後発調１）第288863号    平成28年 4月 1日
     芝大門店 港区芝大門二丁目２番１号　ユニ
     ゾ芝大門二丁目ビル１階
     03-5777-2481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11903,5492,8 日本調剤西新橋薬局 〒105-0003 （後発調１）第282645号    平成28年 4月 1日
     港区西新橋三丁目２０番１号　Ｍ
     ＳＣ御成門ビル１階
     03-6430-4131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12003,5493,6 十字堂薬局 〒108-0023 （後発調１）第294942号    平成29年11月 1日
     港区芝浦三丁目１９番１８号　内
     村芝浦ビル１階
     03-3769-1051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12103,5501,6 さくら薬局　貿易セン〒105-6114 （後発調１）第295065号    平成29年11月 1日
     タービル店 港区浜松町二丁目４番１号　世界
     貿易センタービル１４階
     03-3435-5701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12203,5502,4 ことぶき薬局　青山店〒107-0061 （後発調１）第285497号    平成28年 9月 1日
     港区北青山三丁目１２番２号　武
     村ビル１－Ａ
     03-3499-5165  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12303,5510,7 みらい薬局 〒105-6233 （後発調１）第284105号    平成28年 7月 1日
     港区愛宕二丁目５番１号　愛宕グ
     リーンヒルズＭＯＲＩタワー３３
     階
     03-5733-0366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12403,5513,1 ナチュラルローソンク〒105-0012 （後発調１）第286466号    平成28年11月 1日
     オール薬局　芝大門一港区芝大門一丁目６番３号
     丁目店 03-5425-1389  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12503,5514,9 まゆみ薬局　南青山店〒107-0062 （後発調１）第296178号    平成30年 2月 1日
     港区南青山六丁目１２番１０号　
     ユニティ１０２号室
     03-6427-2064  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12603,5517,2 白金中央薬局 〒108-0072 （後発調１）第285250号    平成28年 4月 1日
     港区白金六丁目２２番１１号
     03-3444-1574  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12703,5523,0 トリモ薬局 〒108-0075 （後発調１）第282729号    平成28年 4月 1日
     港区港南二丁目１６番１号　品川
     イーストワンタワー３階
     03-6718-2938  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12803,5530,5 エヌビィ薬局 〒105-0004 （後発調１）第287198号    平成29年 1月 1日
     港区新橋一丁目１５番７号　新橋
     ＮＦビル６階
     03-3591-8277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12903,5532,1 レジーナ薬局　青山店〒107-0062 （後発調１）第293830号    平成29年 8月 1日
     港区南青山二丁目１３番１１号　
     マストライフ南青山１階
     03-5775-7597  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13003,5535,4 アガペ神谷町薬局 〒105-0001 （後発調１）第289806号    平成28年 4月 1日
     港区虎ノ門五丁目１３番７号　虎
     ノ門Ａ＆Ｋ　ＩＰビル１階
     03-6721-5691  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13103,5538,8 西新橋調剤薬局 〒105-0003 （後発調１）第287585号    平成28年 4月 1日
     港区西新橋一丁目２番９号　日比
     谷セントラルビル地下１階
     03-3504-3449  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203,5539,6 クオール薬局　高輪店〒108-0074 （後発調１）第285425号    平成28年 9月 1日
     港区高輪三丁目１０番１０号
     03-5447-6289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13303,5542,0 ココカラファイン薬局〒108-0071 （後発調１）第287010号    平成28年12月 1日
     　白金台店 港区白金台四丁目３番１９号
     03-5791-9235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13403,5543,8 霞町薬局 〒106-0031 （後発調１）第286746号    平成28年 4月 1日
     港区西麻布三丁目１番１９号　小
     山ビル１階
     03-5411-9311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13503,5546,1 スロースタイル薬樹薬〒106-0045 （後発調１）第291708号    平成29年 5月 1日
     局 港区麻布十番二丁目１１番５号　
     アクシアフォレスタ麻布１階１０
     ２号室
     03-3456-5361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603,5547,9 白金ヴェルデ薬局 〒108-0072 （後発調１）第294667号    平成29年11月 1日
     港区白金一丁目２６番３号　白金
     ファクトリーファイブ１０１号室
     03-6450-2645  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13703,5559,4 調剤薬局ツルハドラッ〒108-0071 （後発調１）第296287号    平成30年 2月 1日
     グ　白金台店 港区白金台三丁目１５番６号　マ
     スレンビル１階
     03-5789-9175  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13803,5564,4 はなみずき薬局 〒108-0023 （後発調１）第283084号    平成28年 5月 1日
     港区芝浦三丁目１３番１８号　Ｔ
     ＯＨＯビル１階
     03-6809-3166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13903,5568,5 スマイル薬局　芝浦３〒108-0023 （後発調１）第290168号    平成29年 4月 1日
     丁目店 港区芝浦三丁目２番２２号
     03-6809-3144  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14003,5570,1 スマイル薬局　芝浦海〒108-0023 （後発調１）第286447号    平成28年11月 1日
     岸通店 港区芝浦四丁目１３番２３号　
     03-6435-3181  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14103,5580,0 ハートかねまん薬局　〒105-0013 （後発調１）第292822号    平成29年 7月 1日
     浜松町店 港区浜松町二丁目１１番１６号　
     稲葉ビル１階
     03-6435-6071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14203,5583,4 アイセイ薬局　内幸町〒105-0003 （後発調１）第286802号    平成28年10月 1日
     店 港区西新橋一丁目３番１号　西新
     橋スクエア　３階３０１区
     03-3595-1601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14303,5584,2 アイセイ薬局　神谷町〒105-0001 （後発調１）第286815号    平成28年10月 1日
     店 港区虎ノ門四丁目１番７号　第１
     松坂ビル３階
     03-5776-2323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14403,5586,7 ウエルシア薬局　麻布〒106-0045 （後発調１）第291393号    平成29年 5月 1日
     十番店 港区麻布十番二丁目９番２号　２
     階
     03-5439-5237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14503,5588,3 薬局マツモトキヨシ　〒108-0074 （後発調１）第293361号    平成29年 7月 1日
     白金高輪店 港区高輪一丁目３番１３号　ＮＢ
     Ｆ高輪ビル１階
     03-5420-8696  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14603,5597,4 さくら薬局　西新橋２〒105-0003 （後発調１）第295883号    平成30年 1月 1日
     号店 港区西新橋三丁目１９番１１号　
     安達ビル１階
     03-5402-6611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14703,5598,2 いるか田町薬局 〒108-0014 （後発調１）第296257号    平成30年 2月 1日
     港区芝五丁目２７番５号　山田ビ
     ル１階
     03-6453-8207  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14803,5601,4 高輪１丁目薬局 〒108-0074 （後発調１）第296409号    平成30年 2月 1日
     港区高輪一丁目２７番２０号
     03-3445-5693  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14904,5271,4 プラザ薬局 〒160-0023 （後発調１）第288261号    平成29年 3月 1日
     新宿区西新宿一丁目１１番１２号
     　大沼ビル１階
     03-3343-8278  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15004,5304,3 稲垣薬局 〒162-0056 （後発調１）第292441号    平成29年 6月 1日
     新宿区若松町６番５号
     03-3359-6464  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15104,5350,6 健康プラザ薬局 〒160-0021 （後発調１）第286280号    平成28年11月 1日
     新宿区歌舞伎町二丁目４４番１号
     　健康プラザ内１階
     03-5285-8021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15204,5412,4 薬樹薬局　飯田橋 〒162-0822 （後発調１）第287522号    平成29年 1月 1日
     新宿区下宮比町３番１号　津多屋
     ビル１階
     03-3260-4388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15304,5413,2 博愛堂薬局 〒160-0023 （後発調１）第286593号    平成28年 4月 1日
     新宿区西新宿一丁目１８番７号
     03-3342-2013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15404,5417,3 こぐま薬局 〒161-0034 （後発調１）第287279号    平成29年 1月 1日
     新宿区上落合一丁目１３番５号　
     フリーデンスハイム１階
     03-3362-3319  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15504,5435,5 オリーブ薬局 〒161-0033 （後発調１）第284434号    平成28年 4月 1日
     新宿区下落合一丁目７番１６号　
     ビアンカ大久保１階
     03-3367-1088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15604,5448,8 シナノ薬局 〒160-0016 （後発調１）第281134号    平成28年 4月 1日
     新宿区信濃町１１番地　鹿島ビル
     １階
     03-3359-7903  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15704,5496,7 プラス薬局 〒161-0031 （後発調１）第287811号    平成29年 2月 1日
     新宿区西落合一丁目１１番２６号
     03-5906-0487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15804,5500,6 薬王堂薬局 〒161-0032 （後発調１）第286308号    平成28年11月 1日
     新宿区中落合一丁目１７番９号
     03-3565-2560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15904,5508,9 はしむら薬局 〒169-0075 （後発調１）第280571号    平成28年 4月 1日
     新宿区高田馬場二丁目１５番６号
     　アクロス高戸１階
     03-3205-1190  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16004,5524,6 パール薬局 〒162-0857 （後発調１）第283210号    平成28年 5月 1日
     新宿区市谷山伏町２番２号　神楽
     坂ＮＫビル１階
     03-3260-4180  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16104,5526,1 うさぎ薬局 〒161-0034 （後発調１）第283972号    平成28年 4月 1日
     新宿区上落合三丁目１０番３号　
     加藤ビル１階Ｂ
     03-3371-3805  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16204,5559,2 きぼう堂薬局　四谷店〒160-0004 （後発調１）第280578号    平成28年 4月 1日
     新宿区四谷一丁目２０番地２　佳
     作ビル１階
     03-3350-8720  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16304,5578,2 株式会社　ハラダ薬局〒160-0023 （後発調１）第282193号    平成28年 4月 1日
     　ハラダ薬局西新宿店新宿区西新宿五丁目１０番８号　
     リージア西新宿１階
     03-3374-1531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16404,5582,4 ヤマグチ薬局　オペラ〒163-1402 （後発調１）第296658号    平成30年 3月 1日
     シティ店 新宿区西新宿三丁目２０番２号　
     東京オペラシティビル２階　２０
     ２－①
     03-5353-0390  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16504,5596,4 左門町薬局 〒160-0017 （後発調１）第287150号    平成28年12月 1日
     新宿区左門町２０番地　四谷メデ
     ィカルビル１階
     03-5368-1522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16604,5605,3 スギ薬局　北新宿３丁〒169-0074 （後発調１）第284136号    平成28年 7月 1日
     目店 新宿区北新宿三丁目４番１号
     03-5332-7991  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16704,5609,5 さくら薬局　飯田橋駅〒162-0822 （後発調１）第288362号    平成29年 3月 1日
     前店 新宿区下宮比町３番２号　日本精
     鉱ビル１階
     03-3268-4410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16804,5610,3 さくら薬局　四谷店 〒160-0008 （後発調１）第288361号    平成29年 3月 1日
     新宿区三栄町１７番地　谷ヶ崎ビ
     ル１階
     03-3358-1130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16904,5614,5 なの花薬局たまち店 〒162-0843 （後発調１）第295505号    平成29年12月 1日
     新宿区市谷田町一丁目１９番地　
     ＳＰＣ市谷ビル１階
     03-5225-6138  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17004,5618,6 スギ薬局　高田馬場店〒169-0075 （後発調１）第287482号    平成29年 1月 1日
     新宿区高田馬場一丁目４番１５号
     　三井生命高田馬場ビル１階
     03-5155-8910  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17104,5629,3 薬局わたなべファーマ〒169-0075 （後発調１）第287759号    平成29年 2月 1日
     シー 新宿区高田馬場一丁目２８番１９
     号　リナート１０１
     03-3200-6303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17204,5639,2 スギ薬局　新宿１丁目〒160-0022 （後発調１）第292813号    平成29年 7月 1日
     店 新宿区新宿一丁目３４番１１号　
     ニューローレルビル１階
     03-5368-2373  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17304,5640,0 ナチュラルローソンク〒160-0023 （後発調１）第287071号    平成28年12月 1日
     オール薬局　西新宿七新宿区西新宿七丁目２０番３号
     丁目店 03-5348-6689  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17404,5645,9 若草薬局 〒169-0075 （後発調１）第282254号    平成28年 4月 1日
     新宿区高田馬場四丁目１０番１４
     号
     03-6908-6318  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17504,5652,5 たから薬局　江戸川橋〒162-0812 （後発調１）第286876号    平成28年12月 1日
     店 新宿区西五軒町１３番３号　関谷
     マンション１０３号室
     03-5227-7018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17604,5654,1 ミキ薬局　小滝橋通り〒160-0023 （後発調１）第286119号    平成28年11月 1日
     店 新宿区西新宿七丁目５番１４号　
     井上ビル１２号館１階
     03-3371-9033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17704,5655,8 ぱぱす薬局　新宿イー〒160-0022 （後発調１）第288357号    平成28年 4月 1日
     ストサイドスクエア店新宿区新宿六丁目２７番３０号　
     新宿イーストサイドスクエア１階
     03-5827-1412  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17804,5683,0 ココカラファイン薬局〒162-0065 （後発調１）第296578号    平成30年 3月 1日
     　曙橋店 新宿区住吉町１０番９号　山本ビ
     ル１階
     03-6662-5740  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17904,5687,1 クオール薬局　ビック〒160-0022 （後発調１）第289022号    平成28年 4月 1日
     カメラ新宿東口店 新宿区新宿三丁目２９番１号　Ｂ
     １階
     03-5379-7489  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18004,5689,7 薬局くすりの福太郎　〒162-0824 （後発調１）第285726号    平成28年 4月 1日
     飯田橋店 新宿区揚場町２番１６号　第２東
     文堂ビル１階
     03-5227-5229  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18104,5691,3 中落合調剤薬局 〒161-0032 （後発調１）第286480号    平成28年11月 1日
     新宿区中落合二丁目４番２８号　
     中西屋ビル
     03-3954-8088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18204,5696,2 クリエイト薬局　新宿〒162-0045 （後発調１）第295006号    平成29年11月 1日
     早稲田店 新宿区馬場下町１番地１　１階
     03-5292-5141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18304,5703,6 龍生堂薬局　アイラン〒163-1301 （後発調１）第280266号    平成28年 4月 1日
     ドタワー店 新宿区西新宿六丁目５番１号　新
     宿アイランドタワー　１階
     03-5325-6870  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18404,5713,5 抜弁天薬局 〒162-0055 （後発調１）第290347号    平成29年 4月 1日
     新宿区余丁町８番地１６　ネオメ
     ディトピア１階
     03-5369-2533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18504,5721,8 西新宿薬局 〒169-0073 （後発調１）第288807号    平成29年 4月 1日
     新宿区百人町一丁目２４番４号
     03-6908-9370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18604,5722,6 ケイワ薬局　落合店 〒161-0034 （後発調１）第295813号    平成30年 1月 1日
     新宿区上落合一丁目１番４号　鈴
     木ビル１階
     03-5338-5631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18704,5725,9 面影橋薬局 〒169-0051 （後発調１）第280125号    平成28年 4月 1日
     新宿区西早稲田三丁目１７番２３
     号　サンファミール西早稲田１階
     03-3207-6777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18804,5729,1 薬ヒグチ調剤薬局　パ〒160-0023 （後発調１）第295848号    平成30年 1月 1日
     ークタワー店 新宿区西新宿三丁目７番１号　新
     宿パークタワー地下１階
     03-5323-4311  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18904,5731,7 薬ヒグチ薬局　新宿御〒160-0022 （後発調１）第286430号    平成28年11月 1日
     苑前店 新宿区新宿一丁目１９番６号　ア
     イエスビル１階
     03-5919-7727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19004,5733,3 あかぎ薬局 〒162-0803 （後発調１）第283649号    平成28年 6月 1日
     新宿区赤城下町１４番地
     03-5261-3274  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19104,5735,8 アイン薬局　大久保店〒160-0021 （後発調１）第285616号    平成28年 4月 1日
     新宿区歌舞伎町二丁目３９番７号
     　ＯＫビル１階
     03-6457-6985  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19204,5737,4 ケアマーク百人町薬局〒169-0073 （後発調１）第285612号    平成28年 4月 1日
     新宿区百人町二丁目９番１４号　
     ミズホアルファビル１階
     03-3365-6280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19304,5742,4 スギ薬局　新宿若松町〒162-0056 （後発調１）第286435号    平成28年11月 1日
     店 新宿区若松町２８番２２号　ＴＭ
     ビル１階
     03-6278-9812  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19404,5743,2 四谷いちょう薬局 〒160-0004 （後発調１）第289784号    平成28年 4月 1日
     新宿区四谷四丁目７番地５　白川
     ビル３階
     03-6380-4585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19504,5752,3 龍生堂薬局　新宿西口〒160-0023 （後発調１）第291586号    平成29年 5月 1日
     店 新宿区西新宿一丁目西口地下街１
     号　小田急エース北館
     03-5989-0566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19604,5764,8 ウエルシア薬局　新宿〒162-0853 （後発調１）第296436号    平成30年 3月 1日
     牛込店 新宿区北山伏町１番２号　ダイワ
     ロイヤル新宿区北山伏町ビル１階
     03-5229-6770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19704,5766,3 調剤薬局ツルハドラッ〒161-0034 （後発調１）第296288号    平成30年 2月 1日
     グ　新宿上落合店 新宿区上落合三丁目８番２５号　
     ＦＬＡＭＰビル１階
     03-5338-9440  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19804,5775,4 東新宿クリア薬局 〒160-0022 （後発調１）第295310号    平成29年11月 6日
     新宿区新宿六丁目２８番１１号　
     ライオンズマンション新宿１０１
     03-6457-3407  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19904,5777,0 早稲田薬局 〒162-0045 （後発調１）第295553号    平成29年12月 1日
     新宿区馬場下町９番地　グローブ
     ビル早稲田１０１
     03-6302-1271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20005,5018,6 株式会社　保生堂薬局〒113-0021 （後発調１）第284875号    平成28年 8月 1日
     文京区本駒込四丁目８番７号
     03-3823-0020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20105,5181,2 さくら薬局　湯島店 〒113-0034 （後発調１）第284553号    平成28年 7月 1日
     文京区湯島三丁目３８番１２号　
     野口ビル１階
     03-3832-5265  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20205,5196,0 にしすが水野薬局 〒113-0032 （後発調１）第293113号    平成29年 7月 1日
     文京区弥生一丁目５番８号　１０
     ０
     03-5684-7756  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20305,5231,5 テート薬局 〒113-0031 （後発調１）第285977号    平成28年11月 1日
     文京区根津二丁目３４番２３号
     03-3821-4176  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20405,5233,1 クラフト薬局　向丘店〒113-0023 （後発調１）第286383号    平成28年 4月 1日
     文京区向丘二丁目１４番９号　岸
     田ビル
     03-3822-7211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20505,5242,2 サンアロー文京薬局 〒113-0032 （後発調１）第281091号    平成28年 4月 1日
     文京区弥生一丁目６番５号
     03-5684-2790  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20605,5261,2 ミドリ薬局 〒113-0033 （後発調１）第282999号    平成28年 5月 1日
     文京区本郷六丁目２番２号　平尾
     ビル１階
     03-5802-3616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20705,5279,4 白山薬局 〒112-0001 （後発調１）第283795号    平成28年 6月 1日
     文京区白山五丁目１７番１０号
     03-3941-1450  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20805,5286,9 本田薬局　一丁目店 〒112-0015 （後発調１）第295739号    平成30年 1月 1日
     文京区目白台一丁目２３番６号
     03-3944-5474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20905,5293,5 丸山町薬局 〒112-0011 （後発調１）第295736号    平成30年 1月 1日
     文京区千石三丁目３７番１４号　
     アテック千石ビル１階
     03-5978-9333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21005,5323,0 アーク薬局 〒113-0021 （後発調１）第282854号    平成28年 4月 1日
     文京区本駒込六丁目１番１９号　
     石田ビル１０２号
     03-3947-7076  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21105,5327,1 あかね薬局 〒112-0012 （後発調１）第284447号    平成28年 7月 1日
     文京区大塚四丁目４５番１０号
     03-3945-4308  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21205,5334,7 恵愛堂薬局 〒112-0012 （後発調１）第284038号    平成28年 7月 1日
     文京区大塚五丁目４０番１８号　
     友成フォーサイトビル３階
     03-5319-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21305,5337,0 アーク薬局　駒込店 〒113-0021 （後発調１）第283051号    平成28年 4月 1日
     文京区本駒込五丁目３８番１０号
     　とよすぎハイツ１階
     03-3821-1855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21405,5349,5 せんだぎ薬局 〒113-0022 （後発調１）第289675号    平成28年 4月 1日
     文京区千駄木二丁目１３番１号　
     ルネ千駄木プラザ１階
     03-5834-1280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21505,5379,2 日本調剤　本郷薬局 〒113-0033 （後発調１）第293114号    平成29年 7月 1日
     文京区本郷三丁目２番１号　ＮＴ
     Ｙお茶の水１階２階
     03-5840-6090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21605,5386,7 日生薬局　根津店 〒113-0022 （後発調１）第283091号    平成28年 4月 1日
     文京区千駄木二丁目２番１７号　
     石崎ビル１階
     03-3823-9181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21705,5387,5 さくら薬局　文京水道〒112-0005 （後発調１）第284478号    平成28年 7月 1日
     店 文京区水道二丁目１０番１８号
     03-3947-8583  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21805,5388,3 雄飛堂薬局　千駄木店〒113-0023 （後発調１）第292982号    平成29年 7月 1日
     文京区向丘二丁目１４番６号
     03-3823-8551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21905,5389,1 日本調剤　湯島薬局 〒113-0034 （後発調１）第282703号    平成28年 4月 1日
     文京区湯島三丁目４番１３号　松
     田ビル１階
     03-3834-3327  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22005,5394,1 みどり調剤薬局　駒込〒113-0021 （後発調１）第283892号    平成28年 6月 1日
     店 文京区本駒込三丁目１７番１号　
     駒込ビル１階
     03-3823-6111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22105,5395,8 ファーマライズ薬局　〒113-0034 （後発調１）第286442号    平成28年11月 1日
     文京店 文京区湯島三丁目３番８号
     03-5812-7377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22205,5396,6 ファーマライズ薬局　〒113-0034 （後発調１）第286441号    平成28年11月 1日
     湯島店 文京区湯島三丁目３２番８号
     03-3832-1606  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22305,5405,5 はやぶさ薬局 〒113-0021 （後発調１）第285181号    平成28年 4月 1日
     文京区本駒込五丁目１９番２号　
     小林ビルデンス１階
     03-6304-1986  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22405,5407,1 スギ薬局　小石川店 〒112-0002 （後発調１）第283502号    平成28年 4月 1日
     文京区小石川二丁目１番１２号　
     小石川トーセイビル１階
     03-5840-8536  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22505,5414,7 スギ薬局　上野広小路〒113-0034 （後発調１）第285859号    平成28年10月 1日
     店 文京区湯島三丁目３９番１０号　
     上野ＴＨビル１階
     03-5812-5923  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22605,5416,2 ウイング薬局 〒113-0021 （後発調１）第284948号    平成28年 8月 1日
     文京区本駒込四丁目３４番５号　
     石井ビル１階
     03-5832-5757  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22705,5417,0 日本調剤本郷三丁目薬〒113-0033 （後発調１）第282722号    平成28年 4月 1日
     局 文京区本郷二丁目４０番１７号　
     本郷若井ビル１階
     03-5804-3051  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22805,5419,6 江戸川橋ほたる薬局 〒112-0014 （後発調１）第291620号    平成29年 5月 1日
     文京区関口一丁目１番６号　新星
     ビル５階
     03-5228-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22905,5431,1 スギ薬局　白山通り店〒113-0024 （後発調１）第284806号    平成28年 8月 1日
     文京区西片一丁目１５番１９号　
     シャトー文京１階
     03-5805-2844  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23005,5432,9 ぱぱす薬局　江戸川橋〒112-0014 （後発調１）第286025号    平成28年11月 1日
     店 文京区関口一丁目１１番２号　ラ
     ・カーザ文京１階
     03-5227-5688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23105,5436,0 なの花薬局やよい店 〒113-0032 （後発調１）第281349号    平成28年 4月 1日
     文京区弥生一丁目６番３号
     03-3815-3611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23205,5437,8 なの花薬局さつき店 〒113-0022 （後発調１）第281337号    平成28年 4月 1日
     文京区千駄木二丁目２番１６号
     03-5834-8170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23305,5438,6 雄飛堂薬局　根津店 〒113-0022 （後発調１）第281056号    平成28年 4月 1日
     文京区千駄木二丁目１番１３号　
     坂本ビル１階
     03-6421-5811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23405,5439,4 ぱぱす薬局　根津店 〒113-0031 （後発調１）第294911号    平成29年11月 1日
     文京区根津一丁目２２番１３号　
     ＮＹ根津八重垣１階
     03-5815-2055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23505,5444,4 プラム薬局 〒113-0021 （後発調１）第286302号    平成28年11月 1日
     文京区本駒込六丁目２４番６号
     03-5654-7695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23605,5447,7 御代の台薬局　音羽店〒112-0013 （後発調１）第285377号    平成28年 9月 1日
     文京区音羽一丁目５番１８号
     03-5654-7804  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23705,5452,7 ケイワ薬局　湯島店 〒113-0034 （後発調１）第283792号    平成28年 6月 1日
     文京区湯島一丁目９番１４号　プ
     チモンドお茶の水１０１号室
     03-5805-7898  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23805,5463,4 どうかん薬局 〒113-0022 （後発調１）第293667号    平成29年 8月 1日
     文京区千駄木三丁目４８番６号　
     アパートメンツ千駄木１階
     03-3828-1230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23905,5470,9 駒込あおい薬局 〒113-0021 （後発調１）第287604号    平成28年12月 1日
     文京区本駒込六丁目２４番１号　
     後藤ビル１階
     03-5981-8536  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24005,5475,8 西千駄木薬局 〒113-0022 （後発調１）第294525号    平成29年10月 1日
     文京区千駄木二丁目２９番２号　
     ａｚ千駄木１０１号室
     03-5834-1560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24105,5478,2 竹内薬局　天神下店 〒113-0034 （後発調１）第294594号    平成29年10月 1日
     文京区湯島三丁目３８番１３号　
     坂東ビル
     03-5846-8511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24206,5022,6 有限会社　ドテのクス〒111-0031 （後発調１）第283945号    平成28年 7月 1日
     リヤ　森田薬局 台東区千束四丁目３８番１０号
     03-3872-5381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24306,5072,1 有限会社　上野薬局 〒110-0005 （後発調１）第284405号    平成28年 4月 1日
     台東区上野三丁目１７番５号
     03-3831-5441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24406,5131,5 有限会社　雄飛堂薬局〒110-0003 （後発調１）第285455号    平成28年 4月 1日
     台東区根岸三丁目１８番２３号
     03-3872-0028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24506,5161,2 前薬品　株式会社　〒111-0051 （後発調１）第285248号    平成28年 9月 1日
     前薬局 台東区蔵前二丁目３番５号
     03-3851-3221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24606,5243,8 ミドリ調剤薬局 〒111-0036 （後発調１）第283818号    平成28年 6月 1日
     台東区松が谷三丁目１３番３号
     03-3843-0898  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24706,5246,1 青葉調剤薬局 〒111-0035 （後発調１）第287963号    平成28年 4月 1日
     台東区西浅草二丁目１２番７号
     03-3845-0247  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24806,5263,6 キクー薬局 〒110-0011 （後発調１）第285344号    平成28年 4月 1日
     台東区三ノ輪一丁目１４番８号
     03-3872-5257  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24906,5278,4 みどり薬局 〒111-0051 （後発調１）第281096号    平成28年 4月 1日
     台東区蔵前四丁目２１番９号
     03-3851-0054  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25006,5280,0 大塚雲鶴堂薬局 〒111-0041 （後発調１）第280253号    平成28年 4月 1日
     台東区元浅草四丁目６番４号　大
     塚ビル１階
     03-3841-6880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25106,5289,1 すずらん調剤薬局 〒111-0032 （後発調１）第284717号    平成28年 8月 1日
     台東区浅草四丁目３３番７号
     03-5603-5002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25206,5321,2 ケミカル薬局　浅草店〒111-0035 （後発調１）第286878号    平成28年12月 1日
     台東区西浅草二丁目６番９号
     03-3844-3156  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25306,5326,1 薬局ユアーズ 〒111-0051 （後発調１）第287442号    平成29年 1月 1日
     台東区蔵前三丁目１３番１３号　
     ＮＲビル１階
     03-3851-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25406,5329,5 日本調剤台東薬局 〒110-0016 （後発調１）第282698号    平成28年 4月 1日
     台東区台東一丁目３番２号　冨英
     ビル１、２階
     03-3832-3209  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25506,5342,8 サンリツ薬局　鳥越店〒111-0054 （後発調１）第293252号    平成29年 8月 1日
     台東区鳥越二丁目８番９号　ＹＳ
     ビル１０１号室
     03-3861-3636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25606,5345,1 しらかば薬局 〒110-0005 （後発調１）第284395号    平成28年 7月 1日
     台東区上野三丁目１９番２号　第
     ２オオクボビル２階
     03-5817-3588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25706,5348,5 つくし薬局　入谷店 〒110-0013 （後発調１）第288671号    平成28年 4月 1日
     台東区入谷二丁目１６番７号　第
     ２込山ビル１階
     03-3876-7842  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25806,5354,3 ケイ薬局 〒111-0032 （後発調１）第280153号    平成28年 4月 1日
     台東区浅草三丁目４番１号
     03-3876-1506  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25906,5399,8 武井薬局　元浅草店 〒111-0041 （後発調１）第285923号    平成28年10月 1日
     台東区元浅草一丁目１９番２号
     03-5830-1480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26006,5404,6 西浅草調剤薬局 〒111-0035 （後発調１）第287671号    平成29年 2月 1日
     台東区西浅草三丁目２番７号　カ
     ーサ西浅草１０１
     03-3841-5816  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26106,5411,1 阪神調剤薬局　神田店〒110-0016 （後発調１）第285428号    平成28年 9月 1日
     台東区台東一丁目４番１２号　Ｂ
     Ｋビル１階
     03-5807-1385  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26206,5419,4 山村薬局 〒110-0005 （後発調１）第289603号    平成28年 4月 1日
     台東区上野五丁目２６番１６号
     03-3831-9312  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26306,5426,9 セイコー薬局　浅草店〒111-0036 （後発調１）第285043号    平成28年 4月 1日
     台東区松が谷一丁目１番１号　２
     １３ビル７階
     03-6662-8350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26406,5440,0 たから薬局　浅草店 〒111-0032 （後発調１）第284479号    平成28年 7月 1日
     台東区浅草二丁目３４番７号　グ
     レイプス浅草１階
     03-5827-0365  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26506,5444,2 双葉薬局 〒110-0016 （後発調１）第291015号    平成29年 5月 1日
     台東区台東四丁目８番２号　両角
     ビル１階
     03-5812-4436  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26606,5459,0 ナチュラルローソンク〒110-0015 （後発調１）第284734号    平成28年 4月 1日
     オール薬局　東上野五台東区東上野五丁目２番２号
     丁目店 03-5827-3689  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26706,5461,6 ひまわり調剤薬局　三〒110-0012 （後発調１）第280004号    平成28年 4月 1日
     ノ輪店 台東区竜泉三丁目３９番６号
     03-3876-7168  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26806,5471,5 アイ薬局 〒110-0016 （後発調１）第292634号    平成29年 6月 1日
     台東区台東一丁目４番２号
     03-5816-5759  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26906,5474,9 ゆうま薬局 〒111-0053 （後発調１）第293856号    平成29年 9月 1日
     台東区浅草橋五丁目１０番１２号
     　１階
     03-5809-1505  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27006,5475,6 永生薬局 〒110-0015 （後発調１）第287086号    平成28年 4月 1日
     台東区東上野二丁目２２番１０号
     03-5812-6428  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27106,5480,6 セピア薬局 〒111-0053 （後発調１）第284704号    平成28年 8月 1日
     台東区浅草橋一丁目３３番４号　
     マロニエビル１階
     03-5829-9223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27206,5487,1 つくし薬局 〒111-0023 （後発調１）第283023号    平成28年 5月 1日
     台東区橋場二丁目２番８号　１階
     03-3876-5007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27306,5494,7 ドラッグセイムス　蔵〒111-0051 （後発調１）第293116号    平成29年 7月 1日
     前３丁目薬局 台東区蔵前三丁目１番１０号　蔵
     前セントラルビル１階
     03-5835-2621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27406,5498,8 浅草わかば薬局 〒111-0033 （後発調１）第285818号    平成28年10月 1日
     台東区花川戸一丁目１３番１６号
     　濱松ビル１階
     03-6231-7066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27506,5505,0 田原町薬局 〒111-0034 （後発調１）第294271号    平成29年10月 1日
     台東区雷門一丁目７番３号
     03-3843-8565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27607,5024,0 鳥居薬品　株式会社　〒130-0001 （後発調１）第283862号    平成28年 6月 1日
     鳥居薬局 墨田区吾妻橋二丁目２番９号
     03-3622-2001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27707,5064,6 有限会社　マルゼン薬〒130-0002 （後発調１）第286712号    平成28年 4月 1日
     局 墨田区業平四丁目７番１号
     03-3622-0235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27807,5175,0 竹内調剤薬局 〒130-0022 （後発調１）第290328号    平成29年 4月 1日
     墨田区江東橋四丁目２２番９号
     03-3633-8080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27907,5178,4 スエヤス薬局　向島店〒131-0033 （後発調１）第280851号    平成28年 4月 1日
     墨田区向島一丁目２５番１２号
     03-3622-7302  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28007,5253,5 スズカ薬局 〒131-0041 （後発調１）第285134号    平成28年 4月 1日
     墨田区八広四丁目４８番５号　エ
     コビアビル１階
     03-3610-7045  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28107,5267,5 すみれ調剤薬局 〒131-0032 （後発調１）第283462号    平成28年 4月 1日
     墨田区東向島五丁目１３番６号
     03-3616-3576  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28207,5275,8 ウサギの子薬局 〒131-0031 （後発調１）第281709号    平成28年 4月 1日
     墨田区墨田三丁目３９番７号
     03-3611-2725  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28307,5276,6 つくし薬局 〒131-0041 （後発調１）第283460号    平成28年 4月 1日
     墨田区八広一丁目３９番８号　第
     二美津栄荘１階
     03-3616-3546  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28407,5284,0 メディトピア錦糸調剤〒130-0012 （後発調１）第290147号    平成29年 4月 1日
     薬局 墨田区太平三丁目１９番７号
     03-3621-5891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28507,5286,5 亀沢薬局 〒130-0014 （後発調１）第284871号    平成28年 8月 1日
     墨田区亀沢二丁目１２番２号　メ
     ゾン錦糸町１階
     03-3829-1188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28607,5309,5 武井薬局 〒130-0012 （後発調１）第282933号    平成28年 4月 1日
     墨田区太平一丁目２２番１３号　
     武井ビル１階
     03-3625-3421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28707,5312,9 鐘ヶ渕薬局 〒131-0031 （後発調１）第282007号    平成28年 4月 1日
     墨田区墨田二丁目１２番８号　１
     階
     03-3611-6478  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28807,5317,8 スサキ中央薬局 〒131-0033 （後発調１）第281692号    平成28年 4月 1日
     墨田区向島五丁目３３番５号
     03-5619-7181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28907,5322,8 しんせい薬局 〒131-0043 （後発調１）第283088号    平成28年 5月 1日
     墨田区立花五丁目２８番１号　エ
     ヌズバークミズン１０１
     03-3618-8009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29007,5323,6 ポニー薬局 〒131-0041 （後発調１）第282204号    平成28年 4月 1日
     墨田区八広二丁目５２番２３号
     03-5247-1245  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29107,5324,4 山田屋薬局 〒130-0004 （後発調１）第290722号    平成29年 5月 1日
     墨田区本所一丁目４番１６号
     03-3626-2468  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29207,5336,8 薬局マツモトキヨシ　〒130-0022 （後発調１）第295077号    平成29年11月 1日
     錦糸町駅ビル店 墨田区江東橋三丁目１４番５号　
     錦糸町ステーションビルテルミナ
     地下１階
     03-3635-8699  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29307,5342,6 しんせい薬局　東向島〒131-0032 （後発調１）第283087号    平成28年 5月 1日
     墨田区東向島五丁目５番１２号
     03-3617-8905  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29407,5351,7 あけぼの薬局　東向島〒131-0032 （後発調１）第284490号    平成28年 7月 1日
     店 墨田区東向島六丁目５番８号
     03-5655-6636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29507,5369,9 さつき薬局 〒131-0032 （後発調１）第280456号    平成28年 4月 1日
     墨田区東向島三丁目３６番８号
     03-3619-2133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29607,5383,0 さくら橋調剤薬局 〒131-0032 （後発調１）第284348号    平成28年 4月 1日
     墨田区東向島三丁目３０番１８号
     03-3610-4316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29707,5384,8 株式会社　フヂヤ薬局〒131-0031 （後発調１）第282501号    平成28年 4月 1日
     墨田区墨田五丁目３９番３号
     03-3611-6519  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29807,5403,6 コトブキ調剤薬局　両〒130-0015 （後発調１）第287434号    平成29年 1月 1日
     国店 墨田区横網一丁目１０番８号　ハ
     イシティー両国横網１０１
     03-5819-2860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29907,5411,9 スマイル薬局　墨田横〒130-0003 （後発調１）第281434号    平成28年 4月 1日
     川店 墨田区横川五丁目８番２２号
     03-6658-8765  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30007,5414,3 中川薬局　吾妻橋店 〒130-0001 （後発調１）第281569号    平成28年 4月 1日
     墨田区吾妻橋一丁目８番９号　マ
     ンスリーマンション浅草１階
     03-5637-2321  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30107,5431,7 ベイ薬局　向島店 〒131-0032 （後発調１）第281170号    平成28年 4月 1日
     墨田区東向島六丁目１０番９号　
     川口ビル１階
     03-6231-9523  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30207,5432,5 あいわ薬局 〒131-0032 （後発調１）第285351号    平成28年 4月 1日
     墨田区東向島六丁目５２番７号
     03-6657-5902  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30307,5434,1 パール薬局　石原店 〒130-0011 （後発調１）第293742号    平成29年 8月 1日
     墨田区石原三丁目１９番１０号　
     ライオンズマンション両国第５　
     １０２号
     03-5608-3140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30407,5438,2 共創未来　太平薬局 〒130-0012 （後発調１）第292437号    平成29年 6月 1日
     墨田区太平三丁目１９番７号
     03-3621-0873  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30507,5439,0 ヒロ薬局　錦糸町店 〒130-0012 （後発調１）第287564号    平成29年 1月 1日
     墨田区太平三丁目１８番５号　千
     代津ビル１階
     03-6240-4462  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30607,5440,8 さくら薬局　横網店 〒130-0015 （後発調１）第283031号    平成28年 5月 1日
     墨田区横網二丁目６番１０号
     03-5619-1198  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30707,5443,2 ベイ薬局　押上店 〒131-0045 （後発調１）第281172号    平成28年 4月 1日
     墨田区押上一丁目１１番４号　レ
     ガーレ伊勢元１階
     03-5809-7727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30807,5448,1 墨東ロイヤル薬局 〒130-0022 （後発調１）第284460号    平成28年 7月 1日
     墨田区江東橋四丁目２２番８号　
     長谷川ビル１～２階
     03-5600-3787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30907,5449,9 たちばな薬局 〒131-0043 （後発調１）第281292号    平成28年 4月 1日
     墨田区立花一丁目２３番５号　サ
     ンタウン立花１０３
     03-3611-7479  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31007,5462,2 田辺薬局　墨田押上店〒130-0003 （後発調１）第287830号    平成29年 2月 1日
     墨田区横川三丁目１１番１４号　
     マツマルビル１階
     03-5611-6161  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31107,5464,8 両国薬局　東口店 〒130-0026 （後発調１）第294130号    平成29年 9月 1日
     墨田区両国四丁目３７番４号　大
     場ビル１階
     03-3632-3400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31207,5466,3 あすなろ薬局　スカイ〒131-0033 （後発調１）第287779号    平成29年 2月 1日
     ツリー駅前店 墨田区向島一丁目３２番７号　Ｋ
     Ｓビル１階
     03-5637-8370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31307,5474,7 薬局くすりの福太郎　〒131-0046 （後発調１）第288269号    平成29年 3月 1日
     京島１丁目店 墨田区京島一丁目２番２号　イー
     ストコア曳舟三番館　Ｆ１０１号
     室
     03-5655-1129  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31407,5476,2 創健薬局 〒131-0045 （後発調１）第288028号    平成29年 1月 1日
     墨田区押上三丁目１７番９号　
     03-3612-1957  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31507,5483,8 ミツワ薬局　両国駅前〒130-0015 （後発調１）第296043号    平成29年12月11日
     店 墨田区横網一丁目３番１２号
     03-3846-3426  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31608,5011,5 外山薬局 〒136-0073 （後発調１）第280433号    平成28年 4月 1日
     江東区北砂二丁目１番２０号
     03-3644-6457  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31708,5145,1 仁生堂薬局 〒136-0073 （後発調１）第287619号    平成29年 2月 1日
     江東区北砂五丁目１５番６号
     03-3699-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31808,5175,8 タツミ薬局 〒135-0053 （後発調１）第289681号    平成28年 4月 1日
     江東区辰巳一丁目９番５１号
     03-3521-1155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31908,5184,0 沢真薬局 〒135-0061 （後発調１）第286314号    平成28年11月 1日
     江東区豊洲五丁目２番１０号　沢
     真ビル１階
     03-3531-2281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32008,5192,3 ヒロ薬局 〒135-0013 （後発調１）第281429号    平成28年 4月 1日
     江東区千田６番１４号　西尾ビル
     １階
     03-3649-0170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32108,5200,4 平田調剤薬局 〒136-0072 （後発調１）第294701号    平成29年11月 1日
     江東区大島七丁目３６番４号
     03-3683-9863  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32208,5219,4 とまと薬局 〒136-0072 （後発調１）第280047号    平成28年 4月 1日
     江東区大島六丁目９番１１号　メ
     ゾンササキ１階
     03-3681-7195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32308,5232,7 みよし薬局 〒135-0022 （後発調１）第288227号    平成28年 4月 1日
     江東区三好二丁目８番１０号
     03-3630-8620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32408,5237,6 大島薬局 〒136-0072 （後発調１）第283661号    平成28年 6月 1日
     江東区大島二丁目３７番９号　日
     神パレステージ２０３号
     03-5609-2009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32508,5255,8 原田薬局 〒136-0073 （後発調１）第284557号    平成28年 7月 1日
     江東区北砂三丁目１４番２０号
     03-3645-8136  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32608,5257,4 マリー薬局 〒136-0074 （後発調１）第281981号    平成28年 4月 1日
     江東区東砂四丁目１５番１０号
     03-3699-9311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32708,5293,9 あおい薬局 〒136-0074 （後発調１）第282575号    平成28年 4月 1日
     江東区東砂七丁目９番１０号　吉
     野ビル１階
     03-3615-1212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32808,5294,7 さいとう薬局　みなみ〒135-0016 （後発調１）第284839号    平成28年 4月 1日
     店 江東区東陽三丁目２番１０号　関
     口ビル１階
     03-5632-1341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32908,5313,5 ほうゆう薬局 〒136-0072 （後発調１）第281545号    平成28年 4月 1日
     江東区大島四丁目８番１６号
     03-3681-4748  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33008,5331,7 高橋薬局　ファミロー〒135-0005 （後発調１）第285151号    平成28年 9月 1日
     ド店 江東区高橋１４番２５号　ヒシヌ
     マビル１階
     03-5669-2205  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33108,5332,5 五ノ橋薬局 〒136-0071 （後発調１）第290145号    平成29年 4月 1日
     江東区亀戸一丁目２８番７号　　
     １階
     03-3684-2988  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33208,5348,1 ニスモ薬局　南砂店 〒136-0076 （後発調１）第290484号    平成29年 4月 1日
     江東区南砂七丁目１４番９号　ミ
     コノス１０１
     03-5677-3121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33308,5356,4 和光薬局　西大島店 〒136-0072 （後発調１）第288761号    平成28年 4月 1日
     江東区大島一丁目３３番１５号　
     ネルフマスヤマビル１階
     03-5626-3424  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33408,5360,6 メディトピア江東薬局〒136-0073 （後発調１）第284807号    平成28年 4月 1日
     江東区北砂六丁目２７番１８号
     03-3615-1171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33508,5362,2 ベイ薬局　扇橋店 〒135-0011 （後発調１）第283996号    平成28年 7月 1日
     江東区扇橋二丁目１７番３号　秋
     元ビル１階
     03-3615-7886  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33608,5394,5 薬局くすりの福太郎　〒136-0076 （後発調１）第288270号    平成29年 3月 1日
     南砂店 江東区南砂五丁目３番４号　永楽
     ビル１階
     03-5677-5071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33708,5398,6 薬局くすりの福太郎　〒135-0016 （後発調１）第295100号    平成29年11月 1日
     東陽町店 江東区東陽三丁目２７番３２号　
     玉河ビル１階
     03-5665-5982  (03-5665-5995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33808,5414,1 新砂薬局 〒136-0075 （後発調１）第295762号    平成30年 1月 1日
     江東区新砂三丁目３番５３号　ア
     ルカナール南砂１階Ａ、Ｂ
     03-5653-7191  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33908,5432,3 豊洲薬局 〒135-0061 （後発調１）第287489号    平成29年 1月 1日
     江東区豊洲四丁目１番２１号　小
     幡ビル１階
     03-3533-6109  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34008,5439,8 薬局マツモトキヨシ　〒135-0021 （後発調１）第295678号    平成30年 1月 1日
     白河三丁目店 江東区白河三丁目４番３号　イー
     ストコモンズ清澄白河クロントタ
     ワー
     03-3642-3941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34108,5443,0 ファミリー薬局　東陽〒136-0076 （後発調１）第285828号    平成28年10月 1日
     町店 江東区南砂二丁目６番３号　サン
     ライズ東陽ビル地下１階
     03-5665-1321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34208,5446,3 薬局くすりの福太郎　〒136-0072 （後発調１）第293240号    平成29年 7月 1日
     大島店 江東区大島六丁目８番２号
     03-5858-1931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34308,5453,9 外山薬局　南砂支店 〒136-0076 （後発調１）第285003号    平成28年 8月 1日
     江東区南砂一丁目１０番２号
     03-3647-9300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34408,5455,4 りゅう薬局 〒135-0061 （後発調１）第284446号    平成28年 7月 1日
     江東区豊洲四丁目９番１３－１３
     ２号　東京フロントコート
     03-3531-4913  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34508,5456,2 志宝薬局　南砂店 〒136-0076 （後発調１）第284275号    平成28年 7月 1日
     江東区南砂二丁目３番１９号
     03-3647-0772  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34608,5460,4 ヘルス薬局 〒135-0001 （後発調１）第282997号    平成28年 5月 1日
     江東区毛利一丁目２番１０号　イ
     ガミビル
     03-3635-9416  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34708,5463,8 薬局くすりの福太郎　〒136-0072 （後発調１）第296355号    平成30年 2月 1日
     公団店 江東区大島六丁目１番２号　１０
     ２号
     03-5628-8060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34808,5464,6 タカラ薬局　東陽 〒135-0016 （後発調１）第285869号    平成28年10月 1日
     江東区東陽四丁目１０番３号
     03-3649-8777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34908,5473,7 志宝薬局　木場店 〒135-0042 （後発調１）第290080号    平成29年 4月 1日
     江東区木場五丁目８番８号
     03-3642-6206  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35008,5479,4 フラワー薬局　木場店〒135-0023 （後発調１）第285593号    平成28年10月 1日
     江東区平野三丁目２番１０号　ヒ
     マワリビル１階
     03-5646-8787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35108,5488,5 松田薬局　扇橋店 〒135-0011 （後発調１）第285461号    平成28年 4月 1日
     江東区扇橋三丁目５番７号
     03-3640-8799  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35208,5495,0 イオン薬局　南砂店 〒136-0076 （後発調１）第293791号    平成29年 8月 1日
     江東区南砂六丁目７番１５号　イ
     オン南砂店１階
     03-5677-3514  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35308,5499,2 大洋薬局　亀戸店 〒136-0071 （後発調１）第288568号    平成28年 4月 1日
     江東区亀戸九丁目３４番１号　１
     ３９号
     03-3683-4301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35408,5500,7 サクラ薬局 〒135-0002 （後発調１）第280184号    平成28年 4月 1日
     江東区住吉一丁目１５番１１号　
     シャンティ住吉１０１号
     03-3633-0532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35508,5501,5 ファーマライズ薬局　〒136-0071 （後発調１）第287479号    平成29年 1月 1日
     亀戸店 江東区亀戸八丁目９番８号
     03-3636-1282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35608,5505,6 なの花薬局　大島店 〒136-0072 （後発調１）第284340号    平成28年 7月 1日
     江東区大島一丁目１番５号　ＶＩ
     Ｐ大島１階
     03-5628-2877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35708,5511,4 スギ薬局　大島店 〒136-0072 （後発調１）第283498号    平成28年 4月 1日
     江東区大島四丁目５番１４号　プ
     ラウド西大島１０２
     03-5628-2261  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35808,5514,8 タカラ薬局　豊洲店 〒135-0061 （後発調１）第284419号    平成28年 7月 1日
     江東区豊洲二丁目５番３号　パー
     クシティ豊洲１階
     03-6906-8557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35908,5527,0 ぱぱす薬局　東砂店 〒136-0074 （後発調１）第288359号    平成28年 4月 1日
     江東区東砂七丁目１９番１５号
     03-5617-3211  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36008,5530,4 イオン薬局　第二東雲〒135-0062 （後発調１）第296154号    平成30年 2月 1日
     店 江東区東雲一丁目９番１０号　イ
     オン東雲ショッピングセンター２
     階
     03-6857-0480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36108,5535,3 ヒロ薬局さくらべーる〒135-0011 （後発調１）第283170号    平成28年 5月 1日
     江東区扇橋二丁目１番３号　Ｅ・
     Ｔ－２１ビル１０１
     03-6458-6408  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36208,5538,7 深一調剤薬局 〒135-0033 （後発調１）第284420号    平成28年 7月 1日
     江東区深川一丁目５番９号
     03-3820-0225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36308,5541,1 あけぼの薬局　森下店〒135-0004 （後発調１）第291606号    平成29年 5月 1日
     江東区森下四丁目１５番１１号　
     森下ツインキャッスルＳ棟１階
     03-5669-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36408,5550,2 亀戸調剤薬局 〒136-0071 （後発調１）第284347号    平成28年 4月 1日
     江東区亀戸六丁目４２番１号
     03-5609-3413  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36508,5551,0 薬局くすりの福太郎　〒136-0072 （後発調１）第296354号    平成30年 2月 1日
     大島駅前店 江東区大島六丁目８番２５号
     03-5836-6629  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36608,5559,3 ひなた薬局 〒135-0002 （後発調１）第287874号    平成28年 4月 1日
     江東区住吉一丁目１９番１号　ツ
     インタワーすみとし１１９号室
     03-3633-1592  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36708,5562,7 そうごう薬局　亀戸駅〒136-0071 （後発調１）第285407号    平成28年 9月 1日
     前店 江東区亀戸五丁目３番２号　サン
     タモニカ亀戸１階
     03-6807-0831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36808,5564,3 ぱぱす薬局　豊洲フォ〒135-0061 （後発調１）第283914号    平成28年 6月 1日
     レシア店 江東区豊洲三丁目２番２４号　豊
     洲フォレシア１階
     03-5547-9066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36908,5565,0 杏林堂薬局　深川店 〒135-0043 （後発調１）第281925号    平成28年 4月 1日
     江東区塩浜二丁目５番２３号　汐
     浜サンハイツ１０１
     03-5677-5157  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37008,5567,6 ぱぱす薬局　南砂町駅〒136-0075 （後発調１）第287724号    平成29年 2月 1日
     前店 江東区新砂三丁目１番９号　
     03-5677-8072  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37108,5570,0 あなたの薬局 〒135-0011 （後発調１）第282826号    平成28年 4月 1日
     江東区扇橋二丁目６番１２号　ス
     トーク扇橋１０１号
     03-5633-8563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37208,5572,6 ひまり薬局　菊川店 〒135-0004 （後発調１）第292977号    平成29年 7月 1日
     江東区森下四丁目２３番９号
     03-5625-3127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37308,5574,2 ファーマみらい北砂５〒136-0073 （後発調１）第296683号    平成30年 3月 1日
     丁目薬局 江東区北砂五丁目２０番８号　１
     階Ａ
     03-6666-1821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37408,5577,5 なでしこ薬局 〒135-0033 （後発調１）第287145号    平成28年12月 1日
     江東区深川一丁目１番２号　協和
     ビル１階
     03-6458-5835  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37508,5578,3 さくら薬局　東陽店 〒135-0016 （後発調１）第290523号    平成29年 4月 1日
     江東区東陽四丁目６番２号　成子
     ビル１階
     03-5665-0369  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37608,5579,1 アリス調剤薬局 〒136-0072 （後発調１）第295378号    平成29年12月 1日
     江東区大島二丁目４１番１６号　
     文洋ビル１階
     03-6807-0661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37708,5580,9 杏林堂薬局　豊洲店 〒135-0061 （後発調１）第281928号    平成28年 4月 1日
     江東区豊洲四丁目４番２８号　浦
     島ビル１階１０１
     03-5534-9817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37808,5582,5 ヤマグチ薬局　砂町店〒136-0073 （後発調１）第286555号    平成28年12月 1日
     江東区北砂五丁目１４番３号　Ｓ
     －ＡＮＮＥＸ　１０２
     03-5690-2601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37908,5583,3 つかさ調剤薬局 〒136-0076 （後発調１）第286024号    平成28年 4月 1日
     江東区南砂七丁目４番３号
     03-3615-6822  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38008,5591,6 あけぼの薬局　亀戸店〒136-0071 （後発調１）第294647号    平成29年10月 1日
     江東区亀戸二丁目２７番１３号　
     田部井ビル１階
     03-3636-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38108,5592,4 ドリーム薬局　大島店〒136-0072 （後発調１）第295471号    平成29年12月 1日
     江東区大島五丁目８番８号　ＬＩ
     ＯＮ大島１階
     03-6807-0860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38208,5593,2 薬局くすりの福太郎　〒135-0062 （後発調１）第294118号    平成29年 9月 1日
     東雲店 江東区東雲一丁目９番１４号　１
     ０１号室
     03-5547-3703  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38308,5594,0 遠山薬局 〒135-0047 （後発調１）第283615号    平成28年 5月 1日
     江東区富岡一丁目９番１０号
     03-3642-1080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38408,5598,1 ハックドラッグ　アト〒136-0071 （後発調１）第286081号    平成28年 9月 1日
     レ亀戸薬局 江東区亀戸五丁目１番１号　アト
     レ亀戸２２３２
     03-5628-1191  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38508,5600,5 アイセイ薬局　森下店〒135-0004 （後発調１）第286827号    平成28年10月 1日
     江東区森下三丁目２０番６号　モ
     ナークコート１０１
     03-5669-6138  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38608,5604,7 スギ薬局　江東千石店〒135-0015 （後発調１）第294767号    平成29年11月 1日
     江東区千石一丁目５番１２号
     03-6659-8591  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38708,5605,4 ＢＭＡ　りゅう薬局 〒135-0063 （後発調１）第296551号    平成30年 3月 1日
     江東区有明一丁目４番１１号　ブ
     リリアマーレ有明１Ｆクリニック
     スペース
     03-5579-6511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38808,5609,6 原田薬局　西大島店 〒136-0072 （後発調１）第295010号    平成29年11月 1日
     江東区大島三丁目４番３号　タワ
     ーレジデンス西大島
     03-5875-2173  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38908,5612,0 ウエルシア薬局　ダイ〒136-0072 （後発調１）第294313号    平成29年10月 1日
     エー東大島店 江東区大島七丁目３８番３０号　
     ２階
     03-5609-7048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39008,5613,8 きよすみ薬局 〒135-0024 （後発調１）第294631号    平成29年10月 1日
     江東区清澄三丁目４番１１号
     03-6458-5705  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39108,5616,1 ニスモ薬局 〒136-0073 （後発調１）第293540号    平成29年 7月 1日
     江東区北砂二丁目６番６号　松岡
     ビル１階
     03-3699-9896  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39208,5623,7 西大島薬局 〒136-0072 （後発調１）第295767号    平成29年12月 1日
     江東区大島一丁目３６番５号　江
     東ビル１階
     03-3636-5980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39309,5254,9 ポッポ堂薬局　八潮店〒140-0003 （後発調１）第287515号    平成29年 1月 1日
     品川区八潮五丁目１２番６８号　
     １０２
     03-3799-1361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39409,5261,4 八潮調剤薬局 〒140-0003 （後発調１）第283581号    平成28年 4月 1日
     品川区八潮五丁目６番３７号　１
     棟１階
     03-3799-1958  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39509,5284,6 クリーン薬局 〒140-0002 （後発調１）第280890号    平成28年 4月 1日
     品川区東品川三丁目１８番３号　
     神興ビル１階
     03-3472-2411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39609,5308,3 白金薬局　品川店 〒140-0001 （後発調１）第285547号    平成28年 9月 1日
     品川区北品川二丁目８番５号　品
     川サービスセンター１階
     03-3740-2333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39709,5313,3 台場薬局 〒140-0002 （後発調１）第280883号    平成28年 4月 1日
     品川区東品川一丁目６番２３号
     03-3450-8511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39809,5332,3 青横ファーマシー薬局〒140-0004 （後発調１）第280879号    平成28年 4月 1日
     品川区南品川三丁目５番８号　Ｍ
     Ａビル１階
     03-5461-8255  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39909,5343,0 アゼリア薬局 〒140-0001 （後発調１）第280294号    平成28年 4月 1日
     品川区北品川三丁目３番５号　北
     品川御殿山ビル１階
     03-5479-2437  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40009,5349,7 みつぎ薬局 〒141-0033 （後発調１）第280956号    平成28年 4月 1日
     品川区西品川二丁目６番４号　メ
     ゾン岩村１０１号
     03-3493-1493  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40109,5379,4 つばさ薬局 〒142-0063 （後発調１）第280848号    平成28年 4月 1日
     品川区荏原四丁目６番１６号
     03-3784-0212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40209,5399,2 いずみ薬局 〒142-0064 （後発調１）第282201号    平成28年 4月 1日
     品川区旗の台一丁目３番８号
     03-3786-9522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40309,5446,1 わかば薬局 〒142-0054 （後発調１）第285051号    平成28年 4月 1日
     品川区西中延二丁目１５番２３号
     　アネックス旗の台１階
     03-5702-9011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40409,5456,0 イシダ薬局　西五反田〒141-0031 （後発調１）第284353号    平成28年 4月 1日
     店 品川区西五反田二丁目１４番２号
     　　五反田ＹＮビルＢＦ１号室
     03-3493-7203  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40509,5485,9 薬局マツモトキヨシ　〒142-0063 （後発調１）第295078号    平成29年11月 1日
     武蔵小山店 品川区荏原三丁目６番２号
     03-5498-5223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40609,5507,0 日生薬局　大井町店 〒140-0011 （後発調１）第285951号    平成28年10月 1日
     品川区東大井六丁目４番３号　エ
     ストメール東大井
     03-5767-8931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40709,5512,0 のぞみ薬局 〒142-0064 （後発調１）第283922号    平成28年 4月 1日
     品川区旗の台四丁目１番１０号
     03-5788-4161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40809,5513,8 サン調剤薬局 〒140-0014 （後発調１）第280296号    平成28年 4月 1日
     品川区大井一丁目４２番１２号
     03-3776-5161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40909,5514,6 なかよし薬局 〒142-0051 （後発調１）第287421号    平成29年 1月 1日
     品川区平塚一丁目８番１６号　コ
     ーポタイコー１階
     03-3783-3212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41009,5515,3 不動前グリーンファー〒141-0031 （後発調１）第284492号    平成28年 4月 1日
     マシー薬局 品川区西五反田五丁目９番６号　
     矢崎ビル１階
     03-5437-2380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41109,5516,1 南大井薬局 〒140-0013 （後発調１）第288839号    平成29年 4月 1日
     品川区南大井六丁目２１番１５号
     03-6404-3055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41209,5524,5 ゆりかもめ薬局 〒140-0001 （後発調１）第280567号    平成28年 4月 1日
     品川区北品川三丁目３番８号　三
     徳ビル１階
     03-3474-3281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41309,5537,7 ふたば調剤薬局 〒141-0022 （後発調１）第282195号    平成28年 4月 1日
     品川区東五反田四丁目１１番１４
     号
     03-3473-4841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41409,5541,9 薬局しなやく 〒141-0031 （後発調１）第285283号    平成28年 9月 1日
     品川区西五反田三丁目６番６号
     03-5759-5455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41509,5543,5 ふたば薬局 〒142-0043 （後発調１）第294662号    平成29年11月 1日
     品川区二葉四丁目１４番１０号
     03-3786-8034  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41609,5545,0 ペンギン薬局 〒140-0013 （後発調１）第286160号    平成28年11月 1日
     品川区南大井六丁目２１番３号　
     １階
     03-5762-1459  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41709,5546,8 たつみ薬局 〒140-0015 （後発調１）第287802号    平成28年 4月 1日
     品川区西大井一丁目５番１号
     03-3775-6567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41809,5549,2 イイダ薬局 〒140-0013 （後発調１）第283792号    平成28年 4月 1日
     品川区南大井六丁目１１番１０号
     03-3761-3318  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41909,5571,6 サラダ薬局 〒142-0042 （後発調１）第282344号    平成28年 4月 1日
     品川区豊町一丁目４番１３号
     03-5749-8221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42009,5573,2 康樹堂薬局　旗ノ台店〒142-0063 （後発調１）第281481号    平成28年 4月 1日
     品川区荏原七丁目１１番１４号
     03-3783-7591  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42109,5582,3 薬局トモズ　品川シー〒140-0002 （後発調１）第293754号    平成29年 8月 1日
     サイドフォレスト店 品川区東品川四丁目１２番６号　
     品川シーサイドフォレスト日立ソ
     フトタワーＢ　１階
     03-5769-2295  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42209,5610,2 薬局トモズ　天王洲ア〒140-0002 （後発調１）第295472号    平成29年12月 1日
     イル店 品川区東品川二丁目３番１０号　
     天王洲シーフォートスクエア１階
     03-5479-7291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42309,5611,0 シンクパークファーマ〒141-0032 （後発調１）第284457号    平成28年 7月 1日
     シー調剤薬局 品川区大崎二丁目１番１号　Ｔｈ
     ｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ３階
     03-5745-3070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42409,5619,3 かもめ薬局　旗の台店〒142-0064 （後発調１）第288242号    平成29年 3月 1日
     品川区旗の台一丁目３番１７号
     03-3781-8651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42509,5621,9 戸越薬局 〒142-0052 （後発調１）第281497号    平成28年 4月 1日
     品川区東中延一丁目１番３号
     03-3783-3487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42609,5622,7 なかむら薬局 〒140-0004 （後発調１）第288969号    平成29年 4月 1日
     品川区南品川五丁目８番３４号　
     協栄ハイツ第２
     03-3474-6777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42709,5623,5 小山薬局 〒142-0062 （後発調１）第287940号    平成29年 2月 1日
     品川区小山三丁目２番１号
     03-3760-2460  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42809,5625,0 イオン薬局　品川シー〒140-0002 （後発調１）第282331号    平成28年 4月 1日
     サイド店 品川区東品川四丁目１２番５号
     03-5460-9385  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42909,5628,4 スギ薬局　武蔵小山店〒142-0062 （後発調１）第283491号    平成28年 4月 1日
     品川区小山三丁目８番４号
     03-5751-7605  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43009,5629,2 ニコニコ薬局　中延店〒142-0053 （後発調１）第287932号    平成29年 2月 1日
     品川区中延三丁目７番７号
     03-6426-4680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43109,5636,7 不二屋薬局 〒141-0032 （後発調１）第286546号    平成28年12月 1日
     品川区大崎二丁目９番１号　ＳＢ
     １０１号
     03-3493-0228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43209,5638,3 青横ファーマシー薬局〒140-0011 （後発調１）第286321号    平成28年11月 1日
     　大井町店 品川区東大井五丁目１３番３号
     03-5780-0066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43309,5642,5 コスモス薬局 〒142-0043 （後発調１）第281934号    平成28年 4月 1日
     品川区二葉二丁目２２番４号
     03-5788-6028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43409,5647,4 さくら薬局　大森店 〒140-0013 （後発調１）第284366号    平成28年 7月 1日
     品川区南大井六丁目２０番９号　
     グリュック南大井１階
     03-5753-0919  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43509,5653,2 ケイポート薬局　東五〒141-0022 （後発調１）第284914号    平成28年 8月 1日
     反田店 品川区東五反田二丁目１０番３号
     　東五反田レジデンス１０１
     03-5791-2027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43609,5666,4 成光堂薬局 〒142-0052 （後発調１）第283083号    平成28年 5月 1日
     品川区東中延二丁目１０番１３号
     03-3781-2587  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43709,5672,2 旗の台フレンド薬局 〒142-0064 （後発調１）第296315号    平成30年 2月 1日
     品川区旗の台四丁目１番７号　谷
     口ビル１階
     03-6426-8544  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43809,5682,1 ケイポート薬局　南品〒140-0004 （後発調１）第283939号    平成28年 6月 1日
     川店 品川区南品川三丁目６番３９号
     03-5782-8321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43909,5693,8 森薬局　西中延店 〒142-0054 （後発調１）第287847号    平成29年 2月 1日
     品川区西中延二丁目９番４号
     03-6426-9914  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44009,5695,3 バンビー薬局　大井町〒140-0014 （後発調１）第289391号    平成28年 4月 1日
     店 品川区大井一丁目１６番２号　ブ
     リリア大井町ラヴィアンタワー１
     階１０８
     03-3771-8946  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44109,5696,1 おひさま薬局 〒142-0053 （後発調１）第281816号    平成28年 4月 1日
     品川区中延二丁目９番２号　遠藤
     ビル１階
     03-5749-3417  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44209,5697,9 日生薬局　五反田店 〒141-0022 （後発調１）第285459号    平成28年 9月 1日
     品川区東五反田四丁目７番３６号
     03-3446-7267  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44309,5701,9 つくし薬局　大崎広小〒141-0031 （後発調１）第287514号    平成29年 1月 1日
     路店 品川区西五反田八丁目４番１５号
     03-6303-9363  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44409,5706,8 スピカ調剤薬局 〒141-0022 （後発調１）第293910号    平成29年 9月 1日
     品川区東五反田二丁目１８番１号
     　大崎フォレストビルディング１
     階
     03-3445-5570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44509,5709,2 スギ薬局　南大井店 〒140-0013 （後発調１）第283512号    平成28年 4月 1日
     品川区南大井四丁目２番２２号　
     スキーム南大井ビル１階
     03-6404-8992  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44609,5712,6 クオール薬局　小山台〒142-0062 （後発調１）第285358号    平成28年 9月 1日
     店 品川区小山三丁目５番６号　ロジ
     マン武蔵小山１階
     03-5724-6010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44709,5723,3 ハーティ薬局　北品川〒140-0001 （後発調１）第294547号    平成29年10月 1日
     店 品川区北品川一丁目２３番１８号
     　海文堂ビル１階
     03-6718-4571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44809,5727,4 ひのき薬局 〒142-0043 （後発調１）第284835号    平成28年 4月 1日
     品川区二葉一丁目７番１１号
     03-3788-8761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44909,5735,7 御代の台薬局　品川二〒142-0043 （後発調１）第283092号    平成28年 5月 1日
     葉店 品川区二葉四丁目１６番４号　南
     部ビル１階
     03-3787-0466  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45009,5741,5 ヒロ薬局　旗の台店 〒142-0054 （後発調１）第293139号    平成29年 7月 1日
     品川区西中延二丁目１５番２２号
     03-5749-1681  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45109,5747,2 エール薬局　大井町店〒140-0011 （後発調１）第285427号    平成28年 9月 1日
     品川区東大井五丁目１４番１６号
     　大井町ＭＣビル１階
     03-6712-4066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45209,5748,0 たんぽぽ薬局　大崎店〒141-0001 （後発調１）第295377号    平成29年12月 1日
     品川区北品川五丁目４番１号　大
     崎ブライトプラザ２階
     03-5798-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45309,5751,4 調剤薬局オレンジファ〒142-0062 （後発調１）第281966号    平成28年 4月 1日
     ーマシー 品川区小山六丁目４番１４号　メ
     ディケア西小山１階
     03-3785-7300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45409,5752,2 すずらん薬局　戸越店〒142-0063 （後発調１）第280451号    平成28年 4月 1日
     品川区荏原二丁目３番４号
     03-3788-2147  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45509,5755,5 あさひ薬局　二葉店 〒142-0043 （後発調１）第284330号    平成28年 7月 1日
     品川区二葉一丁目３番２８号
     03-5751-2130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45609,5756,3 ポッポ堂薬局　大井店〒140-0014 （後発調１）第287799号    平成28年 4月 1日
     品川区大井四丁目２番２号　　１
     階
     03-3771-5518  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45709,5761,3 田辺薬局　品川荏原店〒142-0053 （後発調１）第293234号    平成29年 7月 1日
     品川区中延五丁目２番２号　ザ・
     パークハウス品川荏原町　１階
     03-5788-5540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45809,5772,0 アイセイ薬局　西大井〒140-0015 （後発調１）第286797号    平成28年10月 1日
     店 品川区西大井一丁目４番２５号　
     ２階
     03-5746-9180  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45909,5774,6 ひすい調剤薬局 〒142-0041 （後発調１）第293602号    平成29年 8月 1日
     品川区戸越五丁目８番３号　ハイ
     ストーンヴィラ１階
     03-3788-6771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46009,5782,9 薬局ホームケアファー〒140-0011 （後発調１）第296483号    平成30年 2月 1日
     マシー　東大井店 品川区東大井三丁目２番２５号　
     長沢ビル１階
     03-5753-2071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46110,5100,2 有限会社　司生堂薬局〒152-0023 （後発調１）第287846号    平成29年 2月 1日
     目黒区八雲一丁目７番１３号
     03-3717-2361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46210,5155,6 ツカハラ薬局 〒152-0004 （後発調１）第284941号    平成28年 4月 1日
     目黒区鷹番三丁目１８番２０号　
     塚原ビル１階
     03-3712-2690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46310,5258,8 キド薬局 〒152-0001 （後発調１）第283721号    平成28年 4月 1日
     目黒区中央町一丁目１７番１２号
     03-3710-5391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46410,5264,6 ファーコス薬局　くる〒152-0031 （後発調１）第281850号    平成28年 4月 1日
     み 目黒区中根二丁目１１番５号　ク
     ルミビル一階
     03-5701-6881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46510,5268,7 すみれ薬局 〒152-0033 （後発調１）第284710号    平成28年 4月 1日
     目黒区大岡山一丁目１番１２号
     03-3725-4300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46610,5270,3 桂香堂カブ薬局 〒153-0051 （後発調１）第283192号    平成28年 5月 1日
     目黒区上目黒二丁目１５番８号　
     シュロスゾンネ１階
     03-3715-3741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46710,5277,8 上目黒薬局 〒153-0051 （後発調１）第295558号    平成30年 1月 1日
     目黒区上目黒三丁目１３番１５号
     03-3760-4085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46810,5282,8 小林薬局 〒152-0035 （後発調１）第286011号    平成28年11月 1日
     目黒区自由が丘二丁目１５番６号
     03-3724-0777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46910,5283,6 クオール薬局　柿の木〒152-0022 （後発調１）第283069号    平成28年 5月 1日
     坂店 目黒区柿の木坂一丁目３０番７号
     　アトウレ柿の木坂１０１号
     03-5731-8189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47010,5285,1 稲垣薬局　新目黒店 〒153-0061 （後発調１）第283003号    平成28年 5月 1日
     目黒区中目黒一丁目１１番１１号
     　成幸ビル１階
     03-5722-9138  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47110,5299,2 恵比寿中央薬局 〒153-0062 （後発調１）第294818号    平成29年11月 1日
     目黒区三田一丁目１１番２９号
     03-5794-5220  (03-5794-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47210,5301,6 武蔵野調剤薬局　目黒〒153-0063 （後発調１）第285810号    平成28年10月 1日
     店 目黒区目黒三丁目１番７号　日生
     住宅目黒マンション１０１
     03-3791-0538  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47310,5313,1 カブ薬局 〒153-0051 （後発調１）第285729号    平成28年10月 1日
     目黒区上目黒二丁目２５番１４号
     03-3712-0519  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47410,5315,6 目黒中央薬局 〒153-0051 （後発調１）第287824号    平成28年 4月 1日
     目黒区上目黒五丁目３２番６号　
     フローラルコート１階
     03-3719-7545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47510,5328,9 ケヤキ薬局 〒153-0061 （後発調１）第294497号    平成29年10月 1日
     目黒区中目黒五丁目２８番２１号
     　ＳＶ祐天寺ビル１階
     03-5722-3331  (03-5722-4950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47610,5348,7 ヤマグチ薬局　学芸大〒152-0004 （後発調１）第293855号    平成29年 9月 1日
     駅前店 目黒区鷹番三丁目７番８号　グラ
     ンデ学芸大１０１
     03-5724-5020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47710,5369,3 東が丘薬局 〒152-0021 （後発調１）第295679号    平成30年 1月 1日
     目黒区東が丘二丁目６番１７号
     03-5486-2965  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47810,5373,5 つるさん薬局 〒153-0051 （後発調１）第281318号    平成28年 4月 1日
     目黒区上目黒三丁目１０番３号　
     メイツ扶翼中目黒１０２－１
     03-5773-1980  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47910,5376,8 メープル薬局 〒152-0002 （後発調１）第283266号    平成28年 5月 1日
     目黒区目黒本町五丁目３０番６号
     　コンフォール目黒１０５
     03-5773-1383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48010,5384,2 キタオカ薬局　中目黒〒153-0051 （後発調１）第280593号    平成28年 4月 1日
     本店 目黒区上目黒一丁目２６番１号　
     中目黒アトラスタワー３０３
     03-6412-8937  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48110,5388,3 薬局桂香堂ファーマシ〒153-0051 （後発調１）第281214号    平成28年 4月 1日
     ー 目黒区上目黒二丁目８番６号　谷
     島ビル１階
     03-3715-3752  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48210,5394,1 さくら薬局　中目黒店〒153-0043 （後発調１）第287116号    平成28年12月 1日
     目黒区東山一丁目４番４号　目黒
     東山ビル１階
     03-3710-3831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48310,5397,4 ケヤキ薬局　駅前店 〒153-0052 （後発調１）第284932号    平成28年 8月 1日
     目黒区祐天寺二丁目１４番８号　
     ウエストフォトビル１階
     03-3710-5178  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48410,5413,9 駒沢通り薬局 〒152-0001 （後発調１）第288757号    平成28年 4月 1日
     目黒区中央町二丁目４０番８号　
     長瀬ビル１階
     03-6412-7318  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48510,5415,4 目黒通りあおい薬局 〒153-0065 （後発調１）第280001号    平成28年 4月 1日
     目黒区中町一丁目２８番４号　イ
     ニシアイオ目黒学芸大学１０７
     03-6412-7235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48610,5427,9 健ナビ薬樹薬局　都立〒152-0031 （後発調１）第289128号    平成28年 4月 1日
     大学 目黒区中根二丁目１２番５号　大
     菊ビル１階
     03-5731-1347  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48710,5429,5 ファーコス薬局　ひか〒152-0001 （後発調１）第288246号    平成29年 3月 1日
     り 目黒区中央町二丁目１３番１０号
     　第一菫寮１階
     03-5722-2271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48810,5437,8 ココカラファイン薬局〒152-0031 （後発調１）第294122号    平成29年 9月 1日
     都立大学中根店 目黒区中根一丁目６番６号　都立
     大渡辺ビル１階
     03-5731-1158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48910,5439,4 セイジョー薬局　自由〒152-0035 （後発調１）第295039号    平成29年11月 1日
     が丘店 目黒区自由が丘二丁目１１番１６
     号　日能研自由が丘ビル１階
     03-6421-3181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49010,5441,0 ヘルスケアセイジョー〒152-0011 （後発調１）第285875号    平成28年10月 1日
     薬局　西小山店 目黒区原町一丁目５番７号　１階
     03-3793-9045  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49110,5444,4 スギ薬局　学芸大学店〒152-0004 （後発調１）第285860号    平成28年10月 1日
     目黒区鷹番三丁目２０番１３号　
     アルス学芸大学鷹番館１階
     03-5794-9682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49210,5453,5 自由が丘あおい薬局 〒152-0035 （後発調１）第285394号    平成28年 9月 1日
     目黒区自由が丘三丁目７番９号
     03-6421-1697  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49310,5459,2 オークラ薬局 〒153-0064 （後発調１）第288487号    平成29年 4月 1日
     目黒区下目黒三丁目１３番１０号
     03-5704-1108  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49410,5464,2 アイン薬局　目黒店 〒153-0065 （後発調１）第285092号    平成28年 8月 1日
     目黒区中町二丁目３０番５号　敦
     岡ビル１階
     03-5768-6260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49510,5465,9 アイン薬局　目黒鷹番〒152-0004 （後発調１）第290276号    平成29年 4月 1日
     店 目黒区鷹番三丁目６番１８号　カ
     ザーナ学芸大学１階
     03-5725-8273  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49610,5467,5 スギ薬局　祐天寺店 〒153-0052 （後発調１）第285045号    平成28年 8月 1日
     目黒区祐天寺二丁目７番２３号　
     ラポルト祐天寺１階
     03-5734-1831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49710,5473,3 イオン薬局　イオンス〒152-0003 （後発調１）第291478号    平成29年 5月 1日
     タイル碑文谷 目黒区碑文谷四丁目１番１号　イ
     オンスタイル碑文谷４階
     03-3710-2272  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49810,5474,1 日本調剤　柿の木坂薬〒152-0023 （後発調１）第291695号    平成29年 5月 1日
     局 目黒区八雲一丁目３番６号　Ｋ－
     ｃｒｏｓｓビル１階
     03-5726-9931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49910,5478,2 たんぽぽ薬局　五本木〒153-0053 （後発調１）第291964号    平成29年 4月 1日
     店 目黒区五本木一丁目２０番６号
     03-5722-4551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50010,5479,0 メディスンショップ　〒153-0052 （後発調１）第291953号    平成29年 4月 1日
     さくら薬局 目黒区祐天寺二丁目１１番１２号
     03-3791-0776  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50110,5481,6 田辺薬局　緑ヶ丘南店〒152-0034 （後発調１）第294974号    平成29年10月 1日
     目黒区緑が丘三丁目７番７号
     03-3720-1641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50211,5039,0 有限会社　長栄堂薬局〒146-0082 （後発調１）第285170号    平成28年 9月 1日
     大田区池上六丁目１番２３号
     03-3751-0568  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50311,5347,7 チグサ薬局 〒144-0035 （後発調１）第282179号    平成28年 4月 1日
     大田区南蒲田二丁目１９番１０号
     03-3736-8911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50411,5358,4 福田薬局　仲六支店 〒144-0055 （後発調１）第283342号    平成28年 6月 1日
     大田区仲六郷三丁目１３番１０号
     03-3736-1703  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50511,5382,4 第一薬局 〒144-0051 （後発調１）第285991号    平成28年 4月 1日
     大田区西蒲田三丁目９番５号
     03-3753-3620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50611,5460,8 高橋薬局分室 〒144-0052 （後発調１）第294849号    平成29年11月 1日
     大田区蒲田二丁目１６番４号
     03-3736-2019  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50711,5468,1 ひまわり調剤薬局 〒146-0084 （後発調１）第287934号    平成29年 2月 1日
     大田区南久が原一丁目８番１５号
     03-3751-7328  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50811,5520,9 かみいけだい調剤薬局〒145-0064 （後発調１）第284471号    平成28年 4月 1日
     大田区上池台一丁目４５番１５号
     03-5499-4235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50911,5524,1 コクミン薬局　羽田駅〒144-0041 （後発調１）第280251号    平成28年 4月 1日
     店 大田区羽田空港三丁目３番２号　
     東京モノレール駅構内
     03-5756-7127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51011,5556,3 大野薬局 〒146-0094 （後発調１）第283944号    平成28年 7月 1日
     大田区東矢口二丁目１７番１２号
     03-3758-0660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51111,5567,0 大森プライマリー薬局〒143-0016 （後発調１）第282262号    平成28年 4月 1日
     大田区大森北一丁目１１番１８号
     　大森ハウス１０４号
     03-5762-8573  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51211,5577,9 うのき薬局 〒146-0091 （後発調１）第284518号    平成28年 7月 1日
     大田区鵜の木二丁目２番９号　檀
     Ｂ・Ｌ・Ｄ１階
     03-5482-8931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51311,5578,7 サン薬局　矢口店 〒146-0095 （後発調１）第280230号    平成28年 4月 1日
     大田区多摩川一丁目２１番１８号
     　ヴィクトリー田村１階
     03-3750-6279  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51411,5587,8 グリーン薬局 〒145-0071 （後発調１）第281934号    平成28年 4月 1日
     大田区田園調布二丁目４２番１８
     号　白十字メンテナンスビル１階
     03-3722-6871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51511,5602,5 すぎのき薬局 〒144-0033 （後発調１）第283136号    平成28年 4月 1日
     大田区東糀谷三丁目４番１８号
     03-3741-5100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51611,5605,8 つぐみ薬局 〒145-0074 （後発調１）第283783号    平成28年 4月 1日
     大田区東嶺町２０番２２号
     03-5700-8181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51711,5607,4 木下薬局 〒143-0016 （後発調１）第283289号    平成28年 6月 1日
     大田区大森北三丁目２９番１８号
     03-3761-0413  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51811,5636,3 うめやしき薬局 〒143-0014 （後発調１）第280137号    平成28年 4月 1日
     大田区大森中二丁目２０番４号　
     テルミコーポ１階
     03-5753-1361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51911,5641,3 フラワー薬局　西六郷〒144-0056 （後発調１）第289525号    平成28年 4月 1日
     店 大田区西六郷一丁目１４番１号　
     パレス西六郷１階
     03-5714-5020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52011,5643,9 里香薬局 〒144-0043 （後発調１）第283314号    平成28年 6月 1日
     大田区羽田二丁目１６番７号　１
     階
     03-5735-9036  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52111,5672,8 あすか薬局　上池台店〒145-0064 （後発調１）第283691号    平成28年 4月 1日
     大田区上池台五丁目１６番５号　
     増田ビル１０２
     03-5754-0637  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52211,5693,4 アリス薬局 〒145-0071 （後発調１）第294954号    平成29年11月 1日
     大田区田園調布二丁目３４番２号
     03-5483-1777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52311,5694,2 いそべ薬局 〒144-0043 （後発調１）第287588号    平成29年 2月 1日
     大田区羽田五丁目２４番１３号　
     １階
     03-5735-6620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52411,5698,3 ゆかり調剤薬局 〒144-0035 （後発調１）第280774号    平成28年 4月 1日
     大田区南蒲田二丁目２７番６号
     03-5703-2003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52511,5700,7 ニスモ薬局　仲池上店〒146-0081 （後発調１）第280283号    平成28年 4月 1日
     大田区仲池上一丁目１０番３号　
     ラシーヌ２
     03-5748-7297  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52611,5704,9 ふくだファーマスズキ〒144-0035 （後発調１）第284675号    平成28年 8月 1日
     薬局 大田区南蒲田三丁目１３番１２号
     03-5737-2670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52711,5713,0 薬局ミドリ・ファーマ〒143-0023 （後発調１）第283704号    平成28年 6月 1日
     シー　山王店 大田区山王三丁目９番６号
     03-3778-8964  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52811,5721,3 ナガエ薬局　ウィステ〒146-0085 （後発調１）第294646号    平成29年10月 1日
     リア 大田区久が原二丁目１２番１０号
     　ウィステリア久が原１階
     03-5747-1622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52911,5732,0 すみれ調剤薬局 〒146-0082 （後発調１）第287517号    平成29年 1月 1日
     大田区池上二丁目１５番２号
     03-3755-8801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53011,5743,7 山王薬局 〒143-0023 （後発調１）第284521号    平成28年 7月 1日
     大田区山王一丁目２４番１２号
     03-5743-7147  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53111,5744,5 あおぞら薬局 〒144-0034 （後発調１）第284128号    平成28年 7月 1日
     大田区西糀谷四丁目２１番１７号
     03-5735-5562  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53211,5748,6 久が原鈴薬局 〒146-0085 （後発調１）第284437号    平成28年 7月 1日
     大田区久が原三丁目３４番１３号
     　コロラードマルワ１０１
     03-5747-2820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53311,5750,2 ぷらむ薬局 〒144-0052 （後発調１）第281124号    平成28年 4月 1日
     大田区蒲田二丁目５番３号　カー
     スルＭ１階
     03-5714-1730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53411,5761,9 なつめ薬局 〒143-0015 （後発調１）第281888号    平成28年 4月 1日
     大田区大森西六丁目１５番１７号
     03-5753-3923  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53511,5770,0 スマイル薬局　池上店〒146-0082 （後発調１）第292616号    平成29年 6月 1日
     大田区池上七丁目６番１０号
     03-3755-7427  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53611,5771,8 みずほ薬局 〒143-0027 （後発調１）第285257号    平成28年 4月 1日
     大田区中馬込一丁目１番１号　夫
     婦坂ビル１階
     03-3777-6875  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53711,5792,4 クオール薬局　ちどり〒146-0083 （後発調１）第295513号    平成29年12月 1日
     店 大田区千鳥二丁目３９番６号
     03-3757-3989  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53811,5794,0 東西南北薬局　南のく〒145-0066 （後発調１）第282326号    平成28年 4月 1日
     じら店 大田区南雪谷二丁目３番４号　ウ
     サミマサノビル
     03-3728-8923  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53911,5801,3 薬樹薬局　雪谷 〒145-0065 （後発調１）第289080号    平成28年 4月 1日
     大田区東雪谷五丁目１番１号
     03-3748-3710  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  54011,5809,6 フィールド薬局　下丸〒146-0092 （後発調１）第286496号    平成28年12月 1日
     子店 大田区下丸子三丁目８番１６号　
     七福ビル１階
     03-5732-0230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54111,5812,0 おおぞら薬局 〒146-0095 （後発調１）第281694号    平成28年 4月 1日
     大田区多摩川一丁目３２番２２号
     03-3758-5081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54211,5816,1 スマイル薬局　久が原〒145-0074 （後発調１）第285826号    平成28年10月 1日
     店 大田区東嶺町３０番１７号
     03-3756-2581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54311,5838,5 つばさ薬局　ガス橋通〒146-0092 （後発調１）第293110号    平成29年 7月 1日
     り店 大田区下丸子三丁目２３番１０号
     03-5941-7277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54411,5841,9 アイビス薬局 〒143-0023 （後発調１）第296608号    平成30年 3月 1日
     大田区山王二丁目１９番３号
     03-3774-4870  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54511,5845,0 ＡＡＣ　つばめ薬局 〒146-0093 （後発調１）第287199号    平成29年 1月 1日
     大田区矢口二丁目１１番２４号　
     北嶋ビル１階
     03-3757-9005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54611,5849,2 サカエ薬局　蒲田店 〒144-0051 （後発調１）第280341号    平成28年 4月 1日
     大田区西蒲田七丁目２８番６号　
     モチヅキビル１階
     03-5713-3877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54711,5851,8 有限会社　鈴木薬局 〒144-0051 （後発調１）第283376号    平成28年 4月 1日
     大田区西蒲田五丁目４番２号　Ｍ
     Ｓビル１階
     03-3731-0347  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54811,5852,6 丸山薬局 〒144-0052 （後発調１）第287461号    平成28年 4月 1日
     大田区蒲田四丁目２０番２号　エ
     クセルピア蒲田二番館１０１
     03-3732-7011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54911,5869,0 ウエルシア薬局　大田〒144-0056 （後発調１）第286057号    平成28年 4月 1日
     西六郷店 大田区西六郷四丁目３６番８号
     03-5713-0972  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55011,5871,6 アクア薬局　六郷店 〒144-0055 （後発調１）第284869号    平成28年 4月 1日
     大田区仲六郷四丁目１６番１２号
     03-6424-9777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55111,5881,5 スマイル薬局　大森町〒143-0015 （後発調１）第281430号    平成28年 4月 1日
     店 大田区大森西五丁目１０番５号
     03-3761-0353  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55211,5892,2 共創未来　西糀谷薬局〒144-0034 （後発調１）第283172号    平成28年 5月 1日
     大田区西糀谷一丁目１３番１４号
     03-5735-5955  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55311,5896,3 のぞみ薬局　病院前店〒143-0024 （後発調１）第288345号    平成29年 3月 1日
     大田区中央四丁目３３番１３号
     03-6429-8923  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55411,5897,1 あおば薬局　田園調布〒145-0071 （後発調１）第286461号    平成28年 4月 1日
     店 大田区田園調布三丁目２５番１号
     03-5483-0330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55511,5899,7 ニック雪谷大塚薬局 〒145-0066 （後発調１）第281119号    平成28年 4月 1日
     大田区南雪谷四丁目７番１２号
     03-5754-4347  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55611,5909,4 さくら薬局　池上店 〒146-0082 （後発調１）第286915号    平成28年 4月 1日
     大田区池上六丁目４番３号　第一
     小木ビル１階
     03-3751-4280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55711,5912,8 大富士薬局 〒146-0091 （後発調１）第287731号    平成29年 2月 1日
     大田区鵜の木二丁目１５番１号　
     リバーフロントビル１階
     03-3758-3583  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55811,5916,9 アイランド薬局　下丸〒146-0092 （後発調１）第293288号    平成29年 8月 1日
     子店 大田区下丸子三丁目８番８号　ビ
     ークルコート１階
     03-3758-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55911,5923,5 サンドラッグ　大岡山〒145-0062 （後発調１）第288240号    平成29年 3月 1日
     薬局 大田区北千束一丁目４４番３号
     03-5731-8487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56011,5932,6 スマイル薬局　西糀谷〒144-0034 （後発調１）第287841号    平成29年 2月 1日
     店 大田区西糀谷四丁目１４番１８号
     　コーポ中村１階
     03-3742-3590  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  56111,5939,1 しばた薬局 〒144-0031 （後発調１）第285252号    平成28年 4月 1日
     大田区東蒲田二丁目３０番１２号
     03-3735-3421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56211,5942,5 エース薬局　大森店 〒143-0024 （後発調１）第285395号    平成28年 4月 1日
     大田区中央六丁目２５番１１号
     03-6277-2493  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56311,5944,1 イムノファーマシー雑〒144-0055 （後発調１）第285613号    平成28年10月 1日
     色薬局 大田区仲六郷二丁目３８番５号
     03-5710-2656  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56411,5946,6 一般社団法人　蒲田薬〒144-0052 （後発調１）第280786号    平成28年 4月 1日
     局 大田区蒲田四丁目３８番５号
     03-3732-1291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56511,5961,5 ファーコス薬局　あい〒143-0016 （後発調１）第293010号    平成29年 7月 1日
     大田区大森北二丁目４番１０号　
     Ｐ２ビル１階
     03-5762-8226  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56611,5964,9 日本調剤　大森山王薬〒143-0023 （後発調１）第283117号    平成28年 5月 1日
     局 大田区山王一丁目４番１号　木村
     ビル１階
     03-5746-3931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56711,5970,6 薬樹薬局　梅屋敷 〒144-0052 （後発調１）第289142号    平成28年 4月 1日
     大田区蒲田二丁目７番１号　第五
     山田ビル１階１０２号室
     03-5714-4921  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56811,5982,1 ハートフル薬局　東六〒144-0046 （後発調１）第286345号    平成28年11月 1日
     郷店 大田区東六郷一丁目１番４号　ベ
     ルソレイユ１階
     03-5713-7723  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56911,5983,9 スギ薬局　南馬込店 〒143-0025 （後発調１）第285040号    平成28年 8月 1日
     大田区南馬込六丁目２１番３号
     03-5746-3370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57011,5989,6 薬局　日本メディカル〒143-0015 （後発調１）第281483号    平成28年 4月 1日
     大田区大森西五丁目２１番１９号
     03-6450-0557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57111,5995,3 ココカラファイン薬局〒144-0051 （後発調１）第287013号    平成28年12月 1日
     　蒲田店 大田区西蒲田七丁目６９番１号　
     東急プラザ１階
     03-5711-7910  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57211,5996,1 セイジョー薬局　雪谷〒145-0066 （後発調１）第287011号    平成28年12月 1日
     大塚店 大田区南雪谷二丁目１７番９号
     03-3748-8961  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57312,5062,0 上町薬局 〒154-0017 （後発調１）第283941号    平成28年 6月 1日
     世田谷区世田谷三丁目３番６号
     03-3420-0018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57412,5265,9 渡部薬局幸運堂 〒158-0082 （後発調１）第283711号    平成28年 4月 1日
     世田谷区等々力二丁目３５番１６
     号
     03-3702-9603  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57512,5274,1 梅ヶ丘薬局 〒154-0022 （後発調１）第280544号    平成28年 4月 1日
     世田谷区梅丘一丁目２１番７号
     03-3420-3241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57612,5440,8 三軒茶屋薬局 〒154-0024 （後発調１）第283669号    平成28年 6月 1日
     世田谷区三軒茶屋一丁目３９番５
     号　メゾン・デ・スタチュ１階
     03-3487-7056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57712,5443,2 菊池薬局 〒158-0096 （後発調１）第287048号    平成28年12月 1日
     世田谷区玉川台二丁目１番４号
     03-3700-1514  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57812,5482,0 ベビー堂薬局 〒154-0002 （後発調１）第283657号    平成28年 4月 1日
     世田谷区下馬一丁目１９番３号
     03-3421-6238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57912,5485,3 薬局　赤堤ファーマシ〒156-0044 （後発調１）第284957号    平成28年 8月 1日
     ー 世田谷区赤堤五丁目１６番１３号
     03-3321-3696  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58012,5502,5 ツカハラ薬局 〒154-0002 （後発調１）第284937号    平成28年 4月 1日
     世田谷区下馬六丁目２０番１０号
     03-3410-2690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58112,5530,6 ミキ薬局　下北沢店 〒155-0031 （後発調１）第293671号    平成29年 8月 1日
     世田谷区北沢二丁目２２番７号　
     フォルム下北沢１階
     03-5481-8934  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58212,5546,2 田辺薬局　九品仏南店〒158-0083 （後発調１）第296686号    平成30年 3月 1日
     世田谷区奥沢六丁目３番７号　サ
     ンプラザ田園調布１０２
     03-5706-0545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58312,5553,8 穴沢薬局 〒156-0044 （後発調１）第283546号    平成28年 6月 1日
     世田谷区赤堤二丁目４３番１１号
     　メゾンＲ・Ｔ１階
     03-3321-7804  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58412,5571,0 カモメ薬局　上北沢店〒156-0057 （後発調１）第285924号    平成28年10月 1日
     世田谷区上北沢四丁目１７番４号
     03-5317-8102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58512,5586,8 薬局わかば 〒157-0065 （後発調１）第287057号    平成28年12月 1日
     世田谷区上祖師谷五丁目２２番１
     ５号
     03-3305-2001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58612,5589,2 薬局新代田 〒156-0042 （後発調１）第295819号    平成30年 1月 1日
     世田谷区羽根木一丁目２番８号
     03-5376-8259  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58712,5591,8 上祖師谷薬局 〒157-0065 （後発調１）第282405号    平成28年 4月 1日
     世田谷区上祖師谷五丁目２２番２
     号
     03-3305-4891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58812,5594,2 はたしま薬局 〒158-0082 （後発調１）第282689号    平成28年 4月 1日
     世田谷区等々力三丁目１２番１１
     号
     03-3704-0867  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58912,5611,4 三宿薬局 〒154-0005 （後発調１）第284950号    平成28年 4月 1日
     世田谷区三宿一丁目７番６号
     03-5432-7375  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59012,5619,7 スクエア薬局　用賀 〒158-0097 （後発調１）第294684号    平成29年11月 1日
     世田谷区用賀二丁目３６番８号　
     用賀サンハイツ１０２号
     03-3707-2310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59112,5622,1 菊池薬局　用賀店 〒158-0097 （後発調１）第286315号    平成28年11月 1日
     世田谷区用賀四丁目３０番１３号
     03-5491-2180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59212,5623,9 クオール薬局　駒沢店〒154-0012 （後発調１）第293793号    平成29年 8月 1日
     世田谷区駒沢二丁目２番１７号
     03-3419-5489  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59312,5660,1 佐野薬局 〒157-0062 （後発調１）第288832号    平成29年 4月 1日
     世田谷区南烏山四丁目８番４号
     03-3309-9913  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59412,5676,7 共立薬局 〒157-0067 （後発調１）第288950号    平成28年 4月 1日
     世田谷区喜多見八丁目１８番１０
     号　小泉ビル１階
     03-5494-6661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59512,5681,7 成川薬局　用賀店 〒158-0097 （後発調１）第283180号    平成28年 5月 1日
     世田谷区用賀四丁目４番５号　新
     栄倉ビル１階
     03-5491-5193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59612,5685,8 田辺薬局　二子玉川店〒158-0094 （後発調１）第281383号    平成28年 4月 1日
     世田谷区玉川三丁目３９番２７号
     03-5491-4387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59712,5704,7 つばさ薬局　喜多見店〒157-0067 （後発調１）第293223号    平成29年 7月 1日
     世田谷区喜多見八丁目１９番１４
     号
     03-3417-3271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59812,5729,4 わかくさ薬局 〒157-0073 （後発調１）第282984号    平成28年 4月 1日
     世田谷区砧八丁目２１番８号　１
     階
     03-5494-5460  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59912,5744,3 花みずき薬局 〒158-0094 （後発調１）第280596号    平成28年 4月 1日
     世田谷区玉川三丁目２３番２１号
     03-3708-6068  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60012,5757,5 蘇命堂　柳田薬局 〒154-0001 （後発調１）第285061号    平成28年 8月 1日
     世田谷区池尻三丁目１９番１３号
     　イプシロン　１階
     03-3421-4850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60112,5758,3 さつき薬局 〒156-0051 （後発調１）第283915号    平成28年 6月 1日
     世田谷区宮坂三丁目２０番４号
     03-3429-5567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  60212,5762,5 つつじ薬局 〒156-0044 （後発調１）第284558号    平成28年 7月 1日
     世田谷区赤堤二丁目４３番１５号
     03-5376-5527  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60312,5767,4 大和薬局 〒157-0067 （後発調１）第292980号    平成29年 7月 1日
     世田谷区喜多見八丁目１９番１５
     号　森田ビル１階
     03-5727-1360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60412,5784,9 小谷調剤薬局 〒156-0055 （後発調１）第280931号    平成28年 4月 1日
     世田谷区船橋七丁目４番１２号　
     ノズビル１階
     03-3483-6327  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60512,5796,3 みよし薬局 〒154-0012 （後発調１）第285328号    平成28年 4月 1日
     世田谷区駒沢四丁目１９番１１号
     　ノーブル・アネックス１階
     03-3487-6339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60612,5805,2 はねぎ薬局 〒156-0042 （後発調１）第282969号    平成28年 4月 1日
     世田谷区羽根木二丁目３３番１号
     　ルミエール羽根木１階
     03-3328-0440  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60712,5810,2 薬局桜新町ファーマシ〒154-0015 （後発調１）第283863号    平成28年 6月 1日
     ー 世田谷区桜新町一丁目８番５号
     03-5758-7736  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60812,5820,1 志宝薬局　代田店 〒155-0033 （後発調１）第292465号    平成29年 6月 1日
     世田谷区代田三丁目４２番８号　
     代田グリーンヴィラ１階
     03-3418-8441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60912,5823,5 むさし野薬局　中央店〒154-0004 （後発調１）第283134号    平成28年 5月 1日
     世田谷区太子堂二丁目２０番２９
     号
     03-3419-4453  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61012,5838,3 薬局さくらファーマシ〒154-0021 （後発調１）第281440号    平成28年 4月 1日
     ー 世田谷区豪徳寺一丁目４５番２号
     03-5426-4600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61112,5840,9 まごころ薬局 〒156-0057 （後発調１）第294587号    平成29年10月 1日
     世田谷区上北沢四丁目１６番１１
     号　１階
     03-5317-2781  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61212,5846,6 下宿薬局　船橋店 〒156-0055 （後発調１）第287825号    平成29年 2月 1日
     世田谷区船橋一丁目３０番３号　
     １－Ａ
     03-3706-7381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61312,5852,4 ゆうあい薬局 〒157-0063 （後発調１）第282239号    平成28年 4月 1日
     世田谷区粕谷二丁目８番３号
     03-3304-7702  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61412,5854,0 薬局くすり箱　世田谷〒154-0017 （後発調１）第283832号    平成28年 6月 1日
     店 世田谷区世田谷三丁目１４番１６
     号
     03-5426-3180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61512,5860,7 みさき薬局　千歳台 〒157-0071 （後発調１）第280949号    平成28年 4月 1日
     世田谷区千歳台五丁目１番１０号
     03-5429-1090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61612,5869,8 たから薬局　砧店 〒157-0073 （後発調１）第296047号    平成30年 2月 1日
     世田谷区砧六丁目２５番１５号
     03-5494-5356  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61712,5871,4 代田橋薬局 〒156-0041 （後発調１）第284833号    平成28年 8月 1日
     世田谷区大原二丁目１７番６号　
     ステーションプラザ代田橋１階
     03-3327-5184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61812,5881,3 スマイル薬局　桜上水〒156-0045 （後発調１）第295892号    平成30年 1月 1日
     店 世田谷区桜上水五丁目１３番９号
     03-5316-7261  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61912,5884,7 かねもと薬局　宮坂店〒156-0051 （後発調１）第294125号    平成29年 9月 1日
     世田谷区宮坂一丁目３８番１９号
     　１０１
     03-6411-0778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62012,5887,0 のぞみ薬局 〒158-0083 （後発調１）第287767号    平成29年 2月 1日
     世田谷区奥沢二丁目１３番３号
     03-5726-0873  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62112,5888,8 くるみ薬局 〒155-0033 （後発調１）第286851号    平成28年 4月 1日
     世田谷区代田四丁目２０番８号
     03-3327-9638  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62212,5894,6 クオール薬局　奥沢店〒158-0083 （後発調１）第296234号    平成30年 2月 1日
     世田谷区奥沢三丁目４７番８号　
     サンケイプラザビル１階
     03-3728-2764  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62312,5903,5 田辺薬局　深沢新町店〒158-0081 （後発調１）第296685号    平成30年 3月 1日
     世田谷区深沢六丁目２０番１４号
     03-5758-0670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62412,5905,0 ウエルシア薬局　世田〒157-0071 （後発調１）第293886号    平成29年 9月 1日
     谷千歳台店 世田谷区千歳台五丁目１６番１８
     号
     03-5429-1292  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62512,5906,8 尾山台南薬局 〒158-0086 （後発調１）第287505号    平成29年 1月 1日
     世田谷区尾山台三丁目２８番１４
     号
     03-3702-0026  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62612,5912,6 経堂薬局 〒156-0051 （後発調１）第287493号    平成29年 1月 1日
     世田谷区宮坂三丁目１３番６号　
     経堂すずらん会館１０２号室
     03-5426-2370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62712,5914,2 つばさ薬局　駒沢店 〒154-0012 （後発調１）第280551号    平成28年 4月 1日
     世田谷区駒沢一丁目１９番８号　
     アーバネスト駒沢店１階
     03-6663-8993  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62812,5921,7 経堂わかば薬局 〒156-0052 （後発調１）第288750号    平成28年 4月 1日
     世田谷区経堂四丁目２番８号　コ
     ート経堂１階
     03-5477-0034  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62912,5936,5 エスアイエム薬局 〒154-0024 （後発調１）第280377号    平成28年 4月 1日
     世田谷区三軒茶屋二丁目４１番６
     号　１０５号
     03-5486-9935  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63012,5942,3 豪徳寺薬局 〒154-0021 （後発調１）第286275号    平成28年 4月 1日
     世田谷区豪徳寺一丁目２２番６号
     　村田ビル１階
     03-3439-2123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63112,5943,1 イムノファーマシー成〒157-0066 （後発調１）第293473号    平成29年 8月 1日
     城薬局 世田谷区成城二丁目２２番４号
     03-5727-0627  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  63212,5948,0 さくら調剤薬局 〒154-0015 （後発調１）第289625号    平成28年 4月 1日
     世田谷区桜新町二丁目９番６号　
     １Ｂ
     03-5426-0322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63312,5958,9 せたがや通り薬局 〒154-0024 （後発調１）第294270号    平成29年10月 1日
     世田谷区三軒茶屋二丁目１９番１
     ７号　ライオンズマンション三軒
     茶屋ＮＡＫＡＭＵＲＡ１０２号室
     03-5779-6733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63412,5962,1 さくら薬局上野毛店 〒158-0093 （後発調１）第290513号    平成29年 4月 1日
     世田谷区上野毛四丁目２４番１３
     号
     03-3700-1872  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63512,5967,0 薬局世和ファーマシィ〒154-0017 （後発調１）第287930号    平成29年 2月 1日
     ー 世田谷区世田谷一丁目５番１０号
     03-5450-1886  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63612,5977,9 内田薬局 〒156-0041 （後発調１）第281208号    平成28年 4月 1日
     世田谷区大原二丁目１７番１５号
     03-3322-0645  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63712,5979,5 ケンポドー三番館薬局〒156-0051 （後発調１）第284692号    平成28年 4月 1日
     世田谷区宮坂三丁目９番４号　ア
     ルカディア経堂１階
     03-3439-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63812,5985,2 スギ薬局　弦巻店 〒154-0016 （後発調１）第287481号    平成29年 1月 1日
     世田谷区弦巻三丁目８番１２号　
     ランバハイム桜新町１階
     03-5426-3685  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63912,5996,9 弦巻薬局 〒154-0016 （後発調１）第295448号    平成29年12月 1日
     世田谷区弦巻四丁目２０番１９号
     03-6413-5934  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64012,5998,5 薬局くすり箱　上町店〒154-0017 （後発調１）第283833号    平成28年 6月 1日
     世田谷区世田谷三丁目８番５号
     03-3426-1577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64113,5111,3 株式会社　みすゞ薬局〒151-0051 （後発調１）第284255号    平成28年 7月 1日
     渋谷区千駄ヶ谷四丁目２７番１２
     号
     03-3401-6312  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  64213,5112,1 金輪堂　山崎薬局 〒151-0071 （後発調１）第282446号    平成28年 4月 1日
     渋谷区本町一丁目４番１５号
     03-3377-2935  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64313,5166,7 薬局恵比寿ファーマシ〒150-0013 （後発調１）第285782号    平成28年10月 1日
     ー 渋谷区恵比寿一丁目２２番２３号
     　ヴェラハイツ恵比寿１０２
     03-3442-8166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64413,5171,7 渋谷調剤薬局 〒150-0012 （後発調１）第284269号    平成28年 7月 1日
     渋谷区広尾五丁目２５番８号　第
     二広尾フラワーハイホームＢ棟１
     ０５
     03-3442-8141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64513,5195,6 慶応堂薬局 〒151-0064 （後発調１）第283119号    平成28年 5月 1日
     渋谷区上原一丁目３４番１号
     03-3467-4841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64613,5197,2 イコマ薬局 〒150-0001 （後発調１）第284812号    平成28年 8月 1日
     渋谷区神宮前六丁目３５番３号　
     コープオリンピア１階
     03-3400-6049  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64713,5246,7 アキヤマ薬局 〒150-0002 （後発調１）第283250号    平成28年 5月 1日
     渋谷区渋谷一丁目２２番４号
     03-5466-1710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64813,5268,1 新宿南口薬局 〒151-0053 （後発調１）第286279号    平成28年11月 1日
     渋谷区代々木二丁目１０番９号　
     本間ビル２階
     03-3375-0025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64913,5297,0 トモ薬局 〒151-0065 （後発調１）第283280号    平成28年 6月 1日
     渋谷区大山町１３番１号
     03-3465-0987  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65013,5313,5 スマイル薬局　笹塚店〒151-0073 （後発調１）第296340号    平成30年 2月 1日
     渋谷区笹塚二丁目１０番４号　Ｙ
     ．笹塚ビル１階
     03-3320-6388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65113,5315,0 フロンティア薬局恵比〒150-0013 （後発調１）第294726号    平成29年11月 1日
     寿店 渋谷区恵比寿四丁目１番１８号　
     恵比寿ネオナート１階
     03-3440-4320  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  65213,5336,6 渋谷みどり薬局 〒150-0002 （後発調１）第282835号    平成28年 4月 1日
     渋谷区渋谷三丁目２９番１７号　
     ホテルメッツ渋谷３階
     03-5485-1756  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65313,5354,9 太陽堂薬局 〒150-0022 （後発調１）第283370号    平成28年 4月 1日
     渋谷区恵比寿南一丁目１０番１０
     号　藤岡ビル１階
     03-3792-1161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65413,5361,4 クオール薬局　青山通〒150-0002 （後発調１）第284996号    平成28年 8月 1日
     り店 渋谷区渋谷二丁目１０番１６号　
     スガハラビル１階
     03-3407-3307  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65513,5374,7 ひまわり薬局　恵比寿〒150-0021 （後発調１）第281020号    平成28年 4月 1日
     店 渋谷区恵比寿西一丁目１０番７号
     03-3462-6656  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65613,5377,0 薬局はなファーマシー〒151-0053 （後発調１）第287268号    平成28年 4月 1日
     代々木 渋谷区代々木一丁目４３番７号
     03-5302-0087  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65713,5385,3 まゆみ薬局　松濤店 〒150-0046 （後発調１）第293744号    平成29年 8月 1日
     渋谷区松濤一丁目２９番２号　松
     尾ビル１階
     03-6416-3695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65813,5400,0 ミツヤ笹塚２丁目薬局〒151-0073 （後発調１）第284498号    平成28年 7月 1日
     渋谷区笹塚二丁目１７番１号
     03-6276-3131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65913,5405,9 有限会社　佐野薬局 〒151-0071 （後発調１）第288012号    平成28年 4月 1日
     渋谷区本町二丁目３３番１号
     03-3376-1685  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66013,5407,5 クオール薬局　神宮前〒150-0001 （後発調１）第292978号    平成29年 7月 1日
     店 渋谷区神宮前六丁目８番６号　Ｏ
     ＳＤビル１階
     03-3797-0075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66113,5408,3 ミツヤ薬局 〒151-0072 （後発調１）第284298号    平成28年 7月 1日
     渋谷区幡ヶ谷二丁目１６番５号　
     木村ビル１階
     03-5304-8590  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  66213,5411,7 なみき薬局 〒151-0053 （後発調１）第280026号    平成28年 4月 1日
     渋谷区代々木四丁目２番９号　参
     宮橋駅前ＮＨビル１階
     03-3370-5269  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66313,5421,6 レジーナ薬局　代官山〒150-0033 （後発調１）第294936号    平成29年11月 1日
     店 渋谷区猿楽町２４番７号　代官山
     プラザ地下１階
     03-5428-4325  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66413,5438,0 セキテイ調剤薬局　代〒151-0051 （後発調１）第287357号    平成29年 1月 1日
     々木店 渋谷区千駄ヶ谷四丁目２２番７号
     　ＴＡＴビル１階
     03-6432-9881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66513,5442,2 原調剤薬局 〒150-0012 （後発調１）第283181号    平成28年 5月 1日
     渋谷区広尾五丁目１９番１９号　
     サンセール広尾１０１
     03-3473-1777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66613,5443,0 アイン薬局　新宿南口〒151-0053 （後発調１）第284502号    平成28年 7月 1日
     店 渋谷区代々木二丁目１番５号　Ｊ
     Ｒ南新宿ビル１階
     03-5302-0607  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66713,5449,7 ハックドラッグ　代官〒150-0034 （後発調１）第295974号    平成30年 2月 1日
     山ディセ薬局 渋谷区代官山町１７番３号　代官
     山アドレス　ザ・レジデンスイー
     スト　１階Ｃ１０１号室
     03-5728-1266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66813,5455,4 フラワー薬局　代々木〒151-0066 （後発調１）第291462号    平成29年 2月11日
     上原店 渋谷区西原三丁目７番８号　フィ
     ールド代々木上原１階
     03-5452-0973  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66913,5458,8 ゆりの木薬局　広尾店〒150-0012 （後発調１）第295760号    平成30年 1月 1日
     渋谷区広尾五丁目１６番３号
     03-5423-7470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67013,5459,6 オレンジ薬局　えびす〒150-0022 （後発調１）第295577号    平成29年12月 1日
     店 渋谷区恵比寿南二丁目７番１号　
     恵比寿ウィンバレー１階Ａ号
     03-5721-2234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  67113,5460,4 オレンジ薬局　渋谷駅〒150-0043 （後発調１）第295584号    平成29年12月 1日
     前店 渋谷区道玄坂一丁目３番１号　渋
     谷駅前会館６階
     03-6809-0325  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67214,5222,6 ブロードウェイ薬局 〒164-0001 （後発調１）第283956号    平成28年 7月 1日
     中野区中野五丁目５２番１５号　
     ブロードウェイ４階
     03-3319-1256  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67314,5254,9 鷺宮調剤薬局 〒165-0032 （後発調１）第287769号    平成29年 2月 1日
     中野区鷺宮三丁目３３番６号
     03-3223-0088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67414,5295,2 やまと調剤薬局　松ヶ〒165-0024 （後発調１）第282216号    平成28年 4月 1日
     丘店 中野区松が丘二丁目３５番４号
     03-3954-7608  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67514,5305,9 仁天堂薬局 〒164-0003 （後発調１）第288104号    平成28年 4月 1日
     中野区東中野一丁目３６番８号
     03-3368-8446  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67614,5306,7 グラム調剤薬局　中野〒164-0001 （後発調１）第291742号    平成29年 5月 1日
     店 中野区中野一丁目４番７号　鈴木
     ビル１階
     03-3360-9661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67714,5323,2 むさしの薬局　江古田〒165-0022 （後発調１）第293121号    平成29年 7月 1日
     店 中野区江古田四丁目２０番２２号
     03-5343-3912  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67814,5346,3 アクア薬局 〒165-0022 （後発調１）第283875号    平成28年 6月 1日
     中野区江古田二丁目２４番１４号
     　中央江古田ビル１階
     03-3389-5411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67914,5351,3 アルト薬局 〒164-0012 （後発調１）第283693号    平成28年 6月 1日
     中野区本町六丁目６番３号　ウエ
     ストウインドサトウ１０１
     03-3380-7037  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68014,5358,8 西武コスモ薬局 〒165-0032 （後発調１）第296419号    平成30年 3月 1日
     中野区鷺宮三丁目６番１１号
     03-3310-2105  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  68114,5389,3 あおい薬局 〒164-0011 （後発調１）第281922号    平成28年 4月 1日
     中野区中央四丁目６０番１０号
     03-5328-7675  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68214,5399,2 むさしの薬局 〒165-0026 （後発調１）第283152号    平成28年 4月 1日
     中野区新井二丁目３番１５号
     03-3388-3987  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68314,5416,4 本町鈴薬局 〒164-0012 （後発調１）第288297号    平成28年 4月 1日
     中野区本町五丁目３７番１１号
     03-3382-6787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68414,5458,6 パレット薬局　中野坂〒164-0011 （後発調１）第284263号    平成28年 4月 1日
     上店 中野区中央二丁目２番２２号　大
     森ビル１階
     03-6914-0017  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68514,5470,1 むさしの薬局　中野駅〒164-0001 （後発調１）第283164号    平成28年 4月 1日
     前店 中野区中野五丁目６７番４号　中
     野北口ビル１階
     03-5318-6811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68614,5478,4 ひかり薬局 〒164-0013 （後発調１）第283237号    平成28年 4月 1日
     中野区弥生町三丁目２６番１号　
     みどり１０１号
     03-3375-3516  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68714,5480,0 田辺薬局　中野野方店〒165-0027 （後発調１）第287833号    平成29年 2月 1日
     中野区野方一丁目１番１号
     03-5318-6151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68814,5512,0 中野坂上調剤薬局 〒164-0011 （後発調１）第295929号    平成30年 2月 1日
     中野区中央二丁目４番３号　ホー
     メイビル１階
     03-3369-0021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68914,5515,3 さくらんぼ薬局 〒164-0013 （後発調１）第283900号    平成28年 4月 1日
     中野区弥生町六丁目２番２０号
     03-6304-8860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69014,5517,9 グリーンパーク薬局 〒165-0032 （後発調１）第280466号    平成28年 4月 1日
     中野区鷺宮二丁目５番７号　宮ビ
     ル１階
     03-5327-3585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  69114,5522,9 なごみ薬局　本店 〒165-0027 （後発調１）第283997号    平成28年 7月 1日
     中野区野方一丁目６番１号　メゾ
     ン・ド・ソレイユ１階
     03-6454-0595  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69214,5531,0 フラワー薬局　東中野〒164-0003 （後発調１）第289521号    平成28年 4月 1日
     店 中野区東中野五丁目１番１号　ユ
     ニゾンモール３階
     03-5332-9577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69314,5545,0 ファーコス薬局　弥生〒164-0013 （後発調１）第281868号    平成28年 4月 1日
     中野区弥生町三丁目２６番２号
     03-5302-5507  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69414,5547,6 ファーコス薬局　南台〒164-0014 （後発調１）第284936号    平成28年 8月 1日
     中野区南台二丁目３４番１号
     03-3380-3212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69514,5568,2 すずらん薬局 〒164-0014 （後発調１）第283283号    平成28年 4月 1日
     中野区南台二丁目５１番７号
     03-6382-7941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69614,5574,0 ココカラファイン薬局〒164-0003 （後発調１）第294652号    平成29年10月 1日
     東中野５丁目店 中野区東中野五丁目１７番９号　
     ハイネス東中野１階
     03-5879-2393  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69714,5576,5 ライム薬局 〒165-0034 （後発調１）第284452号    平成28年 7月 1日
     中野区大和町二丁目４４番８号　
     中村荘１０２号室
     03-5356-6577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69814,5578,1 スギ薬局　中野南口店〒164-0001 （後発調１）第286917号    平成28年12月 1日
     中野区中野三丁目３３番１８号　
     フェルテ中野１階
     03-6382-4711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69914,5580,7 たんぽぽ薬局　野方店〒165-0027 （後発調１）第288422号    平成28年 4月 1日
     中野区野方六丁目４番１号
     03-5373-2920  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70014,5588,0 クリエイト薬局　中野〒165-0031 （後発調１）第295007号    平成29年11月 1日
     上鷺宮店 中野区上鷺宮二丁目１０番１０号
     03-3577-9500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  70114,5600,3 あきやま薬局 〒164-0014 （後発調１）第280472号    平成28年 4月 1日
     中野区南台二丁目４２番６号　シ
     ャーメゾン南台１階
     03-6382-4590  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70214,5603,7 アイン薬局　東中野店〒164-0003 （後発調１）第285602号    平成28年 4月 1日
     中野区東中野一丁目５８番１１号
     　ホシノビル１階
     03-3366-9505  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70314,5607,8 調剤薬局アリエス 〒164-0011 （後発調１）第296530号    平成30年 3月 1日
     中野区中央一丁目３８番１号　住
     友中野坂上ビル　アクロスシティ
     １１１号
     03-6279-2694  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70414,5608,6 ファーコス薬局　鷺宮〒165-0032 （後発調１）第288258号    平成29年 3月 1日
     中野区鷺宮三丁目１１番７号
     03-5327-5127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70514,5610,2 誠心堂薬局 〒164-0001 （後発調１）第285059号    平成28年 8月 1日
     中野区中野六丁目３０番１８号　
     永和ビルⅡ１階
     03-5330-9229  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70614,5611,0 にじいろ薬局 〒164-0013 （後発調１）第290531号    平成29年 4月 1日
     中野区弥生町二丁目２８番１０号
     　イナベビル１階
     03-6304-8767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70714,5612,8 たから薬局　東中野店〒164-0003 （後発調１）第287498号    平成29年 1月 1日
     中野区東中野三丁目８番９号
     03-5338-2622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70814,5614,4 ハックドラッグ　中野〒164-0013 （後発調１）第288107号    平成29年 3月 1日
     富士見町薬局 中野区弥生町五丁目２６番９号　
     公団弥生町ビル１階
     03-5341-3983  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70914,5615,1 はやぶさ薬局　中野店〒165-0027 （後発調１）第294895号    平成29年11月 1日
     中野区野方一丁目５番１７号　中
     野ダイヤハイツ１階１０２号室
     03-5942-9301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  71014,5620,1 アイル薬局 〒164-0013 （後発調１）第294907号    平成29年11月 1日
     中野区弥生町五丁目４番１６号　
     １０１
     03-6382-4926  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71114,5622,7 そよ風薬局　鷺宮店 〒165-0032 （後発調１）第292002号    平成29年 4月 1日
     中野区鷺宮三丁目２０番４号
     03-3310-5656  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71214,5625,0 あいせい薬局 〒165-0025 （後発調１）第292663号    平成29年 5月 1日
     中野区沼袋四丁目３１番１５号　
     ライオンズマンション沼袋１０４
     号
     03-5942-6039  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71314,5628,4 るふと薬局 〒164-0003 （後発調１）第293281号    平成29年 6月 1日
     中野区東中野一丁目３６番３号　
     深沢ビル１０１
     03-6279-3891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71414,5629,2 アイセイ薬局　新中野〒164-0012 （後発調１）第295442号    平成29年12月 1日
     店 中野区本町四丁目４５番９号
     03-5342-3527  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71514,5633,4 けやき薬局 〒165-0022 （後発調１）第295962号    平成30年 1月 1日
     中野区江古田二丁目２２番１号　
     ＤＩＮＯ１０１
     03-3388-0782  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71615,5104,3 サトミ薬局 〒166-0011 （後発調１）第292983号    平成29年 7月 1日
     杉並区梅里二丁目１番１５号
     03-3311-3341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71715,5385,8 昭和薬局 〒167-0023 （後発調１）第281457号    平成28年 4月 1日
     杉並区上井草一丁目２４番１０号
     　フラット井荻１階
     03-3397-6261  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71815,5401,3 サンキ薬局 〒167-0052 （後発調１）第284525号    平成28年 4月 1日
     杉並区南荻窪三丁目２５番１号
     03-5370-9877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71915,5412,0 東和堂薬局 〒167-0043 （後発調１）第292658号    平成29年 7月 1日
     杉並区上荻一丁目６番１号
     03-3398-6118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  72015,5443,5 グラム薬局　松庵店 〒167-0054 （後発調１）第285058号    平成28年 8月 1日
     杉並区松庵一丁目８番５号
     03-5370-3471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72115,5476,5 アルファ西荻薬局 〒167-0053 （後発調１）第282271号    平成28年 4月 1日
     杉並区西荻南三丁目２１番１０号
     03-5370-2900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72215,5484,9 松ノ木虹薬局 〒166-0011 （後発調１）第286163号    平成28年 4月 1日
     杉並区梅里二丁目２８番３号
     03-5305-4831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72315,5501,0 ミドリ薬局 〒166-0013 （後発調１）第283393号    平成28年 4月 1日
     杉並区堀ノ内一丁目９番１号
     03-3311-7061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72415,5510,1 ひとみ薬局 〒167-0021 （後発調１）第283738号    平成28年 6月 1日
     杉並区井草三丁目３番３号
     03-5303-7990  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72515,5535,8 上井草虹薬局 〒167-0023 （後発調１）第283740号    平成28年 6月 1日
     杉並区上井草三丁目１番１９号
     03-3395-9720  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72615,5547,3 けやき薬局 〒168-0072 （後発調１）第283121号    平成28年 4月 1日
     杉並区高井戸東二丁目１３番８号
     　プリマヴェーラ１階
     03-6431-8911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72715,5551,5 かもめ薬局　下高井戸〒168-0073 （後発調１）第282077号    平成28年 4月 1日
     店 杉並区下高井戸一丁目１番６号
     03-3324-5100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72815,5552,3 みずき薬局 〒167-0043 （後発調１）第283660号    平成28年 6月 1日
     杉並区上荻二丁目３６番５号
     03-5310-5821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72915,5557,2 おぎの薬局 〒167-0022 （後発調１）第280284号    平成28年 4月 1日
     杉並区下井草二丁目１５番４号
     03-5310-1830  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73015,5559,8 あすか薬局 〒167-0021 （後発調１）第283161号    平成28年 5月 1日
     杉並区井草一丁目１番６号　１階
     03-3397-9805  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  73115,5564,8 セントラル薬局　関根〒167-0042 （後発調１）第282183号    平成28年 4月 1日
     橋店 杉並区西荻北三丁目４５番８号　
     ペルソナーレ西荻１階
     03-5382-5234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73215,5565,5 荻窪グリーン薬局 〒167-0035 （後発調１）第286878号    平成28年 4月 1日
     杉並区今川二丁目５番１０号
     03-3395-0428  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73315,5579,6 おばなわ薬局 〒167-0023 （後発調１）第280970号    平成28年 4月 1日
     杉並区上井草三丁目３１番１５号
     　１０２
     03-3394-1701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73415,5597,8 なかがわ薬局　八幡山〒168-0074 （後発調１）第281586号    平成28年 4月 1日
     店 杉並区上高井戸一丁目８番４号　
     ＴＯＹＡビル３　１階
     03-5316-9321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73515,5604,2 ウエルシア薬局　西永〒168-0064 （後発調１）第293885号    平成29年 9月 1日
     福店 杉並区永福三丁目５５番４号　戸
     谷ビル
     03-5376-2488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73615,5607,5 スイート薬局 〒166-0004 （後発調１）第283228号    平成28年 5月 1日
     杉並区阿佐谷南二丁目１番２号
     03-6382-9192  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73715,5613,3 下高永福薬局 〒168-0073 （後発調１）第294649号    平成29年10月 1日
     杉並区下高井戸三丁目２１番３５
     号　ハイム善方１階
     03-5316-9383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73815,5618,2 西武薬局 〒167-0021 （後発調１）第295737号    平成30年 1月 1日
     杉並区井草三丁目２番６号
     03-5310-2280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73915,5619,0 スマイル薬局　新高円〒166-0011 （後発調１）第296773号    平成30年 3月 1日
     寺店 杉並区梅里一丁目６番１２号
     03-5913-8170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74015,5622,4 アイファ薬局　西荻店〒167-0054 （後発調１）第283930号    平成28年 4月 1日
     杉並区松庵二丁目６番１７号
     03-6809-0802  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  74115,5627,3 つきみばし薬局 〒168-0082 （後発調１）第281447号    平成28年 4月 1日
     杉並区久我山二丁目２３番２９号
     　ハイネス富士見ヶ丘１０１
     03-5941-6730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74215,5631,5 一水堂薬局 〒167-0021 （後発調１）第283751号    平成28年 6月 1日
     杉並区井草二丁目１７番１３号
     03-3399-8301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74315,5633,1 クローバー薬局　久我〒168-0082 （後発調１）第285635号    平成28年10月 1日
     山店 杉並区久我山三丁目１７番１６号
     　ラロッサ１階
     03-5941-9744  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74415,5636,4 さくら薬局　高円寺店〒166-0004 （後発調１）第286935号    平成28年 4月 1日
     杉並区阿佐谷南二丁目３２番３号
     　ニューリーフマンション１０１
     号
     03-5377-7659  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74515,5637,2 シンセン薬局 〒168-0081 （後発調１）第288627号    平成28年 4月 1日
     杉並区宮前四丁目２６番７号
     03-6454-2323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74615,5638,0 スギ薬局　阿佐ヶ谷店〒166-0004 （後発調１）第283499号    平成28年 4月 1日
     杉並区阿佐谷南一丁目３６番４号
     　三幸ビル１階
     03-5305-3395  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74715,5639,8 ナチュラルローソンク〒167-0051 （後発調１）第287770号    平成29年 2月 1日
     オール薬局　荻窪五丁杉並区荻窪五丁目２１番１６号
     目店 03-5347-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74815,5640,6 そうごう薬局　久我山〒168-0081 （後発調１）第287488号    平成29年 1月 1日
     店 杉並区宮前五丁目１５番２１号　
     日通久我山ビル２階
     03-5336-7881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74915,5641,4 日本調剤　南阿佐ヶ谷〒166-0015 （後発調１）第282772号    平成28年 4月 1日
     薬局 杉並区成田東四丁目３８番１９号
     　朝日生命杉並第二ビル１階
     03-5305-3801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75015,5642,2 中川薬局　阿佐ヶ谷店〒166-0001 （後発調１）第288155号    平成29年 3月 1日
     杉並区阿佐谷北二丁目１３番２号
     　阿佐谷北口駅前ビル２－Ａ
     03-5364-5471  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  75115,5645,5 なないろ薬局 〒166-0001 （後発調１）第285923号    平成28年 4月 1日
     杉並区阿佐谷北一丁目３番１６号
     　コスモス阿佐谷１階
     03-3339-7737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75215,5657,0 浜田山鈴薬局 〒168-0065 （後発調１）第287927号    平成29年 2月 1日
     杉並区浜田山三丁目３５番３８号
     　ハイタウン浜田山１号館１階
     03-5913-9381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75315,5663,8 スギ薬局　杉並宮前店〒168-0081 （後発調１）第288150号    平成29年 3月 1日
     杉並区宮前四丁目２４番１８号
     03-5336-8107  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75415,5667,9 東高円寺薬局 〒166-0012 （後発調１）第282607号    平成28年 4月 1日
     杉並区和田三丁目４９番１０号　
     ＫＹパークビル１階
     03-3317-2300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75515,5672,9 セドナ薬局 〒167-0051 （後発調１）第285255号    平成28年 9月 1日
     杉並区荻窪五丁目２６番７号
     03-5347-4050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75615,5675,2 クリエイト薬局　杉並〒168-0071 （後発調１）第287164号    平成28年12月 1日
     高井戸店 杉並区高井戸西二丁目３番４５号
     03-5336-7656  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75715,5684,4 日本調剤　荻窪薬局 〒167-0051 （後発調１）第282750号    平成28年 4月 1日
     杉並区荻窪五丁目２７番５号　中
     島第二ビル１階
     03-5347-4610  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75815,5686,9 ココカラファイン薬局〒166-0004 （後発調１）第287006号    平成28年12月 1日
     阿佐谷店 杉並区阿佐谷南一丁目３６番８号
     03-3315-6244  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75915,5687,7 ココカラファイン薬局〒166-0013 （後発調１）第281188号    平成28年 4月 1日
     杉並堀ノ内店 杉並区堀ノ内二丁目２９番１４号
     　ライオンズマンション新高円寺
     １階
     03-3313-4622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76015,5694,3 薬局マツモトキヨシ　〒166-0004 （後発調１）第287344号    平成29年 1月 1日
     阿佐ヶ谷パールセンタ杉並区阿佐谷南一丁目３５番１２
     ー店 号
     03-5305-4532  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  76115,5699,2 和田ロイヤル薬局 〒166-0012 （後発調１）第294668号    平成29年10月 1日
     杉並区和田一丁目１２番１３号
     03-3380-5452  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76215,5706,5 志宝薬局　方南町店 〒168-0063 （後発調１）第286138号    平成28年 4月 1日
     杉並区和泉四丁目５０番１５号
     03-6383-1260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76315,5718,0 たから薬局　杉並和田〒166-0012 （後発調１）第285474号    平成28年 9月 1日
     店 杉並区和田二丁目２４番７号
     03-5385-5370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76415,5726,3 ケミカル薬局　和田店〒166-0012 （後発調１）第287980号    平成29年 3月 1日
     杉並区和田二丁目４２番７号
     03-5340-8187  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76515,5727,1 下井草グリーン薬局 〒167-0021 （後発調１）第286320号    平成28年11月 1日
     杉並区井草一丁目８番９号　アセ
     ッツ下井草１０１号室
     03-6454-7486  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76615,5730,5 スギ薬局　上井草店 〒167-0023 （後発調１）第294651号    平成29年10月 1日
     杉並区上井草二丁目３番２号
     03-6913-9531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76715,5731,3 たんぽぽ薬局　井草店〒167-0023 （後発調１）第287389号    平成29年 1月 1日
     杉並区上井草四丁目７番７号
     03-3394-1660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76815,5733,9 さくら薬局　荻窪店 〒167-0032 （後発調１）第290521号    平成29年 4月 1日
     杉並区天沼三丁目６番１７号
     03-3392-3715  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76915,5740,4 今川調剤薬局　エスコ〒167-0035 （後発調１）第296631号    平成30年 3月 1日
     ート店 杉並区今川三丁目１４番１９号
     03-5382-2825  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77015,5751,1 ファイン薬局　浜田山〒168-0065 （後発調１）第296373号    平成30年 3月 1日
     杉並区浜田山三丁目１４番６号　
     サンハイツ大晃１階
     03-5929-1826  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77115,5756,0 下井草薬局 〒167-0022 （後発調１）第287995号    平成29年 1月 1日
     杉並区下井草五丁目１９番９号　
     泉ビル１階
     03-3399-4119  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  77215,5757,8 トウキョウ薬局　中野〒166-0012 （後発調１）第294704号    平成29年11月 1日
     富士見町店 杉並区和田一丁目１７番１号　朝
     野ビル１階
     03-6382-8565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77315,5759,4 きのこ薬局 〒168-0082 （後発調１）第291363号    平成29年 3月 1日
     杉並区久我山五丁目２１番６号　
     センタービル１階
     03-3334-0541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77415,5767,7 あやめ薬局　井草八幡〒167-0023 （後発調１）第294950号    平成29年11月 1日
     店 杉並区上井草四丁目５番２７号
     03-5311-3512  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77515,5771,9 富士見ヶ丘調剤薬局 〒168-0071 （後発調１）第296687号    平成30年 3月 1日
     杉並区高井戸西二丁目１０番９号
     　ノースメインビル１０２号室
     03-5941-5469  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77615,5777,6 サエラ薬局　浜田山店〒168-0065 （後発調１）第296012号    平成30年 1月 1日
     杉並区浜田山四丁目１６番４－１
     １９　ライオンズ浜田山セントマ
     ークス
     03-3313-1158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77715,5778,4 エール薬局　杉並店 〒168-0062 （後発調１）第296415号    平成30年 2月 1日
     杉並区方南二丁目１８番６号
     03-3316-7541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77816,5248,6 くすりの日生薬局 〒170-0003 （後発調１）第294630号    平成29年10月 1日
     豊島区駒込六丁目２６番１６号　
     ファッションガーデンサカガミ１
     階
     03-5974-1136  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77916,5278,3 テイケイ調剤薬局 〒170-0005 （後発調１）第294344号    平成29年10月 1日
     豊島区南大塚二丁目１０番１号
     03-3941-6200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78016,5319,5 千川調剤薬局 〒171-0043 （後発調１）第294909号    平成29年11月 1日
     豊島区要町三丁目１２番７号　グ
     レイス千川１階
     03-5995-6838  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  78116,5329,4 ゆう薬局 〒171-0021 （後発調１）第281242号    平成28年 4月 1日
     豊島区西池袋二丁目３５番６号　
     ウェストアートビル１階
     03-3987-5562  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78216,5338,5 千川薬局　駅前店 〒171-0043 （後発調１）第285005号    平成28年 8月 1日
     豊島区要町三丁目１１番２号　　
     ウエストビレッヂ１階　Ｂ号
     03-3530-0900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78316,5372,4 サン薬局　ときわ通り〒171-0014 （後発調１）第283750号    平成28年 6月 1日
     店 豊島区池袋二丁目５８番９号　清
     水ビル１０１号
     03-5950-8722  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78416,5384,9 巣鴨萬盛堂薬局　六地〒170-0002 （後発調１）第286867号    平成28年12月 1日
     蔵店 豊島区巣鴨三丁目２１番１７号
     03-3917-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78516,5389,8 千利薬局 〒171-0042 （後発調１）第294279号    平成29年10月 1日
     豊島区高松三丁目４番５号　坂田
     ビル１階
     03-5964-6646  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78616,5393,0 雄飛堂薬局　西池袋店〒171-0021 （後発調１）第294536号    平成29年10月 1日
     豊島区西池袋三丁目２番１７号
     03-5985-6500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78716,5413,6 クオール薬局　駒込店〒170-0003 （後発調１）第282127号    平成28年 4月 1日
     豊島区駒込三丁目６番１５号　モ
     ラダ駒込１階
     03-3576-1250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78816,5415,1 雄飛堂薬局　池袋トキ〒171-0014 （後発調１）第294537号    平成29年10月 1日
     ワ通り店 豊島区池袋三丁目３０番２５号
     03-5911-5677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78916,5421,9 北大塚薬局 〒170-0004 （後発調１）第288620号    平成28年 4月 1日
     豊島区北大塚二丁目６番１号　プ
     リマーレビル１階
     03-3910-7650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79016,5449,0 こまごめ薬局 〒170-0003 （後発調１）第284882号    平成28年 8月 1日
     豊島区駒込一丁目３番１５号　菊
     水ビル１階
     03-3942-4185  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  79116,5455,7 要町薬局 〒171-0043 （後発調１）第296176号    平成30年 2月 1日
     豊島区要町三丁目２１番１１号　
     千優ビル１０１
     03-5965-6305  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79216,5462,3 池袋あうる薬局 〒170-0013 （後発調１）第287567号    平成28年 4月 1日
     豊島区東池袋一丁目２０番９号　
     池袋保健所１階
     03-3984-7540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79316,5464,9 チチブ薬局　二丁目店〒171-0051 （後発調１）第283000号    平成28年 4月 1日
     豊島区長崎二丁目２６番１９号
     03-5917-5380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79416,5466,4 調剤薬局ツルハドラッ〒171-0022 （後発調１）第284933号    平成28年 8月 1日
     グ　南池袋店 豊島区南池袋三丁目９番５号　サ
     トミビル池袋１階
     03-6907-7599  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79516,5469,8 ひばり薬局 〒170-0003 （後発調１）第287204号    平成29年 1月 1日
     豊島区駒込一丁目１４番１０号
     03-5876-8464  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79616,5476,3 ハート薬局 〒171-0052 （後発調１）第281725号    平成28年 4月 1日
     豊島区南長崎二丁目３番１７号
     03-6658-4830  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79716,5478,9 ココ薬局 〒170-0001 （後発調１）第284955号    平成28年 8月 1日
     豊島区西巣鴨四丁目３１番４号　
     青山ビル１階
     03-6638-6080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79816,5487,0 雄飛堂薬局　上池袋店〒170-0012 （後発調１）第293719号    平成29年 8月 1日
     豊島区上池袋三丁目１番６号
     03-3949-9511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79916,5489,6 ポラム薬局 〒170-0005 （後発調１）第283671号    平成28年 6月 1日
     豊島区南大塚三丁目３８番８号　
     山上ビル１階
     03-3985-6230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80016,5491,2 千利薬局　南長崎店 〒171-0052 （後発調１）第288081号    平成29年 3月 1日
     豊島区南長崎六丁目２０番８号
     03-6915-3545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  80116,5494,6 春日通薬局 〒170-0013 （後発調１）第282861号    平成28年 4月 1日
     豊島区東池袋二丁目４５番３号　
     山形屋ビル１階
     03-5391-1650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80216,5495,3 ダリヤ大塚台薬局 〒170-0013 （後発調１）第282131号    平成28年 4月 1日
     豊島区東池袋二丁目４番３号　志
     村ビル１階
     03-5954-1525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80316,5497,9 クリエイト薬局　豊島〒171-0043 （後発調１）第288859号    平成28年 4月 1日
     要町店 豊島区要町一丁目８番１１号　要
     町東洋ビル１階
     03-5986-2701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80416,5498,7 ＬＡＢＩ１日本総本店〒170-0013 （後発調１）第285202号    平成28年 9月 1日
     　池袋薬局 豊島区東池袋一丁目５番７号　Ｂ
     ２階
     03-5958-7779  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80516,5508,3 スギ薬局　西池袋店 〒171-0021 （後発調１）第295912号    平成30年 1月 1日
     豊島区西池袋三丁目１７番３号　
     群馬土地池袋西口ビル２階
     03-5956-8477  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80616,5509,1 あかまつ薬局 〒170-0002 （後発調１）第282294号    平成28年 4月 1日
     豊島区巣鴨一丁目２番５号
     03-6902-1456  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80716,5510,9 巣鴨くりさき薬局 〒170-0002 （後発調１）第285802号    平成28年10月 1日
     豊島区巣鴨一丁目３１番５号　茂
     木ビル１階
     03-5319-4940  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80816,5514,1 巣鴨かみむら薬局 〒170-0002 （後発調１）第289318号    平成28年 4月 1日
     豊島区巣鴨二丁目１番６号　森川
     第２ビル１階
     03-6903-6010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80916,5516,6 コスモス薬局 〒170-0013 （後発調１）第280564号    平成28年 4月 1日
     豊島区東池袋四丁目５番１号　ラ
     イズシティ池袋１０７
     03-3987-6862  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  81016,5519,0 上池袋薬局 〒170-0012 （後発調１）第281727号    平成28年 4月 1日
     豊島区上池袋四丁目１番３号　ラ
     イオンズマンション上池袋１０２
     号
     03-5567-7251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81116,5520,8 日本調剤落合南長崎薬〒171-0052 （後発調１）第282667号    平成28年 4月 1日
     局 豊島区南長崎四丁目５番２０号　
     ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎１階
     03-5983-7321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81216,5522,4 マロン薬局　目白店 〒171-0033 （後発調１）第287765号    平成29年 2月 1日
     豊島区高田一丁目４０番１１号
     03-3984-0723  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81316,5526,5 薬局トモズ東池袋店 〒170-0013 （後発調１）第287921号    平成29年 2月 1日
     豊島区東池袋三丁目４番３号　池
     袋イーストビル１階
     03-6914-2616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81416,5529,9 ナチュラルローソンク〒171-0031 （後発調１）第284741号    平成28年 4月 1日
     オール薬局　目白三丁豊島区目白三丁目４番１４号　田
     目店 中屋ビル１階
     03-5988-0889  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81516,5533,1 ことぶき薬局　巣鴨店〒170-0002 （後発調１）第282841号    平成28年 4月 1日
     豊島区巣鴨三丁目２３番１０号　
     １階
     03-5980-7991  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81616,5534,9 ココカラファイン薬局〒171-0031 （後発調１）第294004号    平成29年 9月 1日
     目白店 豊島区目白一丁目４番１号　ホテ
     ルメッツ目白２階
     03-5396-3137  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81716,5535,6 ココカラファイン薬局〒171-0021 （後発調１）第284295号    平成28年 7月 1日
     西池袋店 豊島区西池袋五丁目５番２１号　
     ザ・タワーグランディア１階
     03-5952-5565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81816,5536,4 めぐみ薬局 〒170-0002 （後発調１）第288695号    平成28年 4月 1日
     豊島区巣鴨四丁目９番５号　第一
     塚田ビル１階１０１号
     03-5980-9308  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  81916,5542,2 クオール薬局　大塚１〒170-0005 （後発調１）第282111号    平成28年 4月 1日
     号店 豊島区南大塚二丁目１０番２号
     03-3944-8999  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82016,5543,0 クオール薬局　大塚２〒170-0005 （後発調１）第284995号    平成28年 8月 1日
     号店 豊島区南大塚二丁目１１番４号
     03-3947-2191  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82116,5544,8 椎名町薬局 〒171-0051 （後発調１）第294039号    平成29年 9月 1日
     豊島区長崎三丁目１９番１５号
     03-5917-5600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82216,5545,5 アリス薬局　大塚店 〒170-0005 （後発調１）第283217号    平成28年 5月 1日
     豊島区南大塚二丁目４１番５号
     03-5319-1722  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82316,5552,1 ブロードウェイ薬局　〒170-0003 （後発調１）第283957号    平成28年 7月 1日
     駒込店 豊島区駒込六丁目３４番７号　清
     水ビル１階
     03-3916-7281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82416,5557,0 さくら薬局　要町駅前〒171-0043 （後発調１）第283030号    平成28年 5月 1日
     店 豊島区要町一丁目９番３号　ヨシ
     カワビル１階
     03-3554-3839  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82516,5560,4 せいぼ薬局 〒171-0051 （後発調１）第290293号    平成29年 4月 1日
     豊島区長崎四丁目８番２号　１０
     １
     03-5926-9939  (03-5926-9919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82616,5561,2 くま薬局 〒171-0032 （後発調１）第281762号    平成28年 4月 1日
     豊島区雑司が谷三丁目７番１２号
     　ルミウス１２雑司が谷１階
     03-3980-0063  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82716,5562,0 アクア薬局　巣鴨店 〒170-0002 （後発調１）第280654号    平成28年 4月 1日
     豊島区巣鴨一丁目１４番５号　松
     岡第一ビル１階
     03-5395-1289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82816,5565,3 御代の台薬局　南池袋〒171-0022 （後発調１）第284461号    平成28年 4月 1日
     店 豊島区南池袋二丁目９番５号　第
     ３野萩ビル１階
     03-5951-9182  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  82916,5568,7 うずらやま薬局 〒171-0031 （後発調１）第288765号    平成28年 4月 1日
     豊島区目白二丁目５番２７号　目
     白邸苑１階
     03-5391-8800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83016,5573,7 スギ薬局　池袋本町店〒170-0011 （後発調１）第284137号    平成28年 7月 1日
     豊島区池袋本町四丁目１６番６号
     03-3985-1711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83116,5575,2 ねむの木薬局 〒171-0032 （後発調１）第287121号    平成28年12月 1日
     豊島区雑司が谷二丁目４番１号　
     ＡアンドＣビル１階
     03-5992-6470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83216,5577,8 アイランド薬局　北大〒170-0004 （後発調１）第286882号    平成28年12月 1日
     塚店 豊島区北大塚二丁目９番１１号　
     １階
     03-5961-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83316,5581,0 ケミスト薬局　要町店〒171-0043 （後発調１）第286058号    平成28年 9月 1日
     豊島区要町一丁目１１番地１１　
     セピア要町１階
     03-3530-7871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83416,5584,4 遠藤薬局 〒170-0002 （後発調１）第286912号    平成28年10月 1日
     豊島区巣鴨四丁目３５番１号
     03-3917-3332  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83516,5591,9 サンロード薬局 〒171-0051 （後発調１）第296289号    平成30年 2月 1日
     豊島区長崎二丁目２７番１５号　
     野尻ビル１０１号
     03-5926-4022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83616,5593,5 ぱぱす薬局　要町店 〒171-0043 （後発調１）第296120号    平成30年 2月 1日
     豊島区要町一丁目９番７号　清川
     ビル１階
     03-5986-1851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83716,5595,0 ヒロタ薬局 〒171-0031 （後発調１）第296326号    平成30年 2月 1日
     豊島区目白三丁目１４番２０号　
     目白四輪馬車１階
     03-6915-3707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83816,5598,4 クオール薬局　ライフ〒171-0043 （後発調１）第296314号    平成30年 2月 1日
     千川駅前店 豊島区要町三丁目４５番４号
     03-6909-4289  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  83916,5601,6 十字堂薬局 〒170-0001 （後発調１）第295179号    平成29年11月 1日
     豊島区西巣鴨三丁目６番２号
     03-3917-0822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84017,5099,1 有限会社　キムラ薬局〒114-0014 （後発調１）第280383号    平成28年 4月 1日
     北区田端四丁目３番３号
     03-3821-2306  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84117,5233,6 太陽堂薬局 〒114-0024 （後発調１）第280402号    平成28年 4月 1日
     北区西ヶ原一丁目２１番３号
     03-3910-2119  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84217,5255,9 イワミ堂薬局　団地店〒114-0003 （後発調１）第282986号    平成28年 4月 1日
     北区豊島五丁目５番６号　１１４
     03-3914-1146  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84317,5278,1 御代の台薬局　仲通り〒114-0023 （後発調１）第283841号    平成28年 4月 1日
     店 北区滝野川六丁目３９番１２号
     03-3916-2648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84417,5282,3 アイ調剤薬局 〒114-0023 （後発調１）第295380号    平成29年12月 1日
     北区滝野川七丁目２番１号　谷端
     シティハイツ２０２号
     03-3916-1918  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84517,5299,7 アイランド薬局　東十〒114-0001 （後発調１）第288622号    平成28年 4月 1日
     条店 北区東十条三丁目１番１１号　昌
     鶴堂ビル１階
     03-3927-8121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84617,5314,4 黎明調剤薬局　神谷店〒115-0043 （後発調１）第285529号    平成28年 9月 1日
     北区神谷三丁目２３番５号　レヂ
     デンス神谷Ｂ
     03-3598-0611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84717,5335,9 サカエ薬局 〒115-0055 （後発調１）第280335号    平成28年 4月 1日
     北区赤羽西一丁目５番１号　１０
     ２号
     03-3900-3505  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84817,5337,5 パルロード薬局 〒115-0055 （後発調１）第294424号    平成29年10月 1日
     北区赤羽西一丁目７番１号　１０
     ６号
     03-3900-0455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  84917,5384,7 齋藤第一薬局　東十条〒114-0001 （後発調１）第284789号    平成28年 8月 1日
     四丁目店 北区東十条四丁目４番１５号　コ
     ンフォート東十条一階
     03-3927-3881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85017,5387,0 つばさ薬局 〒115-0045 （後発調１）第280681号    平成28年 4月 1日
     北区赤羽二丁目９番３号　佐藤ビ
     ル１階
     03-3903-6768  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85117,5398,7 竹内薬局　田端店 〒114-0012 （後発調１）第286324号    平成28年11月 1日
     北区田端新町一丁目２０番１４号
     03-3810-5711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85217,5403,5 黎明薬局 〒114-0003 （後発調１）第285749号    平成28年 4月 1日
     北区豊島一丁目３９番１５号　ル
     ネージュ福島
     03-3927-2722  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85317,5409,2 日生薬局　西ヶ原店 〒114-0024 （後発調１）第285953号    平成28年10月 1日
     北区西ヶ原二丁目４６番９号　小
     栗ビル１階
     03-5567-7773  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85417,5412,6 マエノ薬局 〒115-0055 （後発調１）第283831号    平成28年 6月 1日
     北区赤羽西六丁目１７番１号　セ
     ゾン片桐１階
     03-3908-6003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85517,5419,1 御代の台薬局駅前店 〒114-0023 （後発調１）第285004号    平成28年 8月 1日
     北区滝野川七丁目１０番４号　飯
     田ビル１０２
     03-3916-2280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85617,5436,5 御代の台薬局　中里店〒114-0015 （後発調１）第287429号    平成29年 1月 1日
     北区中里三丁目１７番２号
     03-5974-9666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85717,5437,3 雄飛堂薬局　上十条二〒114-0034 （後発調１）第294113号    平成29年 9月 1日
     丁目店 北区上十条二丁目２６番５号
     03-3906-1233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85817,5442,3 あい薬局　王子店 〒114-0002 （後発調１）第285499号    平成28年 9月 1日
     北区王子二丁目２７番７号
     03-3927-6181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  85917,5458,9 御代の台薬局 〒114-0023 （後発調１）第296576号    平成30年 3月 1日
     北区滝野川五丁目１５番７号
     03-3916-2915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86017,5461,3 赤羽中央薬局 〒115-0054 （後発調１）第281008号    平成28年 4月 1日
     北区桐ケ丘二丁目１１番２６号　
     ポローニアヒルズ１階
     03-5963-6761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86117,5462,1 ふくろう薬局 〒115-0053 （後発調１）第291605号    平成29年 5月 1日
     北区赤羽台四丁目１０番７号　菊
     地ビル１階
     03-5924-3100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86217,5464,7 ゆりの木薬局　赤羽台〒115-0053 （後発調１）第285776号    平成28年10月 1日
     店 北区赤羽台四丁目５番１号
     03-5924-3050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86317,5470,4 ウエルシア薬局　浮間〒115-0051 （後発調１）第286871号    平成28年12月 1日
     店 北区浮間二丁目１２番２４号
     03-5916-0511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86417,5484,5 雄飛堂薬局　十条銀座〒114-0031 （後発調１）第292424号    平成29年 6月 1日
     店 北区十条仲原一丁目４番１０号
     03-3905-2221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86517,5501,6 御代の台薬局　駒込店〒114-0015 （後発調１）第283665号    平成28年 6月 1日
     北区中里二丁目１７番１２号　１
     階
     03-3576-1941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86617,5507,3 あおき薬局　北赤羽店〒115-0052 （後発調１）第280399号    平成28年 4月 1日
     北区赤羽北三丁目５番３０号　武
     ハウス１階
     03-5963-6966  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86717,5513,1 あけぼの薬局 〒114-0023 （後発調１）第293810号    平成29年 8月 1日
     北区滝野川七丁目５番５号　高橋
     ビル１０１号
     03-5907-2781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86817,5523,0 しばた薬局　王子店 〒114-0003 （後発調１）第288613号    平成28年 4月 1日
     北区豊島二丁目１２番１７号
     03-6903-2651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  86917,5525,5 コラゾン薬局 〒114-0014 （後発調１）第285102号    平成28年 4月 1日
     北区田端三丁目５番１号　コラゾ
     ンＫ．Ｓ１階
     03-5842-1733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87017,5534,7 オリーブ薬局 〒114-0024 （後発調１）第284429号    平成28年 7月 1日
     北区西ケ原二丁目１３番２号
     03-5980-8203  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87117,5539,6 さくら薬局　西ヶ原店〒114-0024 （後発調１）第287033号    平成28年 4月 1日
     北区西ケ原三丁目２番１号　駒込
     ペアシティ１１０
     03-3576-1779  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87217,5545,3 有限会社　十条薬局 〒114-0031 （後発調１）第286599号    平成28年12月 1日
     北区十条仲原二丁目７番５号
     03-3900-5380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87317,5547,9 ことぶき薬局　赤羽志〒115-0042 （後発調１）第282837号    平成28年 4月 1日
     茂店 北区志茂五丁目４番１号
     03-3598-6651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87417,5555,2 ニニナ薬局 〒114-0023 （後発調１）第294910号    平成29年11月 1日
     北区滝野川六丁目４４番１７号　
     トーア滝野川マンション１階
     03-5980-0090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87517,5556,0 クオール薬局　滝野川〒114-0023 （後発調１）第285339号    平成28年 9月 1日
     店 北区滝野川六丁目１４番９号　東
     京先端医療モールビル１階
     03-5980-2589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87617,5563,6 日生薬局　上十条店 〒114-0034 （後発調１）第295888号    平成30年 1月 1日
     北区上十条二丁目１２番１０号
     03-5948-6010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87717,5566,9 テン薬局　北赤羽駅前〒115-0052 （後発調１）第281589号    平成28年 4月 1日
     店 北区赤羽北二丁目３１番１６号　
     アクトピア北赤羽壱番館１０１号
     室
     03-3909-4010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87817,5575,0 雄飛堂薬局　王子本町〒114-0022 （後発調１）第294549号    平成29年10月 1日
     店 北区王子本町一丁目１９番１２号
     　第二大扇ビル１階
     03-3905-1233  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  87917,5577,6 雄飛堂薬局　いちょう〒114-0034 （後発調１）第295057号    平成29年11月 1日
     通り店 北区上十条二丁目１２番９号　関
     根ビル１階
     03-5948-6106  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88017,5578,4 わかな薬局 〒114-0034 （後発調１）第284946号    平成28年 4月 1日
     北区上十条二丁目２２番９号
     03-6379-2626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88117,5580,0 クリエイト薬局　北区〒114-0023 （後発調１）第294619号    平成29年10月 1日
     滝野川店 北区滝野川六丁目２１番１９号
     03-5961-1377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88217,5585,9 田端あおい薬局 〒114-0013 （後発調１）第283072号    平成28年 4月 1日
     北区東田端一丁目１４番１号　Ｍ
     ＥＤ田端１０１
     03-3810-4002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88317,5597,4 ダイエー赤羽店薬局 〒115-0045 （後発調１）第287955号    平成28年 4月 1日
     北区赤羽二丁目５番７号
     03-3903-5181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88417,5598,2 くりさき薬局 〒114-0016 （後発調１）第286283号    平成28年11月 1日
     北区上中里三丁目６番１３号　弘
     真ビル１階
     03-5959-3980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88517,5603,0 どうざか薬局 〒114-0014 （後発調１）第285769号    平成28年10月 1日
     北区田端一丁目４番５号
     03-5842-1025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88617,5604,8 スギ薬局　西ケ原店 〒114-0024 （後発調１）第296087号    平成30年 2月 1日
     北区西ケ原一丁目３１番２５号　
     グランドマスト西ケ原１階
     03-5972-4781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88717,5606,3 あんなちゃん薬局 〒114-0002 （後発調１）第293829号    平成29年 8月 1日
     北区王子二丁目３０番７号　１階
     03-6903-2851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88817,5611,3 ウカイ薬局　北赤羽店〒115-0052 （後発調１）第288659号    平成29年 4月 1日
     北区赤羽北二丁目３１番１６号　
     アクトピア北赤羽壱番館１１３号
     03-5948-6682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  88917,5620,4 つばめ薬局 〒115-0043 （後発調１）第288063号    平成29年 1月10日
     北区神谷一丁目１５番１号　セン
     テニアル王子神谷Ａ
     03-5390-6303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89017,5625,3 デイジー薬局　北赤羽〒115-0052 （後発調１）第290354号    平成29年 4月 1日
     店 北区赤羽北二丁目２５番８号　ア
     クトピア北赤羽六番館１０１号
     03-6914-3281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89117,5626,1 しもふり薬局 〒114-0024 （後発調１）第295064号    平成29年11月 1日
     北区西ケ原一丁目５０番１号　エ
     ムエー駒込１０１
     03-5961-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89217,5627,9 アイセイ薬局　東十条〒114-0002 （後発調１）第293745号    平成29年 8月 1日
     店 北区王子五丁目１番４０号　２階
     03-5902-3015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89317,5629,5 つくし薬局　十条店 〒114-0032 （後発調１）第291931号    平成29年 3月27日
     北区中十条二丁目７番２号
     03-3905-0601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89417,5632,9 フロンティア薬局　十〒114-0001 （後発調１）第295930号    平成30年 2月 1日
     条店 北区東十条三丁目１３番１号
     03-6915-4911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89517,5633,7 リーフ薬局 〒114-0016 （後発調１）第294887号    平成29年11月 1日
     北区上中里二丁目３２番１１号　
     １０１
     03-6313-9624  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89617,5639,4 やまぶき薬局　王子店〒114-0002 （後発調１）第295982号    平成30年 1月 1日
     北区王子二丁目１３番６号　ムサ
     シビル１階
     03-5390-6539  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89718,5020,5 有限会社　大野薬局 〒116-0011 （後発調１）第295382号    平成29年12月 1日
     荒川区西尾久二丁目３番４号
     03-3894-6722  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89818,5028,8 株式会社　勝谷薬局 〒116-0002 （後発調１）第284619号    平成28年 4月 1日
     荒川区荒川一丁目３１番９号
     03-3806-0093  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  89918,5155,9 博方堂薬局 〒116-0011 （後発調１）第283709号    平成28年 4月 1日
     荒川区西尾久六丁目１５番８号
     03-3893-4815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90018,5188,0 関口薬局 〒116-0011 （後発調１）第283756号    平成28年 6月 1日
     荒川区西尾久五丁目８番２５号
     03-3800-3570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90118,5201,1 さつき薬局 〒116-0013 （後発調１）第280728号    平成28年 4月 1日
     荒川区西日暮里一丁目４番３号
     03-3806-0809  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90218,5217,7 シマノ薬局 〒116-0014 （後発調１）第295147号    平成29年12月 1日
     荒川区東日暮里六丁目３９番１３
     号　メゾン・ヴエルデ１階
     03-3891-0828  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90318,5233,4 フレンズ薬局 〒116-0001 （後発調１）第286016号    平成28年 4月 1日
     荒川区町屋二丁目３番８号
     03-3800-2002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90418,5250,8 よつば薬局 〒116-0014 （後発調１）第280683号    平成28年 4月 1日
     荒川区東日暮里五丁目５１番７号
     　大進ビル２階
     03-3806-6821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90518,5254,0 ハロー薬局 〒116-0014 （後発調１）第284002号    平成28年 4月 1日
     荒川区東日暮里四丁目３５番８号
     03-5811-5933  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90618,5255,7 しおいり薬局 〒116-0003 （後発調１）第280587号    平成28年 4月 1日
     荒川区南千住八丁目３番２号　１
     ０２号室
     03-5850-7960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90718,5259,9 さぜ薬局 〒116-0012 （後発調１）第284795号    平成28年 4月 1日
     荒川区東尾久六丁目９番２０号
     03-3892-6681  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90818,5270,6 さぜハート薬局 〒116-0012 （後発調１）第284798号    平成28年 4月 1日
     荒川区東尾久六丁目５番５号
     03-3810-8010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90918,5276,3 テイク・イースト尾久〒116-0011 （後発調１）第287842号    平成29年 2月 1日
     薬局 荒川区西尾久七丁目１３番４号　
     ダイヤパレス尾久駅前１０２
     03-3892-6911  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  91018,5282,1 どらっぐぱぱす薬局　〒116-0001 （後発調１）第288380号    平成28年 4月 1日
     町屋店 荒川区町屋三丁目１９番１３号
     03-5901-3581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91118,5301,9 すみれ薬局 〒116-0001 （後発調１）第282762号    平成28年 4月 1日
     荒川区町屋三丁目７番６号
     03-3810-0135  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91218,5309,2 ひぐらし調剤薬局 〒116-0014 （後発調１）第283869号    平成28年 6月 1日
     荒川区東日暮里五丁目４４番２号
     　メイリックパーク１階
     03-5850-5056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91318,5314,2 スマイル薬局　町屋店〒116-0002 （後発調１）第281431号    平成28年 4月 1日
     荒川区荒川六丁目７０番１２号　
     ベルシティオ町屋１０１号
     03-5855-3822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91418,5315,9 マークスタワー薬局 〒116-0002 （後発調１）第290346号    平成29年 4月 1日
     荒川区荒川七丁目４６番１号　１
     ０２
     03-3895-1750  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91518,5316,7 ウカイ薬局 〒116-0002 （後発調１）第288462号    平成28年 4月 1日
     荒川区荒川二丁目４番２号　１階
     03-3891-6055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91618,5321,7 つばさ薬局 〒116-0001 （後発調１）第280914号    平成28年 4月 1日
     荒川区町屋三丁目２４番１号
     03-3893-0790  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91718,5329,0 ことぶき薬局 〒116-0011 （後発調１）第283215号    平成28年 5月 1日
     荒川区西尾久六丁目３０番３号
     03-3800-9563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91818,5340,7 荒川鈴薬局 〒116-0014 （後発調１）第287524号    平成28年 4月 1日
     荒川区東日暮里三丁目４３番６号
     　イシマキビル１階
     03-5850-4155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91918,5348,0 千利薬局　西尾久店 〒116-0011 （後発調１）第283983号    平成28年 7月 1日
     荒川区西尾久一丁目１２番７号
     03-5855-2641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92018,5351,4 スマイル薬局　東日暮〒116-0014 （後発調１）第296341号    平成30年 2月 1日
     里店 荒川区東日暮里二丁目４７番６号
     03-5615-2953  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  92118,5357,1 サンセイ薬局 〒116-0012 （後発調１）第282739号    平成28年 4月 1日
     荒川区東尾久三丁目１９番７号
     03-3819-2900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92218,5358,9 よしむら薬局 〒116-0001 （後発調１）第283335号    平成28年 4月 1日
     荒川区町屋一丁目２番１号　佐藤
     ビル１０１
     03-3895-6537  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92318,5359,7 スマイル薬局　西日暮〒116-0013 （後発調１）第284338号    平成28年 7月 1日
     里店 荒川区西日暮里六丁目２８番４号
     　須田マンション１階
     03-6807-9935  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92418,5364,7 くまのまえ薬局 〒116-0012 （後発調１）第284062号    平成28年 4月 1日
     荒川区東尾久八丁目１４番１号　
     １階
     03-3895-9630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92518,5367,0 日暮里はなぞの薬局 〒116-0014 （後発調１）第285780号    平成28年 4月 1日
     荒川区東日暮里二丁目３０番９号
     　１階
     03-3805-2208  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92618,5369,6 みどり薬局　西尾久店〒116-0011 （後発調１）第284436号    平成28年 7月 1日
     荒川区西尾久二丁目１番１３号　
     ボストンハイツ１階
     03-5855-6251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92718,5372,0 フラワー薬局　町屋駅〒116-0001 （後発調１）第289513号    平成28年 4月 1日
     前店 荒川区町屋一丁目１番８号　オリ
     エントビル１階
     03-5939-7215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92818,5379,5 フジシロ薬局 〒116-0001 （後発調１）第285354号    平成28年 4月 1日
     荒川区町屋二丁目８番２号　東京
     イーストレジデンス１０２
     03-3895-3675  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92918,5385,2 フレンズ薬局　町屋二〒116-0001 （後発調１）第285933号    平成28年10月 1日
     丁目店 荒川区町屋二丁目６番１３号　グ
     レース弐番館１階
     03-5901-2012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93018,5389,4 きらら薬局 〒116-0011 （後発調１）第291616号    平成29年 5月 1日
     荒川区西尾久二丁目４番１８号
     03-6240-8086  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  93118,5394,4 アステル薬局　日暮里〒116-0014 （後発調１）第293899号    平成29年 9月 1日
     店 荒川区東日暮里五丁目４７番３号
     03-5615-0099  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93218,5397,7 ましろ薬局 〒116-0014 （後発調１）第296387号    平成30年 3月 1日
     荒川区東日暮里六丁目４２番３号
     03-5604-9931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93318,5401,7 あさがお薬局 〒116-0002 （後発調１）第294773号    平成29年10月 1日
     荒川区荒川五丁目２番６号
     03-5810-6940  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93418,5402,5 なかまち通り薬局 〒116-0002 （後発調１）第295176号    平成29年11月 1日
     荒川区荒川三丁目２４番４号　浜
     野ビル１０１
     03-5811-4113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93519,5146,6 有限会社　葵薬局 〒174-0063 （後発調１）第293922号    平成29年 9月 1日
     板橋区前野町三丁目２３番５号
     03-3967-7071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93619,5256,3 大山調剤薬局 〒173-0023 （後発調１）第280980号    平成28年 4月 1日
     板橋区大山町１２番１１号
     03-3958-2739  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93719,5262,1 竹内調剤薬局 〒173-0014 （後発調１）第283916号    平成28年 6月 1日
     板橋区大山東町５３番７号
     03-3964-5891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93819,5265,4 稲垣薬局　高島平店 〒175-0082 （後発調１）第287396号    平成28年 4月 1日
     板橋区高島平八丁目１２番９号　
     メゾンソレイユ１階
     03-5398-3838  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93919,5277,9 薬局メディコ・ファー〒173-0023 （後発調１）第286579号    平成28年 4月 1日
     マシー 板橋区大山町２１番８号　高橋マ
     ンション１０２号
     03-5995-3402  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94019,5278,7 山岡調剤薬局 〒175-0082 （後発調１）第280931号    平成28年 4月 1日
     板橋区高島平一丁目８０番１４号
     　木下ビル１階
     03-3559-4677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  94119,5287,8 蘭調剤薬局 〒174-0051 （後発調１）第283856号    平成28年 4月 1日
     板橋区小豆沢二丁目１９番９号　
     鈴木ビル１階２階
     03-3960-0501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94219,5310,8 薬局トマト 〒173-0004 （後発調１）第293914号    平成29年 9月 1日
     板橋区板橋一丁目３７番２号　メ
     ゾンフジ１階
     03-5375-1010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94319,5325,6 ハジメ薬局 〒175-0094 （後発調１）第291790号    平成29年 5月 1日
     板橋区成増三丁目４番１６号
     03-5997-0001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94419,5338,9 大和町調剤薬局 〒173-0012 （後発調１）第294200号    平成29年 9月 1日
     板橋区大和町４３番１６号　レジ
     デンス美和１階
     03-3579-0018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94519,5349,6 大山東調剤薬局 〒173-0014 （後発調１）第284529号    平成28年 4月 1日
     板橋区大山東町４５番４号山口ビ
     ル１階
     03-3962-0340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94619,5353,8 成増ケ丘薬局 〒175-0094 （後発調１）第285160号    平成28年 4月 1日
     板橋区成増三丁目１６番１０号
     03-3975-1061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94719,5425,4 ゆう薬局　成増店 〒175-0094 （後発調１）第285389号    平成28年 9月 1日
     板橋区成増三丁目１０番１号
     03-5967-7106  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94819,5437,9 小茂根白十字薬局 〒173-0037 （後発調１）第284306号    平成28年 7月 1日
     板橋区小茂根四丁目１０番１号
     03-3554-1971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94919,5441,1 あおぞら薬局 〒175-0094 （後発調１）第283240号    平成28年 5月 1日
     板橋区成増三丁目４８番２２号
     03-5967-7888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95019,5443,7 フレンド薬局 〒174-0076 （後発調１）第288095号    平成28年 4月 1日
     板橋区上板橋二丁目１７番８号
     03-5922-7738  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95119,5455,1 龍生堂薬局　大山店 〒173-0015 （後発調１）第280267号    平成28年 4月 1日
     板橋区栄町１９番６号
     03-5944-4193  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  95219,5458,5 おんだ薬局 〒173-0023 （後発調１）第283290号    平成28年 6月 1日
     板橋区大山町５７番４号　オンダ
     ビル１０３号
     03-3973-0126  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95319,5478,3 アルファ薬局　板橋店〒173-0035 （後発調１）第286580号    平成28年 4月 1日
     板橋区大谷口一丁目５３番１３号
     　ヴィラサカイⅢ１０２号
     03-5966-1471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95419,5484,1 成田薬局 〒173-0026 （後発調１）第284069号    平成28年 7月 1日
     板橋区中丸町２６番８号
     03-3958-9088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95519,5488,2 コトブキ調剤薬局　板〒173-0002 （後発調１）第292553号    平成29年 6月 1日
     橋店 板橋区稲荷台１０番４号
     03-5943-5567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95619,5494,0 かえで薬局 〒175-0083 （後発調１）第284616号    平成28年 4月 1日
     板橋区徳丸三丁目１７番１号　サ
     ークルポーチビル１階Ｂ
     03-5945-3500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95719,5508,7 御代の台薬局　仲宿店〒173-0005 （後発調１）第296175号    平成30年 2月 1日
     板橋区仲宿４８番９号　エコービ
     ル１０１
     03-3579-3557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95819,5524,4 みゆき薬局 〒175-0083 （後発調１）第289802号    平成28年 4月 1日
     板橋区徳丸三丁目１１番１号
     03-5921-0122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95919,5538,4 日生薬局　板橋店 〒173-0032 （後発調１）第287112号    平成28年12月 1日
     板橋区大谷口上町２１番８号
     03-5917-8988  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96019,5539,2 クレア薬局 〒174-0074 （後発調１）第289325号    平成28年 4月 1日
     板橋区東新町二丁目７番２号
     03-3530-6246  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96119,5546,7 スマイル薬局 〒174-0065 （後発調１）第283806号    平成28年 4月 1日
     板橋区若木一丁目１７番１７号　
     佐古田ビル１階
     03-5399-8313  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  96219,5547,5 ケーアイ蓮根薬局 〒174-0046 （後発調１）第283126号    平成28年 4月 1日
     板橋区蓮根二丁目２０番１２号　
     エクシオールＳ１階
     03-5994-0641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96319,5556,6 いづみ薬局　板橋店 〒174-0051 （後発調１）第283837号    平成28年 6月 1日
     板橋区小豆沢二丁目３６番１３号
     　マツエクリニックビル１階
     03-3960-0551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96419,5560,8 カネヨ薬局　徳丸店 〒175-0083 （後発調１）第287566号    平成28年 4月 1日
     板橋区徳丸二丁目１４番８号　２
     カラットステート１階
     03-3931-8551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96519,5570,7 しろくま薬局 〒174-0071 （後発調１）第283246号    平成28年 5月 1日
     板橋区常盤台三丁目２３番６号　
     Ｋ＆Ａステラ１階
     03-5915-1230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96619,5573,1 ウエルシア薬局　板橋〒174-0056 （後発調１）第286033号    平成28年 4月 1日
     志村店 板橋区志村一丁目３番１号
     03-5914-4755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96719,5576,4 プラザ薬局　板橋店 〒173-0015 （後発調１）第296334号    平成30年 2月 1日
     板橋区栄町２８番５号
     03-6905-7871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96819,5578,0 ダイエー成増店薬局 〒175-0094 （後発調１）第285379号    平成28年 9月 1日
     板橋区成増二丁目２１番２号
     03-5998-2421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96919,5580,6 カネヨ薬局 〒174-0046 （後発調１）第285832号    平成28年 4月 1日
     板橋区蓮根三丁目１４番１号
     03-3966-9035  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97019,5584,8 中川薬局　高島平店 〒175-0082 （後発調１）第281575号    平成28年 4月 1日
     板橋区高島平二丁目２１番２号
     03-5922-6831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97119,5588,9 日本調剤上町薬局 〒173-0032 （後発調１）第282679号    平成28年 4月 1日
     板橋区大谷口上町２８番９号
     03-5966-8621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97219,5594,7 ゆみ薬局　坂上店 〒174-0051 （後発調１）第296583号    平成30年 3月 1日
     板橋区小豆沢二丁目１９番５号
     03-5970-8900  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日     99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  97319,5598,8 御代の台薬局　志村坂〒174-0051 （後発調１）第285794号    平成28年10月 1日
     上店 板橋区小豆沢二丁目１９番７号　
     渡辺ビル１０２
     03-5392-0292  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97419,5605,1 ユニバーサルドラッグ〒174-0051 （後発調１）第282416号    平成28年 4月 1日
     薬局　志村坂上調剤店板橋区小豆沢三丁目６番５号
     03-5392-2258  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97519,5618,4 ウエルシア薬局　板橋〒175-0092 （後発調１）第288108号    平成29年 3月 1日
     赤塚店 板橋区赤塚六丁目１番２６号
     03-3977-1388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97619,5624,2 パル薬局　蓮根店 〒174-0043 （後発調１）第286306号    平成28年11月 1日
     板橋区坂下一丁目３５番１６号
     03-5916-1820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97719,5627,5 板橋区薬剤師会管理セ〒174-0071 （後発調１）第292903号    平成29年 7月 1日
     ンター薬局 板橋区常盤台一丁目４０番１号　
     木下ビル１階
     03-5915-5778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97819,5631,7 あきもと薬局 〒173-0004 （後発調１）第295036号    平成29年11月 1日
     板橋区板橋二丁目６５番１０号
     03-5943-6680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97919,5632,5 ファーマライズ薬局　〒175-0082 （後発調１）第284917号    平成28年 8月 1日
     高島平店 板橋区高島平一丁目４３番３　１
     ０２号
     03-5398-5255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98019,5634,1 アイランド薬局　大谷〒173-0032 （後発調１）第295224号    平成29年12月 1日
     口店 板橋区大谷口上町２１番８号　高
     津ビル１階
     03-5917-1067  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98119,5647,3 あかり薬局 〒173-0031 （後発調１）第289321号    平成28年 4月 1日
     板橋区大谷口北町３５番４号
     03-5926-3510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98219,5653,1 サン薬局 〒174-0056 （後発調１）第296399号    平成30年 3月 1日
     板橋区志村三丁目９番４号　１０
     ３号
     03-5392-0301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  98319,5654,9 ライフ薬局　四葉店 〒175-0084 （後発調１）第285486号    平成28年 9月 1日
     板橋区四葉二丁目１番１０号　１
     ０１　四葉メディカルモール
     03-5967-0133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98419,5659,8 コウシン薬局 〒173-0004 （後発調１）第287368号    平成29年 1月 1日
     板橋区板橋二丁目５番２号　コウ
     シンビル１階
     03-5375-2060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98519,5661,4 ほほえみ薬局 〒175-0081 （後発調１）第288535号    平成29年 4月 1日
     板橋区新河岸一丁目４番１０号
     03-6906-4220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98619,5666,3 イオン薬局　板橋店 〒175-0083 （後発調１）第295733号    平成30年 1月 1日
     板橋区徳丸二丁目６番１号
     03-5398-3143  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98719,5676,2 蓮沼薬局 〒174-0061 （後発調１）第287286号    平成29年 1月 1日
     板橋区大原町６番７号
     03-3966-0521  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98819,5685,3 ヒカリ薬局　大山店 〒173-0014 （後発調１）第282955号    平成28年 5月 1日
     板橋区大山東町５９番１１号　植
     井ビル１階
     03-6909-6310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98919,5688,7 はすね鈴薬局 〒174-0046 （後発調１）第288482号    平成28年 4月 1日
     板橋区蓮根二丁目３１番３号
     03-5948-7394  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99019,5689,5 ローソンクオール薬局〒174-0046 （後発調１）第296611号    平成30年 3月 1日
     　板橋蓮根二丁目店 板橋区蓮根二丁目２７番１２号
     03-5916-6089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99119,5692,9 竹内薬局 〒173-0014 （後発調１）第295045号    平成29年11月 1日
     板橋区大山東町５８番１３号
     03-5944-1273  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99219,5708,3 クオール薬局大山店 〒173-0015 （後発調１）第287190号    平成28年12月 1日
     板橋区栄町２８番４号
     03-5248-1595  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99319,5711,7 板橋ロイヤル薬局 〒173-0004 （後発調１）第285388号    平成28年 9月 1日
     板橋区板橋四丁目４７番１２号　
     １階
     03-5943-7380  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  99419,5713,3 共創未来　相生薬局 〒174-0044 （後発調１）第285387号    平成28年 9月 1日
     板橋区相生町２
     03-5921-2880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99519,5714,1 巣鴨萬盛堂薬局　大山〒173-0014 （後発調１）第285250号    平成28年 9月 1日
     東町店 板橋区大山東町５８番１５号
     03-5248-2951  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99619,5719,0 さくら薬局　板橋愛染〒173-0012 （後発調１）第287961号    平成29年 2月 1日
     通り店 板橋区大和町４３番１４号
     03-6909-6581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99719,5731,5 薬局トモズ　大谷口店〒173-0035 （後発調１）第295490号    平成29年12月 1日
     板橋区大谷口二丁目６７番３号
     03-5964-5085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99819,5736,4 ケイワ薬局　板橋本町〒173-0012 （後発調１）第283793号    平成28年 6月 1日
     店 板橋区大和町１４番１２号
     03-5375-0491  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99919,5744,8 アイン薬局　板橋店 〒173-0002 （後発調１）第285597号    平成28年 4月 1日
     板橋区稲荷台１０番８号
     03-6905-0366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100019,5747,1 さくら薬局　赤塚新町〒175-0093 （後発調１）第290522号    平成29年 4月 1日
     店 板橋区赤塚新町三丁目５番１４号
     03-3975-5959  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100119,5750,5 スギ薬局　板橋幸町店〒173-0034 （後発調１）第293147号    平成29年 7月 1日
     板橋区幸町４０番３号
     03-5926-7161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100219,5752,1 ファーコス薬局　天馬〒175-0082 （後発調１）第284980号    平成28年 8月 1日
     堂 板橋区高島平二丁目３２番２号　
     １１０
     03-5399-7021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100319,5754,7 日生薬局　小豆沢店 〒174-0051 （後発調１）第287883号    平成29年 2月 1日
     板橋区小豆沢二丁目１９番８号
     03-6454-5023  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100419,5755,4 いるか薬局　水星店 〒173-0037 （後発調１）第284952号    平成28年 8月 1日
     板橋区小茂根一丁目３２番１号　
     １階
     03-3554-7474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 100519,5761,2 まこ薬局 〒174-0041 （後発調１）第294981号    平成29年11月 1日
     板橋区舟渡一丁目１３番１０号　
     アイタワー１階
     03-3965-5515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100619,5762,0 さくら薬局　下赤塚店〒175-0093 （後発調１）第295880号    平成30年 1月 1日
     板橋区赤塚新町一丁目２４番３号
     03-3977-9605  (03-6904-0037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100719,5765,3 アサヒ薬局　板橋仲宿〒173-0004 （後発調１）第288198号    平成29年 3月 1日
     店 板橋区板橋三丁目９番１３号　野
     間ビル１階
     03-6909-6071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100819,5773,7 アイセイ薬局　成増駅〒175-0094 （後発調１）第294132号    平成29年 9月 1日
     前店 板橋区成増二丁目１４番５号
     03-5968-8260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100919,5778,6 フクシ板橋薬局 〒173-0004 （後発調１）第288000号    平成29年 1月 1日
     板橋区板橋四丁目４番４号　セレ
     ブ新板橋ビル２０２号
     03-5944-3250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101019,5780,2 一番通り薬局 〒175-0092 （後発調１）第288749号    平成29年 2月 1日
     板橋区赤塚二丁目１０番１５号
     03-6909-2066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101119,5784,4 サンシティ調剤薬局 〒174-0064 （後発調１）第291471号    平成29年 3月 1日
     板橋区中台三丁目２７番７－２０
     ７号
     03-3933-1180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101219,5794,3 あじさい薬局 〒174-0063 （後発調１）第293451号    平成29年 7月 1日
     板橋区前野町六丁目３４番１２号
     　１０４　グレイス常盤台
     03-5915-8877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101319,5800,8 上板橋鈴薬局 〒174-0071 （後発調１）第296709号    平成30年 2月 1日
     板橋区常盤台四丁目３５番１２号
     　１０１号
     03-5921-0361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101420,5185,2 ミドリファーマシー 〒177-0041 （後発調１）第287860号    平成28年 4月 1日
     練馬区石神井町二丁目１５番１号
     03-3904-2614  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101520,5193,6 エース薬局 〒176-0001 （後発調１）第280315号    平成28年 4月 1日
     練馬区練馬一丁目１５番１号　堀
     越ビル１階
     03-3557-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101620,5258,7 たがら薬局　光が丘店〒179-0073 （後発調１）第283658号    平成28年 6月 1日
     練馬区田柄五丁目２７番１１号　
     ハートビル地下１階
     03-3970-4855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101720,5263,7 泉ライフ薬局 〒178-0063 （後発調１）第283254号    平成28年 5月 1日
     練馬区東大泉三丁目６６番１５号
     03-3867-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101820,5277,7 だるま堂薬局 〒177-0052 （後発調１）第288406号    平成29年 3月 1日
     練馬区関町東一丁目２４番４号
     03-3928-0002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101920,5282,7 セントラル薬局 〒177-0051 （後発調１）第284018号    平成28年 7月 1日
     練馬区関町北四丁目６番５号
     03-3929-8007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102020,5288,4 中村橋駅前調剤薬局 〒176-0021 （後発調１）第280493号    平成28年 4月 1日
     練馬区貫井一丁目１番２号　ＹＫ
     ビル１階
     03-3990-1533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102120,5296,7 オミノ薬局　二号店 〒178-0064 （後発調１）第285435号    平成28年 9月 1日
     練馬区南大泉四丁目４７番２２号
     　パールハイム１階
     03-3921-7287  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102220,5301,5 えくぼ薬局 〒176-0012 （後発調１）第289019号    平成29年 4月 1日
     練馬区豊玉北五丁目２０番１１号
     03-3993-5799  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102320,5311,4 なの花薬局　大泉学園〒178-0061 （後発調１）第285447号    平成28年 9月 1日
     店 練馬区大泉学園町四丁目２２番４
     号　パールハイツ大塚１階
     03-5905-7022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102420,5313,0 ぱる薬局 〒176-0006 （後発調１）第283179号    平成28年 5月 1日
     練馬区栄町２番７号
     03-3557-6291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102520,5326,2 みつぼし薬局 〒177-0033 （後発調１）第284916号    平成28年 8月 1日
     練馬区高野台一丁目７番２０号　
     プレステビル１階
     03-3995-4143  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102620,5328,8 おおき薬局 〒176-0002 （後発調１）第289754号    平成28年 4月 1日
     練馬区桜台六丁目５番５号
     03-5999-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102720,5329,6 蘭薬局　石神井店 〒177-0041 （後発調１）第296271号    平成30年 2月 1日
     練馬区石神井町一丁目２６番９号
     03-3997-9600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102820,5342,9 よしだ薬局 〒177-0041 （後発調１）第283959号    平成28年 7月 1日
     練馬区石神井町四丁目１２番１４
     号
     03-3997-5534  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102920,5343,7 サンテ薬局　東大泉店〒178-0063 （後発調１）第284096号    平成28年 7月 1日
     練馬区東大泉七丁目３８番５号　
     メゾン高野２
     03-3867-5543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103020,5368,4 桜台薬局 〒176-0002 （後発調１）第288797号    平成29年 4月 1日
     練馬区桜台一丁目５番９号　メゾ
     ン高橋１階
     03-3557-0017  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103120,5375,9 薬局アポック　練馬高〒177-0033 （後発調１）第284270号    平成28年 7月 1日
     野台店 練馬区高野台一丁目３番７号　ネ
     ーチャーズ・フォーレストプラザ
     Ⅱ１階
     03-5910-3161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103220,5381,7 鷲峰堂ノザキ薬局　開〒178-0063 （後発調１）第280604号    平成28年 4月 1日
     会店 練馬区東大泉一丁目３７番１３号
     　和田ビル１階
     03-5947-4970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103320,5382,5 いつき薬局 〒176-0004 （後発調１）第294947号    平成29年11月 1日
     練馬区小竹町一丁目５２番１号　
     新井ビル１階
     03-5995-0202  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 103420,5383,3 小田薬局　大泉学園店〒178-0063 （後発調１）第284477号    平成28年 7月 1日
     練馬区東大泉一丁目２６番２０号
     　三木ビル１階
     03-5947-3655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103520,5396,5 いずみ薬局 〒179-0084 （後発調１）第289968号    平成28年 4月 1日
     練馬区氷川台四丁目７番５号
     03-3935-3188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103620,5397,3 鷲峰堂ノザキ薬局 〒178-0063 （後発調１）第280609号    平成28年 4月 1日
     練馬区東大泉三丁目１７番５号
     03-3925-4970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103720,5403,9 フラワー薬局　中村橋〒176-0024 （後発調１）第294573号    平成29年10月 1日
     店 練馬区中村三丁目２１番１４号　
     新槙ビル１階
     03-5987-3821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103820,5428,6 くるみ薬局 〒177-0045 （後発調１）第284409号    平成28年 7月 1日
     練馬区石神井台七丁目６番６号
     03-5991-5060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103920,5431,0 クオール薬局練馬店 〒176-0012 （後発調１）第282124号    平成28年 4月 1日
     練馬区豊玉北五丁目３２番４号　
     角ビル１階
     03-5984-1743  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104020,5442,7 しばた薬局　大泉学園〒178-0061 （後発調１）第288615号    平成28年 4月 1日
     店 練馬区大泉学園町八丁目２２番２
     ３号
     03-5933-0939  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104120,5455,9 アイユウ薬局 〒179-0084 （後発調１）第281604号    平成28年 4月 1日
     練馬区氷川台四丁目５５番１５号
     03-5912-5585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104220,5457,5 としまえん薬局 〒179-0085 （後発調１）第286777号    平成28年 4月 1日
     練馬区早宮四丁目４０番８号　ニ
     ューハイツ豊島園１０２号
     03-3993-2386  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104320,5461,7 山喜薬局 〒176-0012 （後発調１）第284015号    平成28年 4月 1日
     練馬区豊玉北四丁目１１番６号
     03-3991-2960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 104420,5464,1 オリエンタル薬局 〒177-0051 （後発調１）第285608号    平成28年10月 1日
     練馬区関町北五丁目６番２７号
     03-3920-7295  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104520,5466,6 公園通り薬局 〒177-0041 （後発調１）第293474号    平成29年 8月 1日
     練馬区石神井町三丁目２５番２号
     　　イシカワビル２０１
     03-5910-7282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104620,5478,1 アップル薬局 〒176-0001 （後発調１）第288223号    平成29年 3月 1日
     練馬区練馬二丁目１番１１号
     03-5984-7666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104720,5486,4 チェリー薬局 〒179-0073 （後発調１）第284608号    平成28年 8月 1日
     練馬区田柄四丁目１３番６号
     03-3939-4430  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104820,5488,0 盛運堂薬局　大泉学園〒178-0061 （後発調１）第286481号    平成28年 4月 1日
     店 練馬区大泉学園町一丁目２番３号
     03-6761-7737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104920,5489,8 たんぽぽ薬局　関町店〒177-0051 （後発調１）第282091号    平成28年 4月 1日
     練馬区関町北一丁目３番７号
     03-5927-0822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105020,5504,4 ひまわり薬局　駅前店〒178-0063 （後発調１）第287958号    平成29年 2月 1日
     練馬区東大泉一丁目３０番１０号
     　岡野ビル１階
     03-5933-0761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105120,5506,9 柳沢薬局 〒177-0041 （後発調１）第283272号    平成28年 5月 1日
     練馬区石神井町一丁目８番３号　
     サマリヤマンション１階
     03-5393-8193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105220,5513,5 アクア薬局　本店 〒179-0085 （後発調１）第284584号    平成28年 7月 1日
     練馬区早宮二丁目１７番３３号　
     スカイスクレーパー１０２
     03-3934-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105320,5515,0 あかり薬局 〒177-0032 （後発調１）第282026号    平成28年 4月 1日
     練馬区谷原一丁目１２番１０号　
     東明ビル１階
     03-5910-4774  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 105420,5527,5 くすりのダイイチ薬局〒177-0054 （後発調１）第295538号    平成30年 1月 1日
     　吉祥寺通り店 練馬区立野町１４番２１号
     03-3594-4887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105520,5528,3 ファミリー薬局　江古〒176-0005 （後発調１）第288548号    平成29年 4月 1日
     田店 練馬区旭丘一丁目３８番１５号　
     １０３
     03-5983-7118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105620,5529,1 リーフ薬局　東大泉店〒178-0063 （後発調１）第282545号    平成28年 4月 1日
     練馬区東大泉四丁目２６番４号　
     塩野第２ビル１階
     03-5933-3155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105720,5531,7 日本調剤マグノリア薬〒177-0033 （後発調１）第296675号    平成30年 3月 1日
     局 練馬区高野台一丁目８番９号　マ
     グノリア横山ビル１階
     03-5923-6366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105820,5538,2 練馬鈴薬局 〒176-0005 （後発調１）第296728号    平成30年 3月 1日
     練馬区旭丘一丁目２４番５号
     03-5988-7452  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105920,5541,6 プラザ薬局　練馬店 〒176-0005 （後発調１）第295882号    平成30年 1月 1日
     練馬区旭丘一丁目２０番７号
     03-6909-0701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106020,5548,1 ウエルシア薬局　豊玉〒176-0012 （後発調１）第286054号    平成28年 4月 1日
     目白通り店 練馬区豊玉北五丁目２４番２号
     03-5946-3727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106120,5555,6 たむら薬局　旭丘店 〒176-0005 （後発調１）第285744号    平成28年10月 1日
     練馬区旭丘一丁目５４番１０号
     03-3952-6660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106220,5557,2 よしだ薬局　平和台店〒179-0073 （後発調１）第296232号    平成30年 2月 1日
     練馬区田柄一丁目１番１４号　ド
     ミール平和台
     03-3939-3391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106320,5563,0 薬樹薬局　田柄 〒179-0073 （後発調１）第289068号    平成28年 4月 1日
     練馬区田柄五丁目２０番２０号　
     ヴィルドミール光が丘１階１０２
     03-5971-8255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 106420,5569,7 薬樹薬局　南大泉 〒178-0064 （後発調１）第290158号    平成29年 4月 1日
     練馬区南大泉三丁目２９番１４号
     　髙橋ビル１階１０７号室
     03-3978-2882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106520,5571,3 ウエルシア薬局　練馬〒177-0041 （後発調１）第284709号    平成28年 8月 1日
     石神井店 練馬区石神井町六丁目１５番８号
     03-5923-1180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106620,5572,1 フラワー薬局　中村橋〒176-0021 （後発調１）第289507号    平成28年 4月 1日
     駅前店 練馬区貫井一丁目７番２８号　高
     山ビル１階
     03-5971-7622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106720,5579,6 ウエルシア薬局　練馬〒179-0075 （後発調１）第295605号    平成30年 1月 1日
     高松店 練馬区高松六丁目９番４号
     03-5923-0262  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106820,5580,4 サンセイ関町薬局 〒177-0051 （後発調１）第287893号    平成29年 2月 1日
     練馬区関町北四丁目４番４号
     03-5927-0061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106920,5586,1 雄飛堂薬局　光が丘Ｉ〒179-0072 （後発調１）第290413号    平成29年 4月 1日
     ＭＡ店 練馬区光が丘五丁目１番１号　Ｉ
     ＭＡ１階
     03-3976-7511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107020,5592,9 グリーン薬局 〒176-0021 （後発調１）第283949号    平成28年 7月 1日
     練馬区貫井一丁目１２番６号
     03-5848-9916  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107120,5598,6 セガミ薬局　練馬店 〒176-0023 （後発調１）第293059号    平成29年 7月 1日
     練馬区中村北一丁目１０番１２号
     　サン・イーストビル１階
     03-5987-5681  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107220,5602,6 そうごう薬局　大泉学〒178-0063 （後発調１）第286413号    平成28年11月 1日
     園店 練馬区東大泉六丁目４７番１８号
     03-5947-4021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107320,5609,1 ネリマ薬局 〒176-0001 （後発調１）第288356号    平成29年 3月 1日
     練馬区練馬一丁目２６番１８号　
     ＫＮホープ１階
     03-3991-6924  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 107420,5611,7 ぱぱす薬局　練馬駅前〒176-0001 （後発調１）第283910号    平成28年 6月 1日
     店 練馬区練馬一丁目５番５号
     03-5912-0093  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107520,5613,3 スギ薬局　関町北店 〒177-0051 （後発調１）第286434号    平成28年11月 1日
     練馬区関町北五丁目１番３号
     03-5903-5787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107620,5615,8 アイリス薬局 〒179-0081 （後発調１）第288098号    平成28年 4月 1日
     練馬区北町八丁目１２番１１号
     03-5922-2951  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107720,5620,8 ソラ薬局 〒179-0081 （後発調１）第296065号    平成30年 2月 1日
     練馬区北町三丁目１８番１３号
     03-5922-1755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107820,5626,5 スギ薬局　石神井台店〒177-0045 （後発調１）第295261号    平成29年12月 1日
     練馬区石神井台二丁目３５番３８
     号
     03-5923-6311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107920,5631,5 盛運堂薬局　目白通り〒178-0062 （後発調１）第289572号    平成28年 4月 1日
     店 練馬区大泉町六丁目２９番２０号
     　学園スカイマンション１０３号
     室
     03-5936-7101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108020,5632,3 スギ薬局　練馬豊玉店〒176-0013 （後発調１）第283503号    平成28年 4月 1日
     練馬区豊玉中三丁目１２番１１号
     　東武ストア練馬豊玉店２階
     03-5912-0701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108120,5633,1 新星薬局　桜台店 〒176-0002 （後発調１）第285279号    平成28年 4月 1日
     練馬区桜台四丁目１番３号　田中
     第一ビル１階
     03-6914-6265  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108220,5635,6 ヒロ薬局 〒176-0002 （後発調１）第288336号    平成29年 3月 1日
     練馬区桜台一丁目４番１２号　グ
     リージェＭ１階
     03-5912-9775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108320,5637,2 サエグサ調剤薬局　光〒179-0076 （後発調１）第292809号    平成29年 7月 1日
     が丘店 練馬区土支田一丁目６番５号
     03-6904-6780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 108420,5644,8 にじ薬局 〒177-0051 （後発調１）第293404号    平成29年 8月 1日
     練馬区関町北一丁目２３番７号
     03-6279-7974  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108520,5648,9 ファーコス薬局　学園〒178-0061 （後発調１）第283080号    平成28年 5月 1日
     東町 練馬区大泉学園町七丁目５番６号
     03-3921-4240  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108620,5654,7 ファーコス薬局　光が〒179-0073 （後発調１）第283103号    平成28年 5月 1日
     丘 練馬区田柄五丁目１４番１１号　
     グリーンシティ恵マンション１階
     03-3825-9555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108720,5655,4 ファーコス薬局　高松〒179-0075 （後発調１）第285361号    平成28年 9月 1日
     練馬区高松一丁目４２番１８号　
     クラウンレインボー１階
     03-5971-5910  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108820,5667,9 ぱぱす薬局　土支田店〒179-0076 （後発調１）第288329号    平成28年 4月 1日
     練馬区土支田四丁目６番７号　Ｈ
     Ｉレジデンス１階
     03-5947-4104  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108920,5670,3 フタバ薬局　武蔵関店〒177-0051 （後発調１）第283670号    平成28年 6月 1日
     練馬区関町北二丁目２７番１０号
     03-6904-7717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109020,5674,5 フラワー・ブロス　ラ〒178-0062 （後発調１）第280858号    平成28年 4月 1日
     イム薬局 練馬区大泉町一丁目５４番１５号
     03-5935-6875  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109120,5688,5 ココナッツ薬局 〒177-0034 （後発調１）第282624号    平成28年 4月 1日
     練馬区富士見台二丁目４番１４号
     　
     03-5848-6800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109220,5691,9 大泉グリーン薬局 〒178-0063 （後発調１）第283040号    平成28年 5月 1日
     練馬区東大泉五丁目４３番１号　
     大泉学園ゆめりあ２　１階１０２
     Ａ号室
     03-5935-7833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109320,5693,5 フラワー薬局　練馬駅〒176-0012 （後発調１）第289498号    平成28年 4月 1日
     前店 練馬区豊玉北五丁目１７番９号　
     井上ビル１階東側部分
     03-6914-6971  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 109420,5701,6 そうごう薬局　練馬高〒177-0035 （後発調１）第287805号    平成29年 2月 1日
     野台駅店 練馬区南田中三丁目７番３０号
     03-5393-1201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109520,5706,5 クリエイト薬局　練馬〒179-0075 （後発調１）第285950号    平成28年10月 1日
     高松店 練馬区高松六丁目３１番１１号
     03-5923-0316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109620,5708,1 コスモ薬局　江古田店〒176-0006 （後発調１）第295834号    平成30年 1月 1日
     練馬区栄町３４番７号　１０１
     03-6915-8566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109720,5709,9 ポムの木薬局 〒179-0073 （後発調１）第282026号    平成28年 4月 1日
     練馬区田柄四丁目３２番５号
     03-6909-2463  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109820,5711,5 中川薬局　上石神井店〒177-0044 （後発調１）第285534号    平成28年 9月 1日
     練馬区上石神井一丁目１１番３号
     03-5927-4891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109920,5724,8 マーズ薬局 〒179-0074 （後発調１）第283398号    平成28年 6月 1日
     練馬区春日町六丁目１６番１１号
     　フォーチュン光が丘１０３
     03-3577-9628  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110020,5728,9 メディカル薬局 〒177-0054 （後発調１）第284288号    平成28年 7月 1日
     練馬区立野町１番２９号
     03-5903-2002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110120,5736,2 共創未来　石神井薬局〒177-0041 （後発調１）第290388号    平成29年 4月 1日
     練馬区石神井町四丁目３番１６号
     03-5393-0505  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110220,5751,1 なの花薬局　関町南店〒177-0053 （後発調１）第284653号    平成28年 6月 1日
     練馬区関町南四丁目１３番１４号
     03-3594-5011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110320,5754,5 土支田薬局　南店 〒179-0076 （後発調１）第287603号    平成29年 2月 1日
     練馬区土支田二丁目２９番１９号
     03-6904-4440  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110420,5755,2 ハックドラッグ　大泉〒178-0064 （後発調１）第286036号    平成28年11月 1日
     学園薬局 練馬区南大泉五丁目２０番２８号
     03-5947-5589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 110520,5756,0 ハックドラッグ　ピー〒177-0033 （後発調１）第286106号    平成28年 9月 1日
     コック高野台薬局 練馬区高野台一丁目７番１７号　
     ピーコック高野台店１階
     03-5910-7795  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110620,5760,2 アイセイ薬局　大泉学〒178-0061 （後発調１）第287490号    平成29年 1月 1日
     園店 練馬区大泉学園町七丁目１５番１
     ６号　ハナブサ第一ビル１階
     03-5933-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110720,5761,0 アイセイ薬局　東大泉〒178-0063 （後発調１）第286751号    平成28年10月 1日
     店 練馬区東大泉六丁目３４番４７号
     　コンフォート大泉学園Ⅱ１０１
     03-5947-7158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110820,5762,8 宇津薬局　大泉町店 〒178-0062 （後発調１）第288197号    平成29年 3月 1日
     練馬区大泉町一丁目２８番３号
     03-5935-9111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110920,5764,4 むさしの森薬局 〒177-0051 （後発調１）第295401号    平成29年12月 1日
     練馬区関町北二丁目２４番１３号
     　
     03-5991-1139  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111020,5770,1 調剤薬局ツルハドラッ〒177-0035 （後発調１）第293661号    平成29年 8月 1日
     グ　練馬南田中店 練馬区南田中三丁目１７番２４号
     03-5923-5268  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111120,5774,3 新成堂薬局　石神井公〒177-0041 （後発調１）第295273号    平成29年12月 1日
     園店 練馬区石神井町一丁目２８番１号
     03-6913-2081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111220,5778,4 たーとす薬局　ねりま〒179-0074 （後発調１）第294512号    平成29年10月 1日
     春日町 練馬区春日町三丁目２９番８号　
     １階
     03-5848-7800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111320,5779,2 フラワー薬局　貫井店〒176-0021 （後発調１）第293331号    平成29年 6月 1日
     練馬区貫井三丁目２番８号　富士
     見台駅前ビル１階店舗
     03-5848-9767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111420,5783,4 たーとす薬局　ねりま〒179-0081 （後発調１）第293687号    平成29年 7月 1日
     平和台 練馬区北町六丁目２７番１１号
     03-6915-7210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 111521,5169,4 和幸堂薬局 〒123-0852 （後発調１）第280179号    平成28年 4月 1日
     足立区関原三丁目６番１５号
     03-3886-4637  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111621,5224,7 アオイ薬局 〒121-0075 （後発調１）第288875号    平成28年 4月 1日
     足立区一ツ家四丁目４番１４号
     03-3859-0611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111721,5232,0 あやせ薬局 〒120-0005 （後発調１）第287912号    平成28年 4月 1日
     足立区綾瀬一丁目３９番１２号　
     泉第一ビル１階
     03-3690-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111821,5289,0 水野薬局 〒123-0843 （後発調１）第281512号    平成28年 4月 1日
     足立区西新井栄町三丁目８番５号
     03-3886-1487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111921,5325,2 しんめい薬局 〒121-0051 （後発調１）第283434号    平成28年 4月 1日
     足立区神明二丁目５番９号
     03-3605-5235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112021,5335,1 薬局千住ファーマシー〒120-0034 （後発調１）第293172号    平成29年 7月 1日
     足立区千住二丁目２番地　エム・
     ワイビル１階
     03-3870-8558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112121,5350,0 メディトピア花保薬局〒121-0064 （後発調１）第284806号    平成28年 4月 1日
     足立区保木間一丁目３３番１４号
     　エーデルブルーメ遠山１階
     03-3860-8481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112221,5354,2 くぼ健康堂薬局竹の塚〒121-0813 （後発調１）第285124号    平成28年 9月 1日
     店 足立区竹の塚二丁目３１番１０号
     庄栄ビル三　１階
     03-3858-0350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112321,5368,2 イコー薬局　大境店 〒121-0823 （後発調１）第289151号    平成29年 4月 1日
     足立区伊興三丁目９番１８号
     03-3899-2709  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112421,5386,4 イコー薬局　古千谷店〒121-0832 （後発調１）第280262号    平成28年 4月 1日
     足立区古千谷本町二丁目１８番１
     ２号
     03-3899-3257  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 112521,5388,0 本木薬局　花畑店 〒121-0061 （後発調１）第285006号    平成28年 8月 1日
     足立区花畑一丁目７番１号　コー
     ポベルウッド１階Ｂ
     03-3885-5183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112621,5389,8 一般社団法人　足立区〒120-0005 （後発調１）第287885号    平成28年 4月 1日
     薬剤師会管理センター足立区綾瀬二丁目２３番７号　レ
     　あだち薬剤師会薬局ジデンス宮田１階
     03-5680-5688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112721,5422,7 イワミドー薬局　舎人〒121-0831 （後発調１）第285301号    平成28年 9月 1日
     店 足立区舎人六丁目１０番１１号棟
     １０３号
     03-3856-7897  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112821,5445,8 ちひろ薬局 〒120-0026 （後発調１）第280792号    平成28年 4月 1日
     足立区千住旭町２３番８号
     03-3881-8721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112921,5464,9 望星西新井薬局 〒123-0841 （後発調１）第284938号    平成28年 8月 1日
     足立区西新井六丁目４６番１６号
     03-5691-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113021,5466,4 しまね薬局 〒121-0815 （後発調１）第280952号    平成28年 4月 1日
     足立区島根二丁目１７番１号
     03-3860-9915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113121,5470,6 関原すばる薬局 〒123-0852 （後発調１）第287457号    平成28年 4月 1日
     足立区関原二丁目３９番３号
     03-3880-3360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113221,5480,5 つくし薬局　足立店 〒123-0872 （後発調１）第289361号    平成28年 4月 1日
     足立区江北二丁目３１番６号　コ
     ーポＫＩ－２－１０３号
     03-5691-8510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113321,5487,0 つくし薬局　扇店 〒123-0873 （後発調１）第288676号    平成28年 4月 1日
     足立区扇二丁目４０番６号　アク
     アハイツ１階
     03-5691-2891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113421,5525,7 本木薬局　西保木間店〒121-0812 （後発調１）第283838号    平成28年 4月 1日
     足立区西保木間二丁目５番１２号
     　坂田ビルディング１０２
     03-5242-4171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 113521,5528,1 サンリツ薬局　花畑店〒121-0061 （後発調１）第288912号    平成28年 4月 1日
     足立区花畑四丁目２３番１号
     03-5851-1301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113621,5529,9 サフラン薬局 〒123-0845 （後発調１）第283819号    平成28年 6月 1日
     足立区西新井本町二丁目２２番６
     号
     03-5838-7470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113721,5531,5 ひまわり薬局　千住店〒120-0034 （後発調１）第294979号    平成29年11月 1日
     足立区千住二丁目２８番２号　デ
     ィオ１階
     03-5244-2061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113821,5533,1 らくだ薬局　千住店 〒120-0034 （後発調１）第287583号    平成28年 4月 1日
     足立区千住五丁目４番７号
     03-3870-5101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113921,5543,0 こでまり薬局 〒123-0843 （後発調１）第287938号    平成28年 4月 1日
     足立区西新井栄町二丁目１０番１
     ９号
     03-3848-3333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114021,5550,5 西沢薬局 〒120-0002 （後発調１）第286522号    平成28年 4月 1日
     足立区中川四丁目１番１号
     03-3605-0994  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114121,5554,7 梅田調剤薬局 〒123-0851 （後発調１）第293658号    平成29年 8月 1日
     足立区梅田二丁目１４番１４号
     03-3840-4520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114221,5556,2 ウィズ薬局 〒120-0005 （後発調１）第283702号    平成28年 4月 1日
     足立区綾瀬二丁目５番２１号
     03-5650-2717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114321,5557,0 ウエルシア薬局　足立〒120-0012 （後発調１）第283327号    平成28年 6月 1日
     青井店 足立区青井二丁目２０番１４号
     03-5845-1660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114421,5563,8 ウエルシア薬局　足立〒121-0062 （後発調１）第286032号    平成28年11月 1日
     南花畑店 足立区南花畑二丁目４５番２号　
     03-5851-2831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114521,5579,4 梅島薬局 〒121-0816 （後発調１）第282187号    平成28年 4月 1日
     足立区梅島一丁目６番１２号
     03-3887-1736  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 114621,5587,7 ライフ薬局　竹の塚店〒121-0813 （後発調１）第296634号    平成30年 3月 1日
     足立区竹の塚二丁目２０番８号　
     竹ノ塚メディカルビル１０２
     03-5831-1311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114721,5595,0 ウエルシア薬局　足立〒123-0872 （後発調１）第283328号    平成28年 6月 1日
     江北店 足立区江北一丁目７番１５号
     03-5839-6341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114821,5597,6 ウエルシア薬局　足立〒121-0815 （後発調１）第286032号    平成28年 4月 1日
     島根店 足立区島根三丁目２０番１７号
     03-5831-2840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114921,5602,4 青井チェリー薬局 〒120-0012 （後発調１）第280954号    平成28年 4月 1日
     足立区青井二丁目５番１１号
     03-3880-6046  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115021,5603,2 どらっぐぱぱす薬局　〒123-0851 （後発調１）第288376号    平成28年 4月 1日
     梅島駅前店 足立区梅田八丁目１番１号　梅島
     地所ビル１階
     03-5845-3971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115121,5604,0 らくだ薬局　大谷田店〒120-0001 （後発調１）第290345号    平成29年 4月 1日
     足立区大谷田三丁目２１番８号
     03-5697-2272  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115221,5608,1 ヤマダ薬局　西新井大〒123-0843 （後発調１）第282667号    平成28年 4月 1日
     師支店 足立区西新井栄町三丁目１４番１
     ９号
     03-5845-5501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115321,5609,9 すず薬局　本木店 〒123-0853 （後発調１）第280511号    平成28年 4月 1日
     足立区本木一丁目３番９号
     03-5888-9070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115421,5614,9 コスモ薬局　足立セン〒121-0061 （後発調１）第286529号    平成28年 4月 1日
     ター 足立区花畑四丁目３２番９号
     03-5851-7311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115521,5615,6 ハロー薬局 〒121-0823 （後発調１）第280261号    平成28年 4月 1日
     足立区伊興三丁目２０番１０号
     03-3857-0045  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115621,5619,8 千住調剤薬局 〒120-0034 （後発調１）第296267号    平成30年 2月 1日
     足立区千住二丁目１８番地
     03-3870-7664  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 115721,5640,4 ウエルシア薬局　足立〒120-0013 （後発調１）第286034号    平成28年 4月 1日
     弘道店 足立区弘道二丁目１８番７号
     03-5845-3552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115821,5641,2 ことぶき薬局　江北店〒123-0872 （後発調１）第295879号    平成30年 1月 1日
     足立区江北六丁目２２番１３号
     03-3899-6316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115921,5648,7 ひがし薬局 〒123-0854 （後発調１）第284686号    平成28年 8月 1日
     足立区本木東町１番１号
     03-3849-0211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116021,5651,1 アロエ薬局 〒123-0841 （後発調１）第282951号    平成28年 4月 1日
     足立区西新井一丁目３８番１１号
     03-5647-2370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116121,5657,8 ライフ薬局　綾瀬店 〒120-0005 （後発調１）第295372号    平成29年12月 1日
     足立区綾瀬二丁目３３番２号　ア
     ヤセメディカルモール１０２
     03-5629-1020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116221,5658,6 ヤマダ薬局　西新井支〒123-0852 （後発調１）第283107号    平成28年 5月 1日
     店 足立区関原三丁目３１番１２号
     03-5681-7271  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116321,5667,7 イコー薬局　足立店 〒121-0813 （後発調１）第289152号    平成29年 4月 1日
     足立区竹の塚一丁目４０番１号　
     壱番館１階Ｂ号室
     03-3884-8318  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116421,5671,9 ドラッグセイムス東綾〒120-0004 （後発調１）第287087号    平成28年12月 1日
     瀬薬局 足立区東綾瀬一丁目１０番６号
     03-5682-1330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116521,5677,6 ファイブ薬局 〒120-0005 （後発調１）第285909号    平成28年10月 1日
     足立区綾瀬三丁目６番２号　ボナ
     ール１６ＢＬＤ．地階南側
     03-3620-7741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116621,5684,2 プラナス薬局　梅島駅〒121-0816 （後発調１）第283045号    平成28年 5月 1日
     前店 足立区梅島一丁目１２番１２号　
     プランドール梅島１階
     03-5845-2315  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 116721,5702,2 田辺薬局　西新井本店〒123-0843 （後発調１）第281403号    平成28年 4月 1日
     足立区西新井栄町一丁目１７番１
     号　ＰＡＳＳＡＧＧＩＯ西新井１
     階
     03-5888-3570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116821,5708,9 うめなな薬局 〒123-0851 （後発調１）第293424号    平成29年 8月 1日
     足立区梅田七丁目９番１号
     03-5888-5226  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116921,5711,3 あだち東伊興薬局 〒121-0801 （後発調１）第290442号    平成29年 4月 1日
     足立区東伊興一丁目２番６号　工
     藤ハイツ１０１
     03-3897-2410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117021,5713,9 まんまる薬局 〒121-0062 （後発調１）第283700号    平成28年 4月 1日
     足立区南花畑二丁目１３番１７号
     　マンション友義Ⅲ１０２号室
     03-5856-7146  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117121,5716,2 アポスシロモト薬局 〒120-0006 （後発調１）第288816号    平成28年 4月 1日
     足立区谷中二丁目１０番１号　小
     倉ビル１階
     03-5682-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117221,5724,6 プラム薬局 〒123-0851 （後発調１）第287877号    平成29年 2月 1日
     足立区梅田六丁目４番１８号
     03-3886-2301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117321,5725,3 いちご薬局　椿店 〒123-0871 （後発調１）第283236号    平成28年 5月 1日
     足立区椿一丁目６番１３号
     03-5837-4992  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117421,5726,1 ヤマグチ薬局　北千住〒120-0034 （後発調１）第281799号    平成28年 4月 1日
     店 足立区千住三丁目５９番地　弘進
     ビル１階
     03-5244-6868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117521,5729,5 くじら薬局 〒121-0073 （後発調１）第296262号    平成30年 2月 1日
     足立区六町四丁目２番２７号　六
     町佐藤ビル１階
     03-5831-0669  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117621,5743,6 あおば調剤薬局 〒120-0026 （後発調１）第280418号    平成28年 4月 1日
     足立区千住旭町４４番１４号　あ
     おばビル１階
     03-6806-1993  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 117721,5752,7 メイプル薬局 〒120-0026 （後発調１）第283031号    平成28年 4月 1日
     足立区千住旭町７番２５号
     03-6806-1650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117821,5754,3 つくし薬局　江北店 〒123-0872 （後発調１）第294285号    平成29年10月 1日
     足立区江北三丁目４０番２７号
     03-3897-3166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117921,5760,0 ヤマダ薬局　保木間支〒121-0064 （後発調１）第282311号    平成28年 4月 1日
     店 足立区保木間一丁目４番１７号
     03-5851-2500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118021,5763,4 阪神調剤薬局　六ツ木〒121-0052 （後発調１）第296592号    平成30年 3月 1日
     店 足立区六木一丁目４番１６号
     03-5682-3638  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118121,5768,3 田辺薬局　足立栗原店〒123-0842 （後発調１）第281373号    平成28年 4月 1日
     足立区栗原四丁目１０番１４号
     03-5839-1320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118221,5772,5 ことぶき薬局　竹の塚〒121-0813 （後発調１）第285947号    平成28年10月 1日
     店 足立区竹の塚五丁目６番９号　川
     本ビル１階
     03-3860-5667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118321,5773,3 和ごころ薬局 〒123-0845 （後発調１）第280917号    平成28年 4月 1日
     足立区西新井本町四丁目１９番１
     号
     03-3890-1384  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118421,5780,8 西沢薬局中川店 〒120-0002 （後発調１）第286458号    平成28年 4月 1日
     足立区中川四丁目２８番１３号　
     黒瀬ビル１階
     03-5697-2438  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118521,5784,0 仁生堂薬局　千住二丁〒120-0034 （後発調１）第283543号    平成28年 4月 1日
     目店 足立区千住二丁目５４番地　須川
     ビル１階Ａ号室
     03-3881-5159  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118621,5802,0 なみき薬局　北綾瀬店〒120-0001 （後発調１）第289973号    平成28年 4月 1日
     足立区大谷田四丁目１２番１５号
     03-5856-0474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 118721,5804,6 スギ薬局　ベルクス足〒121-0011 （後発調１）第296520号    平成30年 3月 1日
     立中央店 足立区中央本町四丁目２３番２０
     号　ベルクス足立中央店内
     03-5845-3266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118821,5807,9 ひとつや薬局 〒121-0075 （後発調１）第280976号    平成28年 4月 1日
     足立区一ツ家一丁目３番９号　ガ
     ーデンハウス春風１０２
     03-5242-8980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118921,5809,5 桜花薬局 〒121-0061 （後発調１）第287892号    平成29年 2月 1日
     足立区花畑五丁目１３番２号
     03-5851-9939  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119021,5811,1 そうごう薬局　竹の塚〒121-0813 （後発調１）第287843号    平成28年 4月 1日
     店 足立区竹の塚一丁目３９番１４号
     　１０３号
     03-3860-6767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119121,5813,7 仁生堂薬局 〒120-0034 （後発調１）第283541号    平成28年 4月 1日
     足立区千住一丁目２９番地２
     03-3881-2273  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119221,5834,3 西新井公園前薬局 〒123-0841 （後発調１）第285191号    平成28年 7月 1日
     足立区西新井五丁目１６番５号
     03-5837-0833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119321,5835,0 一乃木薬局 〒121-0813 （後発調１）第287208号    平成29年 1月 1日
     足立区竹の塚五丁目１８番９号　
     １０１
     03-5851-9805  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119421,5839,2 アイセイ薬局　綾瀬店〒120-0005 （後発調１）第286724号    平成28年10月 1日
     足立区綾瀬三丁目１５番２０号　
     遠藤ビル１階
     03-5682-0496  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119521,5840,0 アイセイ薬局　東綾瀬〒120-0005 （後発調１）第286642号    平成28年10月 1日
     店 足立区綾瀬三丁目１５番９号
     03-5613-1191  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119621,5841,8 アイセイ薬局　足立加〒123-0861 （後発調１）第286666号    平成28年10月 1日
     賀店 足立区加賀二丁目２６番１７号
     03-5647-0909  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 119721,5854,1 南山堂薬局　西新井駅〒123-0843 （後発調１）第295479号    平成29年12月 1日
     前店 足立区西新井栄町二丁目３番３号
     　さくら参道ビル１０１号室
     03-5888-5230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119821,5859,0 イオン薬局　西新井店〒121-0816 （後発調１）第293320号    平成29年 6月 1日
     足立区梅島三丁目３２番７号
     03-3840-8042  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119921,5860,8 ウエルシア薬局　足立〒123-0865 （後発調１）第295194号    平成29年12月 1日
     新田店 足立区新田二丁目６番１５号
     03-5959-1255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120021,5862,4 ローソンクオール薬局〒121-0815 （後発調１）第296166号    平成30年 2月 1日
     　島根一丁目店 足立区島根一丁目１番２９号
     03-5851-6089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120121,5863,2 ジオン薬局 〒123-0851 （後発調１）第295588号    平成29年11月16日
     足立区梅田七丁目３２番１０号　
     マルキビル１階
     03-3886-7720  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120222,5056,1 有限会社　近藤薬局 〒124-0012 （後発調１）第281835号    平成28年 4月 1日
     葛飾区立石四丁目１９番１号
     03-3691-1609  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120322,5152,8 ミサワ薬局　青戸本店〒125-0062 （後発調１）第285643号    平成28年10月 1日
     葛飾区青戸三丁目３１番８号
     03-3602-4058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120422,5202,1 秋山調剤薬局 〒124-0006 （後発調１）第287595号    平成29年 2月 1日
     葛飾区堀切五丁目２０番９号
     03-3601-2540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120522,5227,8 おおうら薬局　第一支〒124-0012 （後発調１）第284476号    平成28年 7月 1日
     店 葛飾区立石七丁目６番１号　シャ
     トー柏１階
     03-3694-0435  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120622,5246,8 ミヤコ薬局 〒124-0003 （後発調１）第287632号    平成29年 2月 1日
     葛飾区お花茶屋一丁目１７番１０
     号　都ビル１階
     03-3838-3851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 120722,5284,9 クリーン薬局　新小岩〒124-0023 （後発調１）第280875号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東新小岩五丁目１番４号　
     第三庄建ビル１階
     03-3695-1976  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120822,5294,8 亀有薬局 〒125-0061 （後発調１）第284191号    平成28年 4月 1日
     葛飾区亀有四丁目３６番３号
     03-3601-2835  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120922,5317,7 ユタカ薬局　新宿店 〒125-0042 （後発調１）第289694号    平成28年 4月 1日
     葛飾区金町一丁目９番１２号　竹
     川ビル１０１号
     03-5699-2556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121022,5322,7 いずみ薬局　金町店 〒125-0041 （後発調１）第284037号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東金町一丁目４１番３号
     03-3600-6098  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121122,5327,6 ヒラタ薬局 〒124-0006 （後発調１）第280584号    平成28年 4月 1日
     葛飾区堀切二丁目３５番４号　磯
     貝ビル１階
     03-5098-4646  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121222,5343,3 マツザワ薬局 〒124-0014 （後発調１）第283619号    平成28年 6月 1日
     葛飾区東四つ木三丁目２３番１８
     号
     03-3691-1524  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121322,5355,7 新小岩ミヤコ薬局 〒124-0024 （後発調１）第287897号    平成28年 4月 1日
     葛飾区新小岩一丁目４０番８号　
     山田明ビル１階
     03-5662-5617  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121422,5369,8 ミズホ薬局 〒125-0062 （後発調１）第281182号    平成28年 4月 1日
     葛飾区青戸三丁目４１番４号　篠
     田ビル１階
     03-3838-3329  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121522,5384,7 東栄薬局 〒125-0041 （後発調１）第287518号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東金町三丁目２０番１２号
     　１階
     03-3627-3593  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121622,5386,2 秋山薬局　第三支店 〒124-0001 （後発調１）第283408号    平成28年 4月 1日
     葛飾区小菅二丁目２０番１３号
     03-3603-0301  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 121722,5394,6 富士薬局 〒125-0052 （後発調１）第283932号    平成28年 6月 1日
     葛飾区柴又一丁目４５番１０号
     03-3607-0739  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121822,5397,9 スミレ薬局 〒125-0052 （後発調１）第295528号    平成30年 1月 1日
     葛飾区柴又四丁目１５番１８号
     03-3659-5573  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121922,5398,7 スミレ薬局　新柴又店〒125-0052 （後発調１）第282808号    平成28年 4月 1日
     葛飾区柴又五丁目９番２５号
     03-3672-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122022,5409,2 ミサワ薬局　青戸第２〒125-0062 （後発調１）第285292号    平成28年 9月 1日
     支店 葛飾区青戸五丁目９番５号
     03-5650-6300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122122,5418,3 吉田薬局 〒124-0003 （後発調１）第281234号    平成28年 4月 1日
     葛飾区お花茶屋一丁目２７番４号
     03-3602-5306  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122222,5420,9 薬局モリファーマシー〒125-0041 （後発調１）第284618号    平成28年 8月 1日
     葛飾区東金町一丁目１５番６号
     03-3826-1881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122322,5421,7 おおぞら薬局 〒124-0001 （後発調１）第293091号    平成29年 7月 1日
     葛飾区小菅四丁目１０番５号　橋
     本ビル１階
     03-5629-5161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122422,5428,2 あすか薬局 〒125-0061 （後発調１）第283060号    平成28年 5月 1日
     葛飾区亀有五丁目１９番６号　金
     子ビル１階
     03-5616-8016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122522,5434,0 野口薬局 〒124-0011 （後発調１）第281232号    平成28年 4月 1日
     葛飾区四つ木四丁目１９番１号
     03-3697-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122622,5436,5 たんぽぽ薬局　亀有店〒125-0061 （後発調１）第284686号    平成28年 4月 1日
     葛飾区亀有五丁目１５番２号　シ
     ルクハイツ１階
     03-3629-9341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122722,5445,6 オリーブ薬局 〒125-0042 （後発調１）第286525号    平成28年 4月 1日
     葛飾区金町六丁目４番２号　ラヴ
     ィクレール１階
     03-5648-2525  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 122822,5455,5 ハーブ薬局 〒125-0052 （後発調１）第282787号    平成28年 4月 1日
     葛飾区柴又一丁目２９番８号
     03-5648-6861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122922,5458,9 いずみ薬局　金町西店〒125-0041 （後発調１）第284382号    平成28年 7月 1日
     葛飾区東金町一丁目１８番２号
     03-3826-5088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123022,5473,8 エース薬局 〒124-0025 （後発調１）第280938号    平成28年 4月 1日
     葛飾区西新小岩四丁目３７番１４
     号　石橋ビル１階
     03-3694-0939  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123122,5478,7 メープル薬局 〒125-0054 （後発調１）第282995号    平成28年 4月 1日
     葛飾区高砂三丁目１９番３号　
     03-5612-3450  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123222,5482,9 おおうら薬局　第三支〒124-0012 （後発調１）第290082号    平成29年 4月 1日
     店 葛飾区立石七丁目４番４号　
     03-3694-6901  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123322,5485,2 日本調剤　葛飾薬局 〒125-0062 （後発調１）第282586号    平成28年 4月 1日
     葛飾区青戸六丁目１７番１５号
     03-5629-4481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123422,5486,0 ウエルシア薬局　葛飾〒125-0061 （後発調１）第286031号    平成28年11月 1日
     亀有店 葛飾区亀有二丁目１６番１号
     03-3838-6998  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123522,5497,7 あみ薬局 〒124-0003 （後発調１）第285893号    平成28年 4月 1日
     葛飾区お花茶屋二丁目１６番１号
     　１階
     03-5629-0607  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123622,5506,5 なのはな薬局 〒124-0013 （後発調１）第295529号    平成30年 1月 1日
     葛飾区東立石三丁目２５番１０号
     03-5654-8715  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123722,5511,5 金子調剤薬局 〒124-0012 （後発調１）第282192号    平成28年 4月 1日
     葛飾区立石八丁目３４番１０号
     03-3696-2613  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123822,5512,3 あおぞら薬局 〒125-0061 （後発調１）第283062号    平成28年 5月 1日
     葛飾区亀有五丁目３０番１号　富
     士ビル１階中央
     03-5616-7517  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 123922,5514,9 ひなた薬局 〒125-0062 （後発調１）第282933号    平成28年 4月 1日
     葛飾区青戸六丁目４番２２号
     03-3690-9215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124022,5516,4 あやめ薬局　ポラリス〒125-0063 （後発調１）第280904号    平成28年 4月 1日
     葛飾区白鳥三丁目２５番５号
     03-3604-7304  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124122,5522,2 ウエルシア薬局　葛飾〒124-0022 （後発調１）第288106号    平成29年 3月 1日
     奥戸店 葛飾区奥戸五丁目５番１号
     03-5672-4770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124222,5526,3 オレンジ薬局 〒125-0041 （後発調１）第283258号    平成28年 5月 1日
     葛飾区東金町七丁目３４番６号
     03-5699-3626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124322,5528,9 ひよこ薬局 〒124-0024 （後発調１）第283265号    平成28年 5月 1日
     葛飾区新小岩二丁目２番１９号
     03-3651-7511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124422,5532,1 ひびき調剤薬局 〒125-0062 （後発調１）第280705号    平成28年 4月 1日
     葛飾区青戸八丁目３番１０号　リ
     バティ亀有Ⅱ
     03-6804-3988  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124522,5537,0 しらゆり薬局　奥戸店〒124-0022 （後発調１）第284621号    平成28年 8月 1日
     葛飾区奥戸四丁目１６番１７号
     03-3696-8070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124622,5538,8 かまくら薬局 〒125-0053 （後発調１）第287889号    平成28年 4月 1日
     葛飾区鎌倉二丁目１０番４号
     03-5694-1560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124722,5541,2 ファーコス薬局　柴又〒125-0052 （後発調１）第281619号    平成28年 4月 1日
     葛飾区柴又一丁目４３番１０号
     03-5699-6866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124822,5546,1 あやめ薬局 〒125-0061 （後発調１）第280906号    平成28年 4月 1日
     葛飾区亀有三丁目４番１２号
     03-3602-5551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124922,5550,3 秋山薬局　堀切三丁目〒124-0006 （後発調１）第283405号    平成28年 4月 1日
     店 葛飾区堀切三丁目１７番１５号
     03-3693-8970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 125022,5552,9 どらっぐぱぱす薬局　〒124-0022 （後発調１）第288374号    平成28年 4月 1日
     奥戸店 葛飾区奥戸三丁目２２番９号
     03-5671-5135  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125122,5555,2 みどり薬局 〒124-0023 （後発調１）第282166号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東新小岩一丁目９番２号　
     プラットパレス１階
     03-5698-7195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125222,5571,9 さくら薬局 〒125-0061 （後発調１）第282492号    平成28年 4月 1日
     葛飾区亀有三丁目１８番１号　鶴
     屋ビル１階
     03-5629-3226  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125322,5580,0 有限会社　立石薬局 〒124-0012 （後発調１）第284588号    平成28年 7月 1日
     葛飾区立石八丁目２番２号
     03-3691-1472  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125422,5581,8 みなみ調剤薬局　金町〒125-0042 （後発調１）第288699号    平成28年 4月 1日
     ５丁目店 葛飾区金町五丁目２４番５号
     03-6231-3381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125522,5584,2 マリオ薬局 〒125-0061 （後発調１）第288432号    平成29年 4月 1日
     葛飾区亀有三丁目２７番２７号
     03-5680-6211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125622,5585,9 つばさ薬局 〒125-0061 （後発調１）第288409号    平成29年 4月 1日
     葛飾区亀有三丁目６番９号
     03-5629-5694  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125722,5589,1 スカイ薬局　青戸店 〒124-0012 （後発調１）第283177号    平成28年 5月 1日
     葛飾区立石六丁目３４番１３号
     03-5654-6866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125822,5593,3 薬局　アイリス 〒124-0006 （後発調１）第282470号    平成28年 4月 1日
     葛飾区堀切四丁目５８番１５号
     03-6662-9217  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125922,5594,1 さくら薬局　奥戸店 〒124-0022 （後発調１）第287962号    平成29年 2月 1日
     葛飾区奥戸五丁目１６番１号　蛇
     の目コーポ１階
     03-3695-8654  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126022,5595,8 あおば薬局　亀有店 〒125-0061 （後発調１）第287058号    平成28年 4月 1日
     葛飾区亀有一丁目２５番２３号
     03-3690-5667  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 126122,5598,2 本田薬局 〒124-0013 （後発調１）第281651号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東立石四丁目４５番１２号
     03-3696-6231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126222,5601,4 ぱぱす薬局　お花茶屋〒124-0003 （後発調１）第288366号    平成28年 4月 1日
     駅前店 葛飾区お花茶屋一丁目１９番３号
     03-5650-0544  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126322,5603,0 ポプラ調剤薬局 〒125-0042 （後発調１）第289780号    平成28年 4月 1日
     葛飾区金町三丁目２０番６号　ラ
     イオンズマンション金町第３　１
     ０２号
     03-3600-2338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126422,5604,8 ひかり薬局 〒124-0014 （後発調１）第286738号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東四つ木四丁目２７番７号
     03-3692-3408  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126522,5613,9 セイコー薬局　リリオ〒125-0061 （後発調１）第285042号    平成28年 4月 1日
     店 葛飾区亀有三丁目２６番１号　リ
     リオ館６階６０５
     03-6662-7540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126622,5621,2 ラ・メール薬局　立石〒124-0012 （後発調１）第284441号    平成28年 7月 1日
     店 葛飾区立石四丁目１番１１号
     03-6662-8034  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126722,5624,6 ミツワ薬局　柴又四丁〒125-0052 （後発調１）第282797号    平成28年 4月 1日
     目店 葛飾区柴又四丁目６番１２号　１
     ０１号
     03-3658-0029  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126822,5629,5 スマイル薬局　東金町〒125-0041 （後発調１）第281437号    平成28年 4月 1日
     店 葛飾区東金町三丁目１７番８号
     03-5876-5861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126922,5635,2 ココカラファイン薬局〒125-0061 （後発調１）第281034号    平成28年 4月 1日
     　亀有店 葛飾区亀有三丁目７番７号　サン
     セリテ鞠子ビル１階
     03-3690-0062  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127022,5636,0 アップル薬局　新小岩〒124-0024 （後発調１）第292547号    平成29年 6月 1日
     店 葛飾区新小岩一丁目４９番１０号
     　第５デリカビル１階
     03-6231-5607  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 127122,5641,0 水戸薬局本店 〒125-0054 （後発調１）第287091号    平成28年12月 1日
     葛飾区高砂五丁目３６番７号　水
     戸薬局本社ビル１階
     03-3607-2562  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127222,5646,9 調剤薬局マツモトキヨ〒124-0012 （後発調１）第293670号    平成29年 8月 1日
     シ　青戸店 葛飾区立石六丁目３８番８号　京
     成青戸メディカルモール１階
     03-5672-5014  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127322,5650,1 ファーコス薬局　東部〒125-0061 （後発調１）第287703号    平成29年 2月 1日
     葛飾区亀有四丁目４０番４号
     03-5682-0481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127422,5653,5 亀有薬局　第二支店 〒125-0002 （後発調１）第285130号    平成28年 4月 1日
     葛飾区西亀有三丁目４２番８号　
     メゾンベール西亀有１０２
     03-3602-5010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127522,5655,0 薬局トモズ　お花茶屋〒124-0005 （後発調１）第295491号    平成29年12月 1日
     店 葛飾区宝町二丁目３４番１６号　
     １階
     03-5654-6822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127622,5658,4 ほのか薬局 〒125-0052 （後発調１）第284392号    平成28年 7月 1日
     葛飾区柴又一丁目３７番６号
     03-5648-3753  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127722,5659,2 サンワ薬局　金町店 〒125-0042 （後発調１）第286828号    平成28年 4月 1日
     葛飾区金町六丁目４番３号　金町
     メディカルモール１０１
     03-5660-8911  (03-5660-8912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127822,5668,3 いちご薬局　細田３丁〒124-0021 （後発調１）第287406号    平成29年 1月 1日
     目店 葛飾区細田三丁目２９番９号
     03-6657-9410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127922,5670,9 さくら薬局　堀切店 〒124-0006 （後発調１）第284612号    平成28年 6月 1日
     葛飾区堀切二丁目５１番２号
     03-3693-4331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128022,5677,4 そよかぜ薬局　葛飾店〒125-0062 （後発調１）第295480号    平成29年12月 1日
     葛飾区青戸五丁目２６番１０号
     03-6662-9556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 128122,5678,2 堀切虹薬局 〒124-0006 （後発調１）第288771号    平成29年 2月 1日
     葛飾区堀切七丁目１２番１号
     03-3604-9419  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128222,5680,8 新エース薬局 〒124-0025 （後発調１）第294558号    平成29年10月 1日
     葛飾区西新小岩四丁目１４番１６
     号　サンハイツ１０３
     03-6662-8399  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128322,5684,0 スミダ薬局　亀有店 〒125-0061 （後発調１）第295390号    平成29年12月 1日
     葛飾区亀有三丁目３３番４号　１
     階
     03-5647-7222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128423,5077,5 合資会社　東薬局 〒133-0056 （後発調１）第283938号    平成28年 6月 1日
     江戸川区南小岩七丁目１７番１号
     03-3658-1212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128523,5107,0 有限会社　しのはら薬〒132-0024 （後発調１）第282403号    平成28年 4月 1日
     局 江戸川区一之江四丁目１７番地２
     03-3654-0520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128623,5194,8 薬局ビーエヌ・ファー〒134-0088 （後発調１）第284999号    平成28年 8月 1日
     マシー　駅前店 江戸川区西葛西六丁目１３番７号
     　第７山秀ビル１階
     03-3686-0331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128723,5335,7 アオキ薬局　駅前店 〒132-0014 （後発調１）第281290号    平成28年 4月 1日
     江戸川区東瑞江一丁目２７番５号
     　１０２号
     03-3678-5969  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128823,5337,3 トキワ薬局 〒132-0031 （後発調１）第285334号    平成28年 9月 1日
     江戸川区松島四丁目４１番１０号
     03-3651-8337  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128923,5343,1 セルフ調剤薬局　松江〒132-0025 （後発調１）第282907号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区松江二丁目４３番８号
     03-5662-1902  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129023,5344,9 瑞江二丁目薬局 〒132-0011 （後発調１）第285356号    平成28年 4月 1日
     江戸川区瑞江二丁目２２番５号　
     グリーンハウス下鎌田１階
     03-5666-0814  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 129123,5345,6 薬局メディクス 〒133-0061 （後発調１）第283681号    平成28年 6月 1日
     江戸川区篠崎町七丁目２４地番６
     　　小沢ビル１階
     03-5243-6655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129223,5347,2 みゆき薬局　三角店 〒134-0013 （後発調１）第284728号    平成28年 7月 1日
     江戸川区江戸川六丁目２２番地４
     03-3877-8022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129323,5349,8 メディトピア平井調剤〒132-0035 （後発調１）第288225号    平成29年 3月 1日
     薬局 江戸川区平井四丁目７番１６号
     03-3638-0840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129423,5350,6 アオキ薬局 〒132-0014 （後発調１）第281294号    平成28年 4月 1日
     江戸川区東瑞江一丁目２７番５号
     　１０３号
     03-3678-2998  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129523,5357,1 みのる薬局　南小岩店〒133-0056 （後発調１）第283737号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南小岩七丁目４番４号　
     マノワールアズマ１階
     03-5672-5820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129623,5360,5 ながつま薬局　西小岩〒133-0057 （後発調１）第280414号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区西小岩四丁目１０番１６
     号
     03-3650-6685  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129723,5374,6 船堀えきまえ薬局 〒134-0091 （後発調１）第285363号    平成28年 4月 1日
     江戸川区船堀三丁目７番１号　今
     井ビル１階
     03-3675-6999  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129823,5381,1 サンリツ薬局　小岩店〒133-0057 （後発調１）第294237号    平成29年 9月 1日
     江戸川区西小岩一丁目２８番１８
     号　薗田ビル１０１号室
     03-5622-7017  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129923,5394,4 元気薬局 〒133-0051 （後発調１）第281928号    平成28年 4月 1日
     江戸川区北小岩六丁目３９番１０
     号　１階
     03-5612-7251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130023,5407,4 つくし薬局　南葛西店〒134-0085 （後発調１）第280426号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南葛西三丁目２４番９号
     03-3877-8014  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 130123,5410,8 セイワ薬局 〒134-0085 （後発調１）第284300号    平成28年 7月 1日
     江戸川区南葛西二丁目１６番７号
     03-5667-2877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130223,5428,0 吉岡薬局 〒134-0085 （後発調１）第281864号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南葛西七丁目１番７号　
     １０３号
     03-3687-0048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130323,5432,2 たんぽぽ薬局　小岩店〒133-0056 （後発調１）第282258号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南小岩八丁目１３番１０
     号
     03-3650-9341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130423,5441,3 カワサキ薬局 〒134-0084 （後発調１）第289984号    平成28年 4月 1日
     江戸川区東葛西五丁目１３番１号
     　マインコーポ１０５号
     03-3675-4488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130523,5442,1 こぐま薬局　小岩店 〒133-0056 （後発調１）第283952号    平成28年 7月 1日
     江戸川区南小岩七丁目２８番１５
     号　竹花ビル１階１号
     03-3650-6261  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130623,5447,0 フナツ薬局 〒134-0091 （後発調１）第281716号    平成28年 4月 1日
     江戸川区船堀四丁目１０番８号　
     アビリティーハイム１階
     03-3688-1172  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130723,5456,1 薬局ビーエヌファーマ〒134-0088 （後発調１）第284914号    平成28年 4月 1日
     シー　６丁目店 江戸川区西葛西六丁目６番１号　
     キラクビル１階
     03-3688-9026  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130823,5462,9 セイワ薬局　西葛西店〒134-0088 （後発調１）第284810号    平成28年 4月 1日
     江戸川区西葛西六丁目１５番２０
     号　アイビーハイツ２階
     03-5878-7855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130923,5472,8 ひよこ調剤薬局 〒132-0035 （後発調１）第283964号    平成28年 7月 1日
     江戸川区平井五丁目２５番３号　
     サニーハイホーム１階
     03-3618-0076  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131023,5487,6 ハートフル薬局 〒133-0057 （後発調１）第282912号    平成28年 4月 1日
     江戸川区西小岩四丁目９番７号
     03-5622-1805  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 131123,5495,9 ありさか薬局　支店 〒132-0035 （後発調１）第285808号    平成28年 4月 1日
     江戸川区平井六丁目２５番６号
     03-3611-2282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131223,5504,8 エース調剤薬局 〒132-0025 （後発調１）第281882号    平成28年 4月 1日
     江戸川区松江二丁目１６番５号
     03-5607-7081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131323,5505,5 みなみ調剤薬局　南小〒133-0056 （後発調１）第288667号    平成28年 4月 1日
     岩店 江戸川区南小岩五丁目２０番１３
     号　ＳＫビル１階
     03-5612-0456  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131423,5514,7 江戸川区薬剤師会会営〒134-0086 （後発調１）第293174号    平成29年 7月 1日
     　臨海薬局 江戸川区臨海町一丁目４番５号
     03-5679-8567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131523,5521,2 ことぶき薬局　一之江〒132-0024 （後発調１）第287561号    平成29年 1月 1日
     店 江戸川区一之江四丁目７番４号
     03-3655-3480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131623,5525,3 あずみ薬局 〒133-0065 （後発調１）第294030号    平成29年 9月 1日
     江戸川区南篠崎町三丁目２３番地
     ８　ジュエル真下１階
     03-5664-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131723,5527,9 三光薬局　小松川店 〒132-0025 （後発調１）第294332号    平成29年10月 1日
     江戸川区松江三丁目７番１３号
     03-3653-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131823,5530,3 日本調剤　小岩薬局 〒133-0051 （後発調１）第282589号    平成28年 4月 1日
     江戸川区北小岩六丁目１５番５号
     　第二石井ビル１階２階
     03-5622-0601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131923,5533,7 どらっぐぱぱす薬局　〒133-0044 （後発調１）第291826号    平成29年 5月 1日
     本一色店 江戸川区本一色三丁目３９番２号
     03-5662-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132023,5539,4 ファーマシィかさい中〒134-0084 （後発調１）第283156号    平成28年 5月 1日
     央薬局 江戸川区東葛西六丁目２７番１１
     号　アンダンテビル１階
     03-5676-5775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132123,5551,9 三和調剤薬局　西葛西〒134-0088 （後発調１）第282751号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区西葛西六丁目２４番７号
     03-6663-9670  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 132223,5560,0 もりの調剤薬局 〒134-0091 （後発調１）第284554号    平成28年 7月 1日
     江戸川区船堀五丁目１３番２号　
     ＮＳセントラルパークビル１階
     03-3869-8700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132323,5567,5 北小岩薬局　５丁目店〒133-0051 （後発調１）第284471号    平成28年 7月 1日
     江戸川区北小岩五丁目３０番７号
     03-3671-2556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132423,5574,1 たから薬局　北葛西店〒134-0081 （後発調１）第283197号    平成28年 5月 1日
     江戸川区北葛西一丁目７番６号
     03-6663-2330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132523,5576,6 たんぽぽ薬局　本店 〒133-0056 （後発調１）第282238号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南小岩八丁目１３番９号
     03-3659-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132623,5577,4 ミルキー薬局 〒134-0084 （後発調１）第283913号    平成28年 4月 1日
     江戸川区東葛西六丁目１番１７号
     　第６カネ長ビル１０１号
     03-3877-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132723,5586,5 薬局くすりの福太郎　〒132-0014 （後発調１）第285725号    平成28年 4月 1日
     瑞江店 江戸川区東瑞江一丁目２６番地９
     　アイジーティビル１階
     03-5636-7362  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132823,5589,9 日本調剤　西 西駅前〒134-0088 （後発調１）第282608号    平成28年 4月 1日
     薬局 江戸川区西葛西六丁目７番２号
     03-5667-5447  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132923,5595,6 カバヤ薬局　小松川店〒132-0034 （後発調１）第288448号    平成29年 4月 1日
     江戸川区小松川四丁目７２番地６
     　カトウビル１階
     03-5858-8986  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133023,5598,0 みなみ調剤薬局　平井〒132-0035 （後発調１）第280313号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区平井一丁目９番１８号
     03-5875-5051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133123,5599,8 のぞみ薬局　篠崎店 〒133-0061 （後発調１）第282018号    平成28年 4月 1日
     江戸川区篠崎町二丁目２番１号
     03-5664-3870  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133223,5605,3 のぞみ薬局　平井店 〒132-0035 （後発調１）第281780号    平成28年 4月 1日
     江戸川区平井六丁目１５番１２号
     03-5631-2105  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 133323,5607,9 トモニティ薬局　船堀〒134-0081 （後発調１）第295428号    平成29年12月 1日
     店 江戸川区北葛西一丁目１４番２４
     号
     03-6808-4154  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133423,5612,9 あおぞら薬局　西小岩〒133-0057 （後発調１）第289738号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区西小岩三丁目２１番２２
     号
     03-5876-8196  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133523,5621,0 薬局マツモトキヨシ　〒133-0061 （後発調１）第284411号    平成28年 7月 1日
     篠崎駅前店 江戸川区篠崎町七丁目２７番１９
     号
     03-5636-4314  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133623,5632,7 くすのき薬局 〒133-0073 （後発調１）第288387号    平成29年 4月 1日
     江戸川区鹿骨五丁目２番地１５号
     03-5664-2571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133723,5635,0 なの花調剤薬局 〒132-0025 （後発調１）第293608号    平成29年 8月 1日
     江戸川区松江三丁目１１番６号　
     １０２
     03-5678-5566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133823,5637,6 スギ薬局　南小岩店 〒133-0056 （後発調１）第283514号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南小岩六丁目２７番１６
     号　ＴｈｅＤｏｍｅ池田ビル２階
     03-5876-7951  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133923,5638,4 なないろ薬局　東小松〒132-0033 （後発調１）第285970号    平成28年 4月 1日
     川店 江戸川区東小松川二丁目２５番１
     ０号
     03-6231-5865  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134023,5649,1 サンサンファーマシー〒134-0088 （後発調１）第293248号    平成29年 8月 1日
     江戸川区西葛西六丁目５番１２号
     　ＭＬＤ西葛西ビル１階
     03-6240-5851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134123,5650,9 オハナ薬局　南小岩店〒133-0056 （後発調１）第284724号    平成28年 8月 1日
     江戸川区南小岩二丁目１３番１４
     号
     03-5876-8457  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134223,5657,4 本木薬局　船堀店 〒134-0091 （後発調１）第290078号    平成29年 4月 1日
     江戸川区船堀四丁目８番２１号
     03-5667-7351  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 134323,5659,0 ナチュール薬局 〒132-0013 （後発調１）第285099号    平成28年 8月 1日
     江戸川区江戸川三丁目３５番地２
     03-5636-2221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134423,5662,4 ファーコス薬局　平井〒132-0035 （後発調１）第281824号    平成28年 4月 1日
     江戸川区平井三丁目２４番１７号
     03-3684-5971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134523,5671,5 三和調剤薬局　うきた〒134-0082 （後発調１）第286574号    平成28年12月 1日
     店 江戸川区宇喜田町１６７番地２
     03-5878-1796  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134623,5673,1 オーエスファーマシー〒132-0023 （後発調１）第288413号    平成29年 4月 1日
     江戸川区西一之江四丁目１番地５
     　益山ビル１階
     03-5607-1117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134723,5674,9 アップル薬局　まつし〒132-0031 （後発調１）第286368号    平成28年11月 1日
     ま店 江戸川区松島一丁目４１番２３号
     　アクアリオビル１階
     03-5662-5891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134823,5682,2 ローソンクオール薬局〒132-0025 （後発調１）第294894号    平成29年11月 1日
     　江戸川松江二丁目店江戸川区松江二丁目３番４号
     03-6231-4689  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134923,5685,5 フラール薬局 〒134-0091 （後発調１）第293946号    平成29年 8月10日
     江戸川区船堀一丁目４番１３号　
     シャンサール船堀１階
     03-5659-7778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135023,5691,3 ユニバーサルドラッグ〒133-0057 （後発調１）第295290号    平成29年11月10日
     薬局　小岩調剤店 江戸川区西小岩一丁目２８番１８
     号　金子商事ビル１階
     03-5876-8601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135123,5693,9 平井友好薬局 〒132-0035 （後発調１）第296526号    平成30年 2月 1日
     江戸川区平井五丁目２１番３号　
     ガーデン欣志ビル１階
     03-3617-2403  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135223,5694,7 コスモファーマ薬局　〒133-0053 （後発調１）第396805号    平成30年 3月 1日
     北篠崎店 江戸川区北篠崎二丁目４番５号
     03-6638-9341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 135324,5053,4 オレンジ薬局 〒190-1232 （後発調１）第284328号    平成28年 7月 1日
     西多摩郡瑞穂町長岡一丁目５４番
     地２
     042-556-5686  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135424,5058,3 イオン薬局　日の出店〒190-0182 （後発調１）第282328号    平成28年 4月 1日
     西多摩郡日の出町平井２３７番地
     ３　イオンモール１階
     042-588-8250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135524,5062,5 かやくぼ薬局 〒190-0181 （後発調１）第286570号    平成28年12月 1日
     西多摩郡日の出町大久野１０６２
     番地１
     042-519-9057  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135627,5031,3 有限会社　秋津エビス〒189-0001 （後発調１）第294207号    平成29年 9月 1日
     薬局 東村山市秋津町五丁目８番地１
     0423-91-0688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135727,5050,3 めぐみ調剤薬局 〒189-0013 （後発調１）第293181号    平成29年 7月 1日
     東村山市栄町二丁目１９番地２３
     042-396-5846  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135827,5065,1 たんぽぽ薬局 〒189-0024 （後発調１）第282021号    平成28年 4月 1日
     東村山市富士見町二丁目１４番地
     １
     0423-93-9477  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135927,5075,0 生堂薬局　東村山店〒189-0014 （後発調１）第285392号    平成28年 9月 1日
     東村山市本町二丁目１７番地３
     0423-96-6502  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136027,5086,7 稲垣薬局　東村山店 〒189-0021 （後発調１）第284299号    平成28年 7月 1日
     東村山市諏訪町二丁目３２番地２
     042-395-5703  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136127,5087,5 さかえ薬局　北山店 〒189-0021 （後発調１）第285679号    平成28年10月 1日
     東村山市諏訪町二丁目３３番地１
     ０
     0423-96-5353  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136227,5093,3 稲垣薬局　東村山諏訪〒189-0021 （後発調１）第290306号    平成29年 4月 1日
     店 東村山市諏訪町二丁目２９番地１
     042-392-2338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 136327,5097,4 加藤薬局　東村山店 〒189-0012 （後発調１）第289955号    平成28年 4月 1日
     東村山市萩山町四丁目２番地５０
     042-390-3121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136427,5105,5 田辺薬局　東村山店 〒189-0014 （後発調１）第283450号    平成28年 4月 1日
     東村山市本町三丁目７番地６　グ
     リーンハイム東村山１０２
     042-399-2761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136527,5108,9 ウイング栄町薬局 〒189-0013 （後発調１）第295649号    平成30年 1月 1日
     東村山市栄町二丁目４番地２３　
     グラントルム弐番館１階
     042-390-2898  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136627,5112,1 さかえ薬局　東口店 〒189-0014 （後発調１）第287308号    平成29年 1月 1日
     東村山市本町二丁目３番地７４　
     蛭間ビル１階
     042-391-8898  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136727,5113,9 薬局ユアーズ 〒189-0012 （後発調１）第284259号    平成28年 7月 1日
     東村山市萩山町三丁目８番地３
     042-397-2587  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136827,5118,8 みまつ調剤薬局 〒189-0001 （後発調１）第281469号    平成28年 4月 1日
     東村山市秋津町五丁目４番地６
     042-396-2108  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136927,5120,4 健祥堂薬局　栄町店 〒189-0013 （後発調１）第295530号    平成30年 1月 1日
     東村山市栄町一丁目１３番地１
     042-390-5533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137027,5121,2 ラルゴ薬局 〒189-0002 （後発調１）第286500号    平成28年 4月 1日
     東村山市青葉町二丁目２５番地６
     ７
     042-399-7121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137127,5122,0 あおば薬局　野口 〒189-0022 （後発調１）第285988号    平成28年11月 1日
     東村山市野口町二丁目４番地３６
     　コーポホルス１階
     042-398-2822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137227,5123,8 シルバー薬局　久米川〒189-0012 （後発調１）第283306号    平成28年 6月 1日
     店 東村山市萩山町四丁目４番地４２
     042-390-8120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 137327,5125,3 わかば薬局 〒189-0022 （後発調１）第284572号    平成28年 7月 1日
     東村山市野口町一丁目１１番地８
     042-392-4081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137427,5130,3 久米川薬局 〒189-0013 （後発調１）第293643号    平成29年 8月 1日
     東村山市栄町一丁目４番地２６　
     清光ビル１０１号室
     042-398-2588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137527,5134,5 万年橋薬局 〒189-0011 （後発調１）第288108号    平成28年 4月 1日
     東村山市恩多町一丁目４０番地３
     042-391-1205  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137627,5135,2 ウエルシア薬局　東村〒189-0022 （後発調１）第285622号    平成28年10月 1日
     山野口店 東村山市野口町一丁目２６番３７
     号
     042-399-3150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137727,5136,0 愛の実薬局 〒189-0001 （後発調１）第285772号    平成28年 4月 1日
     東村山市秋津町三丁目１２番３９
     号
     042-399-3047  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137827,5140,2 キマタ調剤薬局 〒189-0014 （後発調１）第284122号    平成28年 4月 1日
     東村山市本町四丁目５番１０号
     042-313-3046  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137927,5142,8 かたくり薬局 〒189-0002 （後発調１）第283860号    平成28年 6月 1日
     東村山市青葉町二丁目２５番地６
     ６
     042-390-6606  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138027,5145,1 すみれ薬局 〒189-0013 （後発調１）第284870号    平成28年 8月 1日
     東村山市栄町一丁目２３番地１　
     １階
     042-306-3851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138127,5147,7 共創未来　八坂薬局 〒189-0013 （後発調１）第287149号    平成28年12月 1日
     東村山市栄町三丁目１８番地２２
     042-393-1882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138227,5152,7 宮本薬局 〒189-0026 （後発調１）第286316号    平成28年11月 1日
     東村山市多摩湖町一丁目２９番地
     １１
     042-396-5965  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 138327,5154,3 久米川グリーン薬局 〒189-0013 （後発調１）第292525号    平成29年 6月 1日
     東村山市栄町二丁目３０番地２　
     京やビル１階１０２号室
     042-306-2535  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138427,5155,0 アイリス薬局 〒189-0021 （後発調１）第290157号    平成29年 4月 1日
     東村山市諏訪町二丁目３２番地１
     042-395-7741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138528,5034,5 コジマ調剤薬局　師岡〒198-0031 （後発調１）第287441号    平成29年 1月 1日
     店 青梅市師岡町三丁目１９番地３
     0428-24-8241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138628,5062,6 東京堂栄光薬局　新町〒198-0024 （後発調１）第294209号    平成29年 9月 1日
     店 青梅市新町二丁目３２番地６
     0425-58-0320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138728,5087,3 小曽木薬局 〒198-0003 （後発調１）第283081号    平成28年 5月 1日
     青梅市小曾木四丁目２７８９番地
     １
     0428-75-0911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138828,5101,2 タナカ薬局 〒198-0021 （後発調１）第284925号    平成28年 4月 1日
     青梅市今寺五丁目１８番地３０
     0428-30-5061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138928,5103,8 のぞみ薬局 〒198-0036 （後発調１）第284267号    平成28年 4月 1日
     青梅市河辺町五丁目１３番地５　
     シャルマンファミーユ東京１階
     0428-21-3866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139028,5105,3 長渕薬局 〒198-0052 （後発調１）第283894号    平成28年 6月 1日
     青梅市長淵四丁目３９３番地６
     0428-22-4326  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139128,5106,1 沢井調剤薬局 〒198-0172 （後発調１）第284040号    平成28年 7月 1日
     青梅市沢井二丁目７９２番地４
     0428-78-7527  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139228,5114,5 山本薬局 〒198-0089 （後発調１）第281471号    平成28年 4月 1日
     青梅市森下町５１３番地
     0428-22-1293  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139328,5126,9 ウエルシア薬局　ラー〒198-0024 （後発調１）第291394号    平成29年 5月 1日
     レ青梅新町店 青梅市新町九丁目２０１６番１４
     号
     0428-30-3301  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 139428,5127,7 しんまちグリーン薬局〒198-0024 （後発調１）第280028号    平成28年 4月 1日
     青梅市新町二丁目１８番１９号
     0428-30-7775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139528,5130,1 ちびき調剤薬局 〒198-0051 （後発調１）第288404号    平成29年 4月 1日
     青梅市友田町三丁目１３６番地５
     0428-84-0758  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139628,5131,9 クオール薬局　河辺店〒198-0036 （後発調１）第284256号    平成28年 7月 1日
     青梅市河辺町五丁目２１番地２　
     １階
     0428-25-8555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139728,5142,6 ドラッグセイムス　青〒198-0022 （後発調１）第283111号    平成28年 5月 1日
     梅藤橋薬局 青梅市藤橋二丁目５６１番地４
     0428-32-5001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139828,5145,9 ゆらき薬局　今井店 〒198-0023 （後発調１）第284633号    平成28年 8月 1日
     青梅市今井五丁目２４４０番地１
     ７９
     0428-78-2761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139928,5161,6 アイセイ薬局　河辺店〒198-0036 （後発調１）第293630号    平成29年 8月 1日
     青梅市河辺町十丁目１６番地３１
     0428-23-4275  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140028,5166,5 なかがわ薬局　青梅藤〒198-0022 （後発調１）第296353号    平成30年 2月 1日
     橋店 青梅市藤橋三丁目１番地１２
     0428-34-9831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140128,5168,1 調剤薬局ツルハドラッ〒198-0023 （後発調１）第296286号    平成30年 2月 1日
     グ　青梅今井店 青梅市今井三丁目１０番地９
     0428-30-3268  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140229,5135,8 明神町調剤薬局 〒192-0046 （後発調１）第281952号    平成28年 4月 1日
     八王子市明神町四丁目２番７号　
     秀和八王子レジデンス第１ビル１
     ０３
     0426-46-2210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140329,5155,6 あおい調剤薬局 〒193-0835 （後発調１）第280994号    平成28年 4月 1日
     八王子市千人町四丁目２番１７号
     0426-62-8400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 140429,5169,7 カワイ調剤薬局 〒192-0906 （後発調１）第285427号    平成28年 4月 1日
     八王子市北野町５４５番地３　き
     たのタウン６階
     0426-45-1778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140529,5200,0 川合薬局　大楽寺店 〒193-0816 （後発調１）第285432号    平成28年 4月 1日
     八王子市大楽寺町５０１番地１　
     ウッドストーンⅢーＢ
     0426-25-2480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140629,5205,9 サクラ薬局 〒193-0823 （後発調１）第280205号    平成28年 4月 1日
     八王子市横川町５４９番地２１
     0426-27-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140729,5215,8 西八王子調剤薬局 〒193-0832 （後発調１）第285218号    平成28年 9月 1日
     八王子市散田町三丁目９番地１５
     0426-67-3100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140829,5218,2 たちばな調剤薬局 〒192-0904 （後発調１）第283111号    平成28年 4月 1日
     八王子市子安町二丁目４番１０号
     0426-56-0891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140929,5221,6 三宝薬局　北野駅前店〒192-0911 （後発調１）第284211号    平成28年 4月 1日
     八王子市打越町３４４番地４　北
     野シティプラザ１階
     0426-48-5265  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141029,5223,2 中山薬局　北野駅前店〒192-0911 （後発調１）第283589号    平成28年 4月 1日
     八王子市打越町３４４番地６
     0426-44-5688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141129,5228,1 精美堂薬局 〒192-0364 （後発調１）第295525号    平成30年 1月 1日
     八王子市南大沢三丁目９番地５　
     １０４
     0426-75-3557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141229,5229,9 ユキワ薬局 〒192-0364 （後発調１）第281741号    平成28年 4月 1日
     八王子市南大沢二丁目２７番地　
     フレスコ南大沢地下１階
     0426-79-5036  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141329,5256,2 若草薬局　横川店 〒193-0823 （後発調１）第285064号    平成28年 8月 1日
     八王子市横川町８７３番地４
     0426-27-1195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 141429,5268,7 京八薬局　東町店 〒192-0082 （後発調１）第280519号    平成28年 4月 1日
     八王子市東町２番１２号　京王八
     王子東町ビル１階
     0426-44-1345  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141529,5282,8 あらい薬局　北野店 〒192-0906 （後発調１）第280752号    平成28年 4月 1日
     八王子市北野町５６０番地２３
     0426-46-4976  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141629,5285,1 たなべ薬局 〒192-0023 （後発調１）第291633号    平成29年 5月 1日
     八王子市久保山町二丁目３１番３
     号
     0426-96-5885  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141729,5297,6 中山薬局　南新町店 〒192-0075 （後発調１）第283591号    平成28年 4月 1日
     八王子市南新町２４番地１４
     0426-27-4177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141829,5304,0 ふたば薬局 〒193-0835 （後発調１）第287484号    平成28年 4月 1日
     八王子市千人町二丁目３番１０号
     0426-69-8188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141929,5305,7 ウェルパーク薬局　八〒192-0083 （後発調１）第280156号    平成28年 4月 1日
     王子北口店 八王子市旭町１３番１５号
     0426-39-0274  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142029,5311,5 いちょう薬局 〒192-0041 （後発調１）第286644号    平成28年 4月 1日
     八王子市中野上町四丁目３５番２
     ０号　穂坂ビル１階
     0426-27-0548  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142129,5326,3 キジマ調剤薬局 〒192-0904 （後発調１）第287148号    平成28年12月 1日
     八王子市子安町二丁目１０番１５
     号
     0426-46-3787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142229,5330,5 さつき薬局　北野店 〒192-0907 （後発調１）第286953号    平成28年12月 1日
     八王子市長沼町１３０７番地１１
     0426-31-3497  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142329,5334,7 スピカ薬局 〒192-0153 （後発調１）第286344号    平成28年11月 1日
     八王子市西寺方町３８３番地１
     0426-50-5552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 142429,5335,4 調剤薬局アオバ 〒192-0042 （後発調１）第287340号    平成28年 4月 1日
     八王子市中野山王二丁目２８番１
     ０号
     0426-23-1062  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142529,5337,0 八王子ミキ薬局 〒192-0052 （後発調１）第285429号    平成28年 9月 1日
     八王子市本郷町７番１２号
     0426-26-5965  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142629,5353,7 別所薬局 〒192-0363 （後発調１）第280644号    平成28年 4月 1日
     八王子市別所一丁目１７番１号　
     0426-76-9055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142729,5354,5 高尾南口調剤薬局 〒193-0845 （後発調１）第281766号    平成28年 4月 1日
     八王子市初沢町１２３１番地３６
     0426-61-3263  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142829,5358,6 大塚調剤薬局 〒192-0352 （後発調１）第280843号    平成28年 4月 1日
     八王子市大塚４９６番地１
     0426-70-8297  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142929,5359,4 ウエルシア薬局　八王〒193-0834 （後発調１）第286041号    平成28年 4月 1日
     子東浅川店 八王子市東浅川町５５７番地４
     0426-68-8038  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143029,5361,0 大和田調剤薬局 〒192-0045 （後発調１）第290474号    平成29年 4月 1日
     八王子市大和田町四丁目１４番７
     号
     0426-56-0934  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143129,5364,4 わかば薬局 〒192-0082 （後発調１）第288638号    平成29年 4月 1日
     八王子市東町１番１４号　橋完ビ
     ル１階
     0426-31-3621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143229,5375,0 さくら薬局　南新町店〒192-0075 （後発調１）第289349号    平成28年 4月 1日
     八王子市南新町１３番地２１
     042-628-9699  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143329,5380,0 アークス薬局 〒192-0046 （後発調１）第283396号    平成28年 6月 1日
     八王子市明神町四丁目３番８号
     042-646-5711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143429,5383,4 サンドラッグ南大沢薬〒192-0364 （後発調１）第284438号    平成28年 7月 1日
     局 八王子市南大沢２番地２５　フォ
     レストモール１階
     042-674-5460  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 143529,5386,7 ハートフルファーマシ〒192-0045 （後発調１）第280431号    平成28年 4月 1日
     ー 八王子市大和田町一丁目６番１５
     号
     042-631-0210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143629,5389,1 下恩方調剤薬局 〒192-0154 （後発調１）第283592号    平成28年 4月 1日
     八王子市下恩方町１１４５番地１
     042-650-5701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143729,5391,7 ウエルシア薬局　八王〒193-0801 （後発調１）第288943号    平成29年 4月 1日
     子川口店 八王子市川口町１７４５番地３
     042-659-7561  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143829,5392,5 ウエルシア薬局　八王〒193-0942 （後発調１）第284708号    平成28年 8月 1日
     子椚田店 八王子市椚田町７２番地１
     042-668-8708  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143929,5397,4 つとむ薬局　大和田店〒192-0045 （後発調１）第284316号    平成28年 4月 1日
     八王子市大和田町五丁目１３番１
     ４号
     042-689-6421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144029,5398,2 クリエイトエス・ディ〒192-0051 （後発調１）第293168号    平成29年 7月 1日
     ー八王子元本郷店薬局八王子市元本郷町四丁目１７番１
     ６号
     042-620-2485  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144129,5400,6 横川町薬局 〒193-0823 （後発調１）第296564号    平成30年 3月 1日
     八王子市横川町１０８番地１５０
     　小宮山ビル１階１０１号室
     042-686-2545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144229,5402,2 すわ調剤薬局 〒193-0812 （後発調１）第282826号    平成28年 4月 1日
     八王子市諏訪町７２番地１
     042-673-7327  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144329,5407,1 あおば薬局　八王子み〒192-0918 （後発調１）第285378号    平成28年 4月 1日
     なみ野店 八王子市兵衛一丁目３番１号　ミ
     クリスシティ１０３
     042-632-5051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144429,5421,2 マロン薬局西片倉店 〒192-0917 （後発調１）第280864号    平成28年 4月 1日
     八王子市西片倉三丁目１番４号　
     １階
     042-632-7845  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 144529,5423,8 本町調剤薬局　明神町〒192-0046 （後発調１）第286316号    平成28年 4月 1日
     店 八王子市明神町四丁目３番９号　
     クリオ京王八王子ビサイド１０２
     号
     042-643-4101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144629,5424,6 さつき薬局　めじろ台〒193-0833 （後発調１）第283193号    平成28年 5月 1日
     店 八王子市めじろ台二丁目１番１号
     042-629-1754  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144729,5426,1 さくら薬局　恩方店 〒192-0153 （後発調１）第289331号    平成28年 4月 1日
     八王子市西寺方町３３３番地６
     042-652-9535  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144829,5430,3 ムサシ薬局　長沼店 〒192-0907 （後発調１）第283830号    平成28年 6月 1日
     八王子市長沼町２７２番地２
     042-632-5162  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144929,5431,1 ウエルシア薬局　八王〒193-0812 （後発調１）第286046号    平成28年 4月 1日
     子諏訪店 八王子市諏訪町４９９番地
     042-650-1351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145029,5432,9 あすなろ薬局 〒193-0801 （後発調１）第282562号    平成28年 4月 1日
     八王子市川口町３８２４番地３
     042-659-8801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145129,5436,0 よつや薬局 〒193-0815 （後発調１）第285429号    平成28年 4月 1日
     八王子市叶谷町８９０番地５
     042-627-1301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145229,5449,3 あい薬局 〒193-0942 （後発調１）第281074号    平成28年 4月 1日
     八王子市椚田町５８８番地１６
     042-669-4780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145329,5451,9 コスモ薬局 〒192-0916 （後発調１）第281644号    平成28年 4月 1日
     八王子市みなみ野一丁目２番１号
     　アクロスモール八王子みなみ野
     ２階
     042-632-8457  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145429,5455,0 さくら薬局　大和田店〒192-0045 （後発調１）第284925号    平成28年 8月 1日
     八王子市大和田町三丁目８番８号
     042-643-6616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 145529,5456,8 こぐま薬局　八王子駅〒192-0083 （後発調１）第281589号    平成28年 4月 1日
     前店 八王子市旭町８番８号　Ｈ２斉藤
     ビル１階
     042-631-9651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145629,5457,6 つとむ薬局 〒193-0844 （後発調１）第280754号    平成28年 4月 1日
     八王子市高尾町１５６８番地１
     042-629-2660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145729,5459,2 マリン薬局　別所店 〒192-0363 （後発調１）第284702号    平成28年 4月 1日
     八王子市別所一丁目２６番地１４
     042-670-1717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145829,5460,0 みかん薬局　八王子店〒192-0081 （後発調１）第288566号    平成28年 4月 1日
     八王子市横山町３番１３号
     042-660-0820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145929,5462,6 シンワ薬局　八王子店〒192-0082 （後発調１）第287152号    平成28年12月 1日
     八王子市東町３番１１号　プレイ
     ム八王子ビル１階
     042-649-9861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146029,5465,9 フォレスト南大沢薬局〒192-0364 （後発調１）第285789号    平成28年10月 1日
     八王子市南大沢２番地２５　２階
     042-670-6624  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146129,5470,9 マロン薬局　みなみ野〒192-0917 （後発調１）第283673号    平成28年 6月 1日
     店 八王子市西片倉三丁目１番３号　
     みなみ野メディスンビル１階
     042-637-2385  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146229,5475,8 たかおハナブサ薬局 〒193-0841 （後発調１）第283016号    平成28年 4月 1日
     八王子市裏高尾町２６２番１
     042-629-9380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146329,5476,6 おばた薬局 〒193-0942 （後発調１）第282546号    平成28年 4月 1日
     八王子市椚田町１２０８番地　ス
     ーパーアルプスはざま店内
     042-665-5900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146429,5479,0 こぐま薬局　八王子南〒192-0904 （後発調１）第287278号    平成29年 1月 1日
     口店 八王子市子安町四丁目１５番１４
     号　パティオ１階
     042-634-9702  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 146529,5486,5 八王子マックス薬局 〒193-0835 （後発調１）第283267号    平成28年 5月 1日
     八王子市千人町一丁目６番４号
     042-673-4821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146629,5499,8 つくし薬局　元本郷町〒192-0051 （後発調１）第282399号    平成28年 4月 1日
     店 八王子市元本郷町二丁目１番１号
     042-620-7878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146729,5501,1 寺町調剤薬局 〒192-0073 （後発調１）第281830号    平成28年 4月 1日
     八王子市寺町４９番地７
     042-624-4661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146829,5505,2 薬ヒグチ調剤薬局　北〒192-0032 （後発調１）第284965号    平成28年 8月 1日
     八王子店 八王子市石川町２９６０番地８
     042-660-8341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146929,5516,9 高尾駅北口薬局 〒193-0844 （後発調１）第288182号    平成29年 3月 1日
     八王子市高尾町１５８０番地　第
     ２すえひろビル１階
     042-673-5495  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147029,5518,5 アイセイ薬局　堀之内〒192-0363 （後発調１）第286727号    平成28年10月 1日
     駅前店 八王子市別所二丁目２番地１　ク
     レヴィア京王堀之内パークナード
     Ⅱ１階
     042-653-3491  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147129,5520,1 ウエルシア薬局　八王〒192-0351 （後発調１）第291395号    平成29年 5月 1日
     子東中野店 八王子市東中野２７９番地２
     042-670-4824  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147229,5521,9 クリエイト薬局　八王〒193-0931 （後発調１）第292485号    平成29年 6月 1日
     子台町店 八王子市台町二丁目２２番８号
     042-620-5771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147329,5524,3 めじろ台南調剤薬局 〒193-0833 （後発調１）第296421号    平成30年 3月 1日
     八王子市めじろ台二丁目１９番地
     ９
     042-663-9660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147430,5119,0 クリーン薬局 〒190-0003 （後発調１）第282174号    平成28年 4月 1日
     立川市栄町２丁目５９番地の１９
     0425-34-5833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 147530,5140,6 わかば薬局立川 〒190-0022 （後発調１）第289088号    平成28年 4月 1日
     立川市錦町四丁目５番２５号　ア
     ーバンライフ立川
     0425-29-3862  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147630,5151,3 プラザ調剤薬局 〒190-0032 （後発調１）第280711号    平成28年 4月 1日
     立川市上砂町一丁目２番地２
     042-538-7411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147730,5160,4 松の木薬局 〒190-0022 （後発調１）第284018号    平成28年 4月 1日
     立川市錦町三丁目１番３１号　ル
     ネス錦町１階
     042-548-8210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147830,5161,2 あさひ調剤薬局 〒190-0023 （後発調１）第281679号    平成28年 4月 1日
     立川市柴崎町二丁目１４番２５号
     042-526-9679  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147930,5163,8 ときわ薬局 〒190-0002 （後発調１）第285985号    平成28年 4月 1日
     立川市幸町二丁目４６番地４　ア
     ネックス三昭１０３号
     042-538-7268  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148030,5165,3 千利薬局 〒190-0031 （後発調１）第284288号    平成28年 4月 1日
     立川市砂川町七丁目４２番地８
     042-538-2188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148130,5166,1 ウェルパーク調剤薬局〒190-0012 （後発調１）第294228号    平成29年 9月 1日
     　立川曙町店 立川市曙町二丁目１３番６号　内
     野ビル１階
     042-540-3666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148230,5173,7 トリル薬局　若葉町店〒190-0001 （後発調１）第287488号    平成28年 4月 1日
     立川市若葉町四丁目２５番地１　
     ３７号棟１０４
     042-538-4630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148330,5177,8 ゆう薬局 〒190-0003 （後発調１）第287885号    平成29年 2月 1日
     立川市栄町五丁目２２番地２
     042-537-1733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148430,5183,6 スマイル薬局　立川店〒190-0022 （後発調１）第285034号    平成28年 8月 1日
     立川市錦町一丁目２０番１２号
     042-522-0431  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 148530,5186,9 立川調剤薬局 〒190-0023 （後発調１）第280389号    平成28年 4月 1日
     立川市柴崎町二丁目１７番１９号
     　和栄ビル１階
     042-522-7176  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148630,5189,3 あんず薬局　立川店 〒190-0004 （後発調１）第281681号    平成28年 4月 1日
     立川市柏町三丁目２３番地４　ハ
     イムフォルトウーナ１０２号
     042-537-5441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148730,5191,9 フィールド薬局　立川〒190-0022 （後発調１）第286862号    平成28年 4月 1日
     店 立川市錦町三丁目１番地１６　中
     野ＬＫビル１階
     042-528-7205  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148830,5210,7 ウエルシア薬局　立川〒190-0001 （後発調１）第296429号    平成30年 3月 1日
     若葉店 立川市若葉町三丁目２１番地
     042-538-7237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148930,5212,3 たかまつ調剤薬局 〒190-0011 （後発調１）第294047号    平成29年 9月 1日
     立川市高松町二丁目２５番２４号
     　秋嶋ビル１階
     042-512-8073  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149030,5214,9 マロン薬局にしき店 〒190-0022 （後発調１）第289235号    平成28年 4月 1日
     立川市錦町四丁目５番３号　丸木
     ビル１階
     042-524-8770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149130,5217,2 すみれ薬局 〒190-0021 （後発調１）第287319号    平成28年 4月 1日
     立川市羽衣町二丁目４３番１０号
     042-522-0852  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149230,5233,9 有限会社　根本　はる〒190-0001 （後発調１）第283767号    平成28年 4月 1日
     薬局 立川市若葉町三丁目２番地２
     042-536-2671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149330,5235,4 ウエルシア薬局　立川〒190-0004 （後発調１）第293892号    平成29年 9月 1日
     柏町店 立川市柏町一丁目２０番地２２
     042-538-0301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149430,5237,0 ひまわり薬局 〒190-0022 （後発調１）第283844号    平成28年 6月 1日
     立川市錦町二丁目１番３３号
     042-569-7884  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 149530,5238,8 アビック薬局　立川錦〒190-0022 （後発調１）第284019号    平成28年 4月 1日
     町店 立川市錦町一丁目２０番１２号
     042-595-6951  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149630,5239,6 有限会社　根本　こは〒190-0001 （後発調１）第283771号    平成28年 4月 1日
     る薬局 立川市若葉町四丁目１番地１　エ
     クセルＭ１０１
     042-537-7092  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149730,5240,4 株式会社　岩﨑薬局 〒190-0013 （後発調１）第294498号    平成29年10月 1日
     立川市富士見町四丁目９番１８号
     042-526-2731  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149830,5241,2 調剤薬局マツモトキヨ〒190-0012 （後発調１）第285477号    平成28年 9月 1日
     シ　立川駅北口店 立川市曙町二丁目１２番１号　曙
     ビル１階
     042-548-6020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149930,5250,3 株式会社　榎本調剤薬〒190-0013 （後発調１）第280534号    平成28年 4月 1日
     局 立川市富士見町一丁目３１番１８
     号
     042-526-2322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150030,5252,9 トリル薬局　柴崎町店〒190-0023 （後発調１）第288960号    平成29年 4月 1日
     立川市柴崎町三丁目１３番２５号
     　松山堂ビル１階
     042-526-4470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150130,5260,2 そうごう薬局　立川駅〒190-0012 （後発調１）第291923号    平成29年 4月 1日
     北口店 立川市曙町二丁目１１番１号
     042-522-2779  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150230,5264,4 ヤマグチ薬局高松町店〒190-0011 （後発調１）第295832号    平成30年 1月 1日
     立川市高松町二丁目３９番８号　
     第一ロイヤルハイツ１階
     042-540-0251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150331,5026,5 さとみ薬局 〒185-0012 （後発調１）第285639号    平成28年10月 1日
     国分寺市本町一丁目７番３号　Ｋ
     ＣＶビル１階
     0423-24-9831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150431,5051,3 みやこ薬局 〒185-0035 （後発調１）第290151号    平成29年 4月 1日
     国分寺市西町五丁目３番地７
     0425-77-3161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 150531,5069,5 ハート薬局 〒185-0022 （後発調１）第283424号    平成28年 4月 1日
     国分寺市東元町三丁目３３番１号
     042-328-8210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150631,5081,0 いずみ調剤薬局 〒185-0024 （後発調１）第280897号    平成28年 4月 1日
     国分寺市泉町三丁目３５番１号　
     レガビル３階１０１
     042-359-3267  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150731,5089,3 東元町調剤薬局 〒185-0022 （後発調１）第283309号    平成28年 6月 1日
     国分寺市東元町四丁目１４番１号
     　東元町エムビル１０１
     042-326-9772  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150831,5095,0 志宝薬局　国分寺店 〒185-0011 （後発調１）第296174号    平成30年 2月 1日
     国分寺市本多一丁目４番１２号　
     コーポ神山１階
     042-326-5260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150931,5096,8 アカシア薬局 〒185-0012 （後発調１）第284982号    平成28年 8月 1日
     国分寺市本町３丁目１１番１４号
     　新本町ビル１階
     042-329-8580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151031,5108,1 つばき調剤薬局 〒185-0021 （後発調１）第282656号    平成28年 4月 1日
     国分寺市南町一丁目１３番地１
     042-359-8282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151131,5110,7 ノムラ薬局　国分寺店〒185-0011 （後発調１）第287373号    平成29年 1月 1日
     国分寺市本多二丁目３番３号
     042-312-4241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151231,5116,4 東恋ケ窪薬局 〒185-0014 （後発調１）第281951号    平成28年 4月 1日
     国分寺市東恋ケ窪四丁目２０番地
     １
     042-312-0621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151331,5122,2 ココカラファイン薬局〒185-0012 （後発調１）第296217号    平成30年 2月 1日
     　国分寺駅前通り店 国分寺市本町二丁目１０番９号　
     島田ビル１階
     042-312-4634  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151432,5050,3 有限会社　アサヒ薬局〒194-0043 （後発調１）第286689号    平成28年 4月 1日
     町田市成瀬台三丁目８番地２５
     0427-23-4933  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 151532,5089,1 山崎団地調剤薬局 〒195-0074 （後発調１）第281669号    平成28年 4月 1日
     町田市山崎町２２００番地
     0427-91-8631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151632,5108,9 あずさ薬局　原町田店〒194-0013 （後発調１）第285635号    平成28年 4月 1日
     町田市原町田六丁目２９番３号　
     朝日生命原町田ビル１階
     0427-28-6621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151732,5122,0 本町田調剤薬局 〒194-0032 （後発調１）第289461号    平成29年 4月 1日
     町田市本町田２９３８番地１　メ
     ゾン熊沢１階
     0427-27-6911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151832,5142,8 綾部薬局　成瀬店 〒194-0044 （後発調１）第295037号    平成29年11月 1日
     町田市成瀬六丁目５番１号　第２
     広瀬コーポ１０２
     0427-29-1550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151932,5144,4 イヌイ薬局 〒195-0061 （後発調１）第281259号    平成28年 4月 1日
     町田市鶴川六丁目７番地１　レク
     セル鶴川２０１号
     042-736-9969  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152032,5145,1 能ケ谷調剤薬局 〒195-0053 （後発調１）第290859号    平成29年 5月 1日
     町田市能ヶ谷一丁目７番１号　ダ
     イヤモンドビル２階Ｆ室
     0427-34-2472  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152132,5150,1 ノガミ調剤薬局 〒195-0053 （後発調１）第282152号    平成28年 4月 1日
     町田市能ヶ谷三丁目１番３号
     0427-36-5895  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152232,5168,3 綾部薬局　金井店 〒195-0072 （後発調１）第283839号    平成28年 6月 1日
     町田市金井二丁目３番１９号
     0427-37-7408  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152332,5172,5 イワナガ大蔵薬局 〒195-0062 （後発調１）第294222号    平成29年 9月 1日
     町田市大蔵町２２１３番地１
     0427-36-5570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152432,5178,2 恭栄薬局 〒194-0023 （後発調１）第283653号    平成28年 6月 1日
     町田市旭町一丁目１７番１０号
     0427-28-0015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 152532,5192,3 しんわ薬局　玉川店 〒194-0041 （後発調１）第293187号    平成29年 7月 1日
     町田市玉川学園二丁目１番２６号
     　ＮＹビル１階
     042-720-9594  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152632,5202,0 ドラッグセイムス本町〒194-0032 （後発調１）第287088号    平成28年12月 1日
     田薬局 町田市本町田２９４３番地１　マ
     ンション・サンライズヒル１階
     042-710-2380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152732,5208,7 イヅミ調剤薬局 〒194-0013 （後発調１）第283299号    平成28年 6月 1日
     町田市原町田六丁目１７番１９号
     042-710-5223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152832,5216,0 玉川学園薬局　金井店〒195-0072 （後発調１）第291500号    平成29年 5月 1日
     町田市金井五丁目１番１７号
     042-708-0364  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152932,5222,8 町田木曽薬局 〒194-0038 （後発調１）第285855号    平成28年10月 1日
     町田市根岸二丁目３３番地１８
     042-793-6377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153032,5225,1 あい薬局　鶴川台店 〒195-0057 （後発調１）第283112号    平成28年 5月 1日
     町田市真光寺二丁目３７番地１２
     042-708-1860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153132,5227,7 金森あさひ薬局 〒194-0012 （後発調１）第283859号    平成28年 6月 1日
     町田市金森二丁目２０番１号
     042-723-1532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153232,5233,5 ひので薬局　金井店 〒195-0072 （後発調１）第281977号    平成28年 4月 1日
     町田市金井三丁目１７番１３号　
     　プルミエ榛名坂１０５号
     042-737-4090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153332,5249,1 稲垣薬局　町田店 〒194-0023 （後発調１）第287354号    平成28年 4月 1日
     町田市旭町一丁目１０番９号
     042-710-2738  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153432,5254,1 成瀬が丘薬局 〒194-0011 （後発調１）第286715号    平成28年 4月 1日
     町田市成瀬が丘二丁目２８番地４
     　ヒロビル１階
     042-796-2763  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153532,5255,8 ハンズ薬局 〒194-0005 （後発調１）第287928号    平成28年 4月 1日
     町田市南町田五丁目３番２８号
     042-788-0367  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 153632,5260,8 しんわ薬局　小山店 〒194-0212 （後発調１）第289355号    平成28年 4月 1日
     町田市小山町３１８９番地２
     042-700-1278  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153732,5266,5 ひなた台薬局 〒194-0032 （後発調１）第284869号    平成28年 8月 1日
     町田市本町田９４２番地６
     042-720-5054  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153832,5269,9 ひので薬局　町田店 〒194-0036 （後発調１）第284237号    平成28年 7月 1日
     町田市木曽東四丁目２１番４３号
     042-789-5495  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153932,5274,9 マロン薬局　鶴川店 〒195-0053 （後発調１）第283020号    平成28年 5月 1日
     町田市能ヶ谷一丁目５番８号　鶴
     川インペリアルビル４階－Ｆ
     042-708-2357  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154032,5275,6 フラワー薬局 〒194-0011 （後発調１）第284601号    平成28年 8月 1日
     町田市成瀬が丘二丁目２４番地２
     　成瀬ビル１階
     042-799-0424  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154132,5286,3 曽我薬局 〒194-0013 （後発調１）第281837号    平成28年 4月 1日
     町田市原町田四丁目７番８号　グ
     ランノエル町田Ｓ・Ｐｌａｃｅ１
     階
     042-722-3150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154232,5292,1 あおい調剤薬局 〒194-0021 （後発調１）第285141号    平成28年 9月 1日
     町田市中町一丁目３０番２号　中
     里ビル１０５
     042-724-1041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154332,5304,4 さかい調剤薬局 〒194-0013 （後発調１）第284534号    平成28年 7月 1日
     町田市原町田六丁目３番３号　町
     映ビル４階
     042-727-9003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154432,5311,9 桜薬局 〒194-0034 （後発調１）第287576号    平成28年 4月 1日
     町田市根岸町１００９番地３
     042-705-8781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154532,5315,0 結薬局 〒194-0021 （後発調１）第287931号    平成28年 4月 1日
     町田市中町一丁目５番１０号　コ
     ーポラスＯＫＢ１０２
     042-739-7262  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 154632,5323,4 みとみ調剤薬局 〒194-0021 （後発調１）第282175号    平成28年 4月 1日
     町田市中町四丁目１８番１１号　
     ジュネス中町１階
     042-720-6790  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154732,5325,9 スギ薬局　町田高ケ坂〒194-0014 （後発調１）第283488号    平成28年 4月 1日
     店 町田市高ヶ坂五丁目１５番１４号
     042-710-8571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154832,5331,7 ハートフル薬局 〒194-0031 （後発調１）第285853号    平成28年 4月 1日
     町田市南大谷７２４番地１　クレ
     ール大澤１０３
     042-739-3630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154932,5334,1 スギ薬局　ミーナ町田〒194-0013 （後発調１）第287869号    平成29年 2月 1日
     店 町田市原町田四丁目１番１７号　
     ミーナ町田２階
     042-710-0520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155032,5335,8 すずかぜ薬局 〒194-0022 （後発調１）第290296号    平成29年 4月 1日
     町田市森野四丁目２１番３号
     042-710-5222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155132,5336,6 オーク薬局 〒194-0041 （後発調１）第280245号    平成28年 4月 1日
     町田市玉川学園七丁目５番６号　
     エーデルワイス玉川学園２０２
     042-729-3277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155232,5340,8 敬愛薬局　町田 〒194-0203 （後発調１）第286130号    平成28年11月 1日
     町田市図師町２２５７番地１
     042-789-8580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155332,5345,7 ドリーム薬局　成瀬店〒194-0045 （後発調１）第284560号    平成28年 7月 1日
     町田市南成瀬一丁目１番地２　プ
     ラザ成瀬２階
     042-720-3343  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155432,5350,7 クオール薬局成瀬台店〒194-0043 （後発調１）第295434号    平成29年12月 1日
     町田市成瀬台三丁目８番地５
     042-725-4456  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155532,5351,5 しらゆり薬局 〒194-0013 （後発調１）第289011号    平成28年 4月 1日
     町田市原町田四丁目２番２号　メ
     ディカルスペース町田１階
     042-705-7818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 155632,5354,9 さくら薬局　本町田店〒194-0032 （後発調１）第290517号    平成29年 4月 1日
     町田市本町田４３９４番地９
     042-732-1707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155732,5355,6 オハマ薬局 〒194-0043 （後発調１）第287287号    平成29年 1月 1日
     町田市成瀬台三丁目８番地１７
     042-739-6466  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155832,5356,4 健ナビ薬樹薬局　成瀬〒194-0045 （後発調１）第289117号    平成28年 4月 1日
     町田市南成瀬一丁目８番地２１　
     成瀬メディカルビル１階
     042-720-9960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155932,5357,2 なの花薬局　町田森野〒194-0022 （後発調１）第281253号    平成28年 4月 1日
     店 町田市森野二丁目８番１５号　Ａ
     ＷＡ渋谷ビル地下１階－１
     042-732-3197  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156032,5358,0 なの花薬局　鶴川大通〒195-0062 （後発調１）第281341号    平成28年 4月 1日
     り店 町田市大蔵町２２２１番地２　Ｎ
     Ｓビル１階
     042-737-3553  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156132,5366,3 中町薬局　２号店 〒194-0021 （後発調１）第283007号    平成28年 5月 1日
     町田市中町一丁目２２番１号
     042-720-0086  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156232,5372,1 みらい薬局　町田店 〒194-0034 （後発調１）第283235号    平成28年 5月 1日
     町田市根岸町１００９番地１１
     042-860-0652  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156332,5375,4 スギ薬局　コピオ多摩〒194-0215 （後発調１）第284140号    平成28年 7月 1日
     境店 町田市小山ケ丘四丁目５番地２　
     コピオ多摩境店内
     048-451-3833  (048-462-2015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156432,5383,8 クリエイト薬局　町田〒194-0037 （後発調１）第288832号    平成28年 4月 1日
     木曽西店 町田市木曽西五丁目６番３号
     042-789-3431  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156532,5384,6 ななほし薬局　町田木〒194-0037 （後発調１）第285768号    平成28年 4月 1日
     曽店 町田市木曽西二丁目１７番２６号
     　１階
     042-794-9795  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 156632,5386,1 徳永薬局　成瀬在宅セ〒194-0046 （後発調１）第281410号    平成28年 4月 1日
     ンター 町田市西成瀬二丁目４８番２３号
     042-851-8470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156732,5388,7 アサイ調剤薬局 〒195-0061 （後発調１）第285468号    平成28年 4月 1日
     町田市鶴川二丁目１番地８　カク
     タスビル１０３
     042-736-1870  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156832,5403,4 鶴川調剤薬局 〒195-0061 （後発調１）第291351号    平成29年 3月 1日
     町田市鶴川三丁目１５番地３４
     042-735-2888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156932,5410,9 薬局　ウェルファーマ〒194-0004 （後発調１）第294330号    平成29年 9月 1日
     シー 町田市鶴間一丁目１８番地１３　
     南町田駅前診療館１階
     042-799-1140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157032,5413,3 すずらん薬局　森野店〒194-0023 （後発調１）第295169号    平成29年11月 1日
     町田市旭町一丁目４番１号　Ｃ
     042-785-5013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157132,5416,6 つばさ薬局　町田店 〒194-0034 （後発調１）第296865号    平成30年 3月 1日
     町田市根岸町１０１０番地３
     042-798-7301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157233,5119,4 武蔵野市薬剤師会調剤〒180-0023 （後発調１）第292054号    平成29年 5月 1日
     薬局 武蔵野市境南町二丁目２８番１４
     号　吉垣ビル１階
     0422-32-8550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157333,5138,4 サンセイ北町薬局 〒180-0001 （後発調１）第287894号    平成29年 2月 1日
     武蔵野市吉祥寺北町五丁目７番２
     １号　メゾンＴＡＫＡ　Ｅ棟１階
     0422-36-0911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157433,5141,8 稲垣薬局　中道店 〒180-0004 （後発調１）第287394号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市吉祥寺本町二丁目１１番
     １１号　吉田ビル１階
     0422-21-8668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157533,5160,8 やすらぎ薬局　吉祥寺〒180-0003 （後発調１）第289529号    平成28年 4月 1日
     店 武蔵野市吉祥寺南町二丁目２番３
     号　オリエンタルビル１階
     0422-76-8076  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 157633,5162,4 オリーブ薬局 〒180-0013 （後発調１）第283104号    平成28年 5月 1日
     武蔵野市西久保三丁目２番２２号
     0422-50-5430  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157733,5169,9 たま調剤薬局　境店 〒180-0022 （後発調１）第284764号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市境一丁目１８番４号
     0422-36-5150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157833,5171,5 中川薬局　三鷹駅前店〒180-0006 （後発調１）第295042号    平成29年11月 1日
     武蔵野市中町一丁目２３番１４号
     　ベルメゾン武蔵野中町１０１
     0422-59-0981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157933,5182,2 薬局メディクス 〒180-0004 （後発調１）第281500号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市吉祥寺本町一丁目２１番
     ２号　グローリオ吉祥寺本町２１
     ４号室
     0422-20-1152  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158033,5188,9 境調剤薬局 〒180-0022 （後発調１）第284797号    平成28年 8月 1日
     武蔵野市境一丁目５番５号
     0422-55-0313  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158133,5189,7 アイファ薬局　関前店〒180-0014 （後発調１）第288077号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市関前二丁目５番１４号
     0422-37-1491  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158233,5194,7 コクミン薬局　武蔵境〒180-0023 （後発調１）第280258号    平成28年 4月 1日
     店 武蔵野市境南町二丁目２８番１３
     号　ツインピークスノースビル１
     階
     0422-30-7484  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158333,5207,7 スギ薬局　吉祥寺南町〒180-0003 （後発調１）第291747号    平成29年 5月 1日
     店 武蔵野市吉祥寺南町二丁目１７番
     １号
     0422-29-0051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158433,5208,5 稲垣薬局　北町店 〒180-0001 （後発調１）第287360号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市吉祥寺北町四丁目１１番
     ２０号　北祥ビル１０２号
     0422-59-1338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158533,5214,3 ステラ薬局 〒180-0014 （後発調１）第284453号    平成28年 7月 1日
     武蔵野市関前三丁目３番１４号　
     ビバーチェ武蔵野１階
     0422-56-8159  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    159

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 158633,5224,2 西久保薬局 〒180-0013 （後発調１）第283377号    平成28年 6月 1日
     武蔵野市西久保二丁目１８番３号
     　コスモハイツ１０１
     0422-56-9625  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158733,5225,9 はな薬局　吉祥寺店 〒180-0003 （後発調１）第284721号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市吉祥寺南町二丁目５番４
     号　仁愛ビル１階
     0422-26-6287  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158833,5226,7 稲垣薬局　井の頭店 〒180-0003 （後発調１）第287036号    平成28年12月 1日
     武蔵野市吉祥寺南町一丁目１０番
     ５号
     0422-42-3013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158933,5233,3 サザン調剤薬局　南町〒180-0003 （後発調１）第288998号    平成28年 4月 1日
     店 武蔵野市吉祥寺南町一丁目１番５
     号　丹野ビル　地下１階
     0422-26-7737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159033,5239,0 ブルーム薬局 〒180-0022 （後発調１）第288827号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市境一丁目９番９号　温泉
     通りビル１０５号
     0422-26-8463  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159133,5240,8 なみえファーマシー 〒180-0001 （後発調１）第283767号    平成28年 6月 1日
     武蔵野市吉祥寺北町一丁目１番２
     号　トラッセルズ吉祥寺Ｂ
     0422-29-7011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159233,5249,9 薬局ルンルン　ファー〒180-0022 （後発調１）第284333号    平成28年 7月 1日
     マシー　サン 武蔵野市境四丁目３番１３号　サ
     ンパレス桜橋１階
     0422-55-4649  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159333,5250,7 さくら野薬局 〒180-0021 （後発調１）第290338号    平成29年 4月 1日
     武蔵野市桜堤二丁目７番２７号　
     メディ・シャトル桜堤１０１号室
     0422-55-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159433,5257,2 ファーマライズ薬局　〒180-0004 （後発調１）第291442号    平成29年 3月 1日
     吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町一丁目３０番
     １３号　ＫＳ１０ビル１階
     0422-21-1188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 159533,5258,0 ファーコス薬局　武蔵〒180-0013 （後発調１）第295393号    平成29年12月 1日
     野 武蔵野市西久保二丁目２番１６号
     　小川ビル１階
     0422-54-8186  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159633,5261,4 サエラ薬局　三鷹店 〒180-0006 （後発調１）第296469号    平成30年 1月 1日
     武蔵野市中町一丁目１２番１０号
     　スカイゲートタワー５階
     0422-50-1771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159734,5032,7 バン薬局 〒186-0003 （後発調１）第291377号    平成29年 5月 1日
     国立市富士見台一丁目８番地１４
     0425-77-2889  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159834,5035,0 かぶら木薬局 〒186-0003 （後発調１）第282679号    平成28年 4月 1日
     国立市富士見台四丁目９番地３　
     佐藤ビル２０３号
     0425-76-1291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159934,5048,3 富士見台調剤薬局 〒186-0003 （後発調１）第282957号    平成28年 4月 1日
     国立市富士見台二丁目１８番地７
     0425-77-1655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160034,5060,8 ふじみ薬局 〒186-0005 （後発調１）第280854号    平成28年 4月 1日
     国立市西二丁目１１番地３４
     0425-75-9569  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160134,5066,5 プラザ薬局　国立東店〒186-0002 （後発調１）第287978号    平成28年 4月 1日
     国立市東二丁目３番地の８　アン
     トレ一番館１階
     042-580-1030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160234,5067,3 メディカルセンター薬〒186-0002 （後発調１）第294937号    平成29年11月 1日
     局 国立市東一丁目８番地の６　国立
     メディカルセンター１０４
     042-580-0120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160334,5077,2 さくら街薬局 〒186-0002 （後発調１）第296660号    平成30年 3月 1日
     国立市東一丁目６番地３２
     042-572-9317  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160434,5085,5 西武薬局 〒186-0002 （後発調１）第286296号    平成28年11月 1日
     国立市東一丁目６番地３　紅家ビ
     ル
     042-573-2525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 160534,5087,1 オーケー調剤薬局 〒186-0005 （後発調１）第287960号    平成29年 2月 1日
     国立市西二丁目１２番地１
     042-533-4010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160634,5091,3 中川薬局　谷保店 〒186-0011 （後発調１）第281584号    平成28年 4月 1日
     国立市谷保７２１７番地２
     042-580-4431  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160734,5095,4 イノウエ薬局　中店 〒186-0004 （後発調１）第288102号    平成29年 3月 1日
     国立市中一丁目１１番地１９
     042-575-4292  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160834,5102,8 ミネ調剤薬局 〒186-0002 （後発調１）第296422号    平成30年 3月 1日
     国立市東一丁目１８番地１
     042-580-2299  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160934,5103,6 スマイル薬局　国立駅〒186-0002 （後発調１）第281436号    平成28年 4月 1日
     前店 国立市東一丁目６番地３１　ＫＳ
     ビル１階
     042-505-8665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161034,5109,3 薬局ナカガワファーマ〒186-0005 （後発調１）第288497号    平成29年 4月 1日
     シー西店 国立市西一丁目１２番地１
     042-505-9766  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161134,5111,9 国立の薬局ふわり 〒186-0001 （後発調１）第287308号    平成28年 4月 1日
     国立市北三丁目２７番地１７　杏
     林ビル１０１号室
     042-512-7941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161234,5119,2 和光薬局 〒186-0001 （後発調１）第295229号    平成29年12月 1日
     国立市北三丁目１５番地２
     042-522-5480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161335,5024,1 有限会社　団地薬局 〒191-0033 （後発調１）第280529号    平成28年 4月 1日
     日野市百草９９９番地
     0425-91-2985  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161435,5055,5 京王薬局 〒191-0031 （後発調１）第284611号    平成28年 8月 1日
     日野市高幡１４５番地
     0425-91-2598  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161535,5063,9 本町調剤薬局 〒191-0011 （後発調１）第286550号    平成28年12月 1日
     日野市日野本町三丁目１４番地１
     ６　馬場ビル１階
     0425-87-1661  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 161635,5069,6 ノムラ薬局　豊田店 〒191-0053 （後発調１）第286366号    平成28年11月 1日
     日野市豊田三丁目４２番１０号
     0425-84-6362  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161735,5072,0 ノムラ薬局　豊田北口〒191-0062 （後発調１）第292087号    平成29年 6月 1日
     店 日野市多摩平一丁目２番地の１　
     第１ビル１階
     0425-83-6262  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161835,5073,8 あじさい薬局 〒191-0024 （後発調１）第295533号    平成30年 1月 1日
     日野市万願寺一丁目１３番地６
     0425-86-3330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161935,5074,6 薬局しらい 〒191-0031 （後発調１）第280880号    平成28年 4月 1日
     日野市高幡１００６番地８
     0425-93-6563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162035,5076,1 あかつき薬局 〒191-0062 （後発調１）第288412号    平成28年 4月 1日
     日野市多摩平六丁目１６番地１５
     0425-81-5959  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162135,5087,8 いづみ薬局　プレミー〒191-0031 （後発調１）第287431号    平成28年 4月 1日
     ル店 日野市高幡１００１番地３　プレ
     ミール高幡１階
     042-594-0123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162235,5098,5 どんぐり薬局 〒191-0011 （後発調１）第282328号    平成28年 4月 1日
     日野市日野本町三丁目１４番地１
     ６
     042-589-0181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162335,5100,9 ノムラ薬局 〒191-0062 （後発調１）第284469号    平成28年 7月 1日
     日野市多摩平六丁目３２番地８
     042-584-9031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162435,5116,5 あんず調剤薬局　高幡〒191-0032 （後発調１）第285851号    平成28年 4月 1日
     店 日野市三沢三丁目５３番９号　　
     鈴蘭ビル１階
     042-599-2441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162535,5127,2 親和薬局　万願荘店 〒191-0012 （後発調１）第296563号    平成30年 3月 1日
     日野市日野１０７７番地１２５
     042-589-3457  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 162635,5129,8 どんぐり薬局　栄町店〒191-0001 （後発調１）第283223号    平成28年 5月 1日
     日野市栄町一丁目３１番地９　ヴ
     ェルジュ１４０　１階
     042-583-1464  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162735,5144,7 さつき薬局　百草店 〒191-0033 （後発調１）第284626号    平成28年 8月 1日
     日野市百草１０４２番地２０
     042-506-5121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162835,5152,0 ノムラ薬局　高幡駅前〒191-0031 （後発調１）第288964号    平成28年 4月 1日
     店 日野市高幡３番地１６
     042-506-9910  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162935,5153,8 アサヒ薬局　日野店 〒191-0062 （後発調１）第284884号    平成28年 8月 1日
     日野市多摩平五丁目１６番１７号
     042-514-8632  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163035,5156,1 クリタ薬局 〒191-0065 （後発調１）第283009号    平成28年 4月 1日
     日野市旭が丘五丁目２番５号
     042-581-7774  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163135,5158,7 日野程久保薬局 〒191-0042 （後発調１）第282634号    平成28年 4月 1日
     日野市程久保三丁目１８番地５
     042-599-2370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163235,5159,5 ぷっく薬局 〒191-0062 （後発調１）第281893号    平成28年 4月 1日
     日野市多摩平六丁目３７番地３　
     メゾン田中１０１号室
     042-514-8762  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163335,5164,5 ノムラ薬局　豊田南店〒191-0053 （後発調１）第288322号    平成29年 3月 1日
     日野市豊田三丁目３２番地４　ノ
     ムラメディカルビル１階
     042-514-8601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163435,5166,0 クオール薬局　高幡店〒191-0031 （後発調１）第287047号    平成28年12月 1日
     日野市高幡３２６番地１　第３滝
     瀬ビル１階
     042-593-6126  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163535,5171,0 共創未来　日野薬局 〒191-0032 （後発調１）第291791号    平成29年 5月 1日
     日野市三沢二丁目３６番１号
     042-599-0310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163635,5175,1 イオン薬局　多摩平の〒191-0062 （後発調１）第282332号    平成28年 4月 1日
     森店 日野市多摩平二丁目４番地１
     042-514-1051  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 163735,5180,1 なの花薬局　日野新井〒191-0022 （後発調１）第295508号    平成29年12月 1日
     店 日野市新井８６０番地１
     042-506-5518  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163835,5181,9 親和薬局 〒191-0011 （後発調１）第295635号    平成30年 1月 1日
     日野市日野本町四丁目２番地１０
     042-584-4889  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163935,5183,5 ウエルシア薬局　日野〒191-0001 （後発調１）第291399号    平成29年 5月 1日
     栄町店 日野市栄町四丁目２２番地１
     042-589-6963  (042-589-6964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164035,5185,0 かしのき薬局 〒191-0061 （後発調１）第290937号    平成29年 5月 1日
     日野市大坂上一丁目１８番地２　
     サンヒルセブン１０２
     042-843-1180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164135,5187,6 青空薬局 〒191-0031 （後発調１）第288007号    平成29年 1月 1日
     日野市高幡３２８番地１
     042-599-0334  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164235,5189,2 クリエイト薬局　日野〒191-0062 （後発調１）第296255号    平成30年 2月 1日
     多摩平店 日野市多摩平三丁目１番地１　Ｔ
     ｏｍｏｒｒｏｗＰＬＡＺＡ１階
     042-589-7452  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164336,5056,1 大沢調剤薬局 〒181-0015 （後発調１）第280495号    平成28年 4月 1日
     三鷹市大沢五丁目１番地１１
     0422-33-0331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164436,5113,0 たま調剤薬局　下連雀〒181-0013 （後発調１）第284770号    平成28年 4月 1日
     店 三鷹市下連雀三丁目６番５１号　
     カーザパッセロ１０１号
     0422-71-3414  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164536,5128,8 岸田薬局 〒181-0012 （後発調１）第281532号    平成28年 4月 1日
     三鷹市上連雀八丁目２３番１０号
     0422-43-6881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164636,5133,8 三鷹薬局 〒181-0013 （後発調１）第287349号    平成28年 4月 1日
     三鷹市下連雀三丁目３５番７号　
     クレッセント三鷹１階
     0422-43-2439  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 164736,5139,5 薬樹薬局　三鷹 〒181-0004 （後発調１）第286287号    平成28年11月 1日
     三鷹市新川六丁目９番２１号　高
     橋ビル１階
     0422-79-7431  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164836,5144,5 スマイル薬局　三鷹台〒181-0001 （後発調１）第281438号    平成28年 4月 1日
     店 三鷹市井の頭一丁目３０番１３号
     　サトビル１階
     0422-76-5284  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164936,5156,9 アイ薬局 〒181-0004 （後発調１）第282943号    平成28年 4月 1日
     三鷹市新川四丁目８番１４号　ハ
     イウェスト１０３
     0422-45-6522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165036,5161,9 たま調剤薬局　野崎店〒181-0014 （後発調１）第284774号    平成28年 4月 1日
     三鷹市野崎三丁目１８番１９号
     0422-33-5551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165136,5168,4 こばやし薬局 〒181-0013 （後発調１）第283741号    平成28年 4月 1日
     三鷹市下連雀四丁目２０番１５号
     　新生ハイツ１階
     0422-72-6616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165236,5170,0 杉山薬局　上連雀店 〒181-0012 （後発調１）第286043号    平成28年11月 1日
     三鷹市上連雀八丁目１番２２号
     0422-46-5570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165336,5173,4 ウエルシア薬局　三鷹〒181-0013 （後発調１）第295604号    平成30年 1月 1日
     店 三鷹市下連雀五丁目１番８号
     0422-49-3355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165436,5178,3 しもれん２丁目薬局 〒181-0013 （後発調１）第288122号    平成28年 4月 1日
     三鷹市下連雀二丁目１８番１５号
     　ベルメゾンＮｏ．５　Ｂ－１０
     １
     0422-71-0303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165536,5182,5 つばさ薬局　三鷹店 〒181-0012 （後発調１）第283822号    平成28年 6月 1日
     三鷹市上連雀七丁目１１番７号　
     石井ビル２０１
     0422-72-9022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165636,5184,1 こぐま薬局　三鷹店 〒181-0002 （後発調１）第296371号    平成30年 3月 1日
     三鷹市牟礼五丁目８番２３号
     042-241-2122  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 165736,5189,0 ウェルパーク調剤薬局〒181-0002 （後発調１）第283907号    平成28年 6月 1日
     　三鷹牟礼店 三鷹市牟礼四丁目８番７号
     0422-40-9561  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165836,5194,0 三鷹中央薬局 〒181-0013 （後発調１）第286540号    平成28年 4月 1日
     三鷹市下連雀六丁目２番１６号　
     メディカルコート吉祥寺１階Ｃ区
     画
     042-224-7530  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165936,5196,5 あおい薬局　三鷹店 〒181-0013 （後発調１）第280497号    平成28年 4月 1日
     三鷹市下連雀三丁目２２番２５号
     　ドエル三鷹１階
     0422-26-5448  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166036,5198,1 クリエイト薬局　三鷹〒181-0004 （後発調１）第296716号    平成30年 3月 1日
     新川店 三鷹市新川六丁目４番３０号
     0422-40-9081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166136,5206,2 すず薬局　井口店 〒181-0011 （後発調１）第288872号    平成28年 4月 1日
     三鷹市井口三丁目１７番３６号
     0422-26-4395  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166236,5207,0 たま調剤薬局　上連雀〒181-0012 （後発調１）第284776号    平成28年 4月 1日
     店 三鷹市上連雀二丁目４番７号
     0422-42-7474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166336,5209,6 クリエイト薬局　三鷹〒181-0013 （後発調１）第287166号    平成28年12月 1日
     下連雀店 三鷹市下連雀四丁目１４番１６号
     0422-40-4180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166436,5220,3 さくら薬局　三鷹店 〒181-0003 （後発調１）第285836号    平成28年10月 1日
     三鷹市北野四丁目５番３３号　島
     田ビル１階
     03-5314-1452  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166536,5223,7 のぞみ薬局　三鷹店 〒181-0012 （後発調１）第296670号    平成30年 3月 1日
     三鷹市上連雀九丁目１５番２４号
     　山崎店舗１０１号
     0422-24-6935  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166636,5224,5 ミキ薬局　三鷹店 〒181-0013 （後発調１）第284044号    平成28年 7月 1日
     三鷹市下連雀四丁目１６番１３号
     　グローヴＡ１階
     0422-72-1662  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 166736,5227,8 さくら薬局　三鷹下連〒181-0013 （後発調１）第293186号    平成29年 7月 1日
     雀店 三鷹市下連雀四丁目８番３９号
     0422-49-6865  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166836,5229,4 さくら薬局　三鷹シテ〒181-0012 （後発調１）第293664号    平成29年 8月 1日
     ィハイツ店 三鷹市上連雀四丁目３番５号　上
     連雀シティハイツ１階
     0422-70-3432  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166936,5231,0 アイファ薬局　かえで〒181-0011 （後発調１）第285771号    平成28年10月 1日
     通り店 三鷹市井口三丁目６番１６号
     0422-26-1691  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167036,5236,9 すずらん薬局 〒181-0013 （後発調１）第283929号    平成28年 6月 1日
     三鷹市下連雀八丁目３番７号
     0422-46-8008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167136,5240,1 ファーマライズ薬局　〒181-0013 （後発調１）第291452号    平成29年 3月 1日
     三鷹店 三鷹市下連雀二丁目６番２４号　
     エトワール下連雀１階
     0422-43-7500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167237,5024,7 田中薬局 〒202-0002 （後発調１）第283407号    平成28年 6月 1日
     西東京市ひばりが丘北四丁目４番
     １９号
     0424-21-1761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167337,5030,4 つばさ薬局 〒202-0002 （後発調１）第282010号    平成28年 4月 1日
     西東京市ひばりが丘北四丁目２番
     ２６号
     0424-23-0283  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167437,5045,2 小田薬局　東伏見店 〒202-0021 （後発調１）第286655号    平成28年 4月 1日
     西東京市東伏見五丁目９番１７号
     　メゾン東伏見１階１０１号室
     0424-61-8558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167537,5060,1 あすなろ薬局 〒202-0002 （後発調１）第282368号    平成28年 4月 1日
     西東京市ひばりが丘北四丁目５番
     ２０号
     0424-21-1885  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167637,5062,7 健祥堂薬局　柳沢店 〒202-0022 （後発調１）第288842号    平成29年 4月 1日
     西東京市柳沢二丁目３番１３号　
     １０６
     0424-68-7780  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 167737,5063,5 石井薬局　柳沢店 〒202-0015 （後発調１）第282525号    平成28年 4月 1日
     西東京市保谷町三丁目２４番１号
     0424-69-3249  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167837,5070,0 オリーブ薬局 〒202-0015 （後発調１）第284580号    平成28年 7月 1日
     西東京市保谷町三丁目４番１０号
     　センチュリー柳沢１０２
     0424-66-7148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167938,5045,0 白糸台薬局 〒183-0011 （後発調１）第283690号    平成28年 6月 1日
     府中市白糸台二丁目５番地５
     0423-69-2487  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168038,5064,1 中河原薬局 〒183-0034 （後発調１）第293580号    平成29年 8月 1日
     府中市住吉町二丁目１７番地４
     0423-61-7257  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168138,5070,8 アポロン薬局　是政店〒183-0014 （後発調１）第285932号    平成28年10月 1日
     府中市是政五丁目７番地４
     0423-61-7445  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168238,5081,5 タナベ薬局 〒183-0033 （後発調１）第283883号    平成28年 6月 1日
     府中市分梅町一丁目３３番地２０
     0423-63-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168338,5082,3 アポロン薬局　車返店〒183-0011 （後発調１）第294482号    平成29年10月 1日
     府中市白糸台五丁目２４番地１　
     フジビル１階
     0423-36-5323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168438,5085,6 ワコー薬局 〒183-0001 （後発調１）第280405号    平成28年 4月 1日
     府中市浅間町二丁目９番地２０
     0423-62-7809  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168538,5098,9 コスモス調剤薬局 〒183-0034 （後発調１）第285073号    平成28年 4月 1日
     府中市住吉町四丁目１１番地２３
     号　喜多ビル１階
     0423-66-7301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168638,5100,3 島田調剤薬局 〒183-0006 （後発調１）第287252号    平成29年 1月 1日
     府中市緑町三丁目５番地の１
     042-362-3237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168738,5101,1 島田薬局 〒183-0023 （後発調１）第283651号    平成28年 6月 1日
     府中市宮町二丁目１番地の１５　
     府中宮町パ－クホ－ムズ１０１号
     0423-61-2005  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 168838,5111,0 親和薬局　栄町店 〒183-0051 （後発調１）第293505号    平成29年 8月 1日
     府中市栄町二丁目１０番地の１１
     0423-66-6644  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168938,5116,9 島田調剤薬局　若松町〒183-0005 （後発調１）第280346号    平成28年 4月 1日
     店 府中市若松町二丁目７番地の４２
     0423-69-7444  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169038,5123,5 川口調剤薬局 〒183-0045 （後発調１）第281267号    平成28年 4月 1日
     府中市美好町一丁目２２番地１２
     　レグルスマンション１階
     042-358-6318  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169138,5149,0 正景堂薬局 〒183-0006 （後発調１）第280616号    平成28年 4月 1日
     府中市緑町一丁目２番地２　ハイ
     ム中村１階
     042-369-4855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169238,5165,6 あさひ薬局 〒183-0034 （後発調１）第296739号    平成30年 3月 1日
     府中市住吉町五丁目２番地２　矢
     部ビル１階
     042-362-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169338,5172,2 きりん館薬局 〒183-0042 （後発調１）第289615号    平成28年 4月 1日
     府中市武蔵台三丁目４番地１１
     042-577-7670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169438,5179,7 ウエルシア薬局　府中〒183-0014 （後発調１）第283330号    平成28年 6月 1日
     是政店 府中市是政二丁目４番地２
     042-358-1328  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169538,5188,8 親和薬局　西原町店 〒183-0046 （後発調１）第285835号    平成28年10月 1日
     府中市西原町二丁目１８番地１　
     マツシマビル１階
     042-580-4900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169638,5189,6 なでしこ薬局 〒183-0014 （後発調１）第280780号    平成28年 4月 1日
     府中市是政二丁目３番地４　フル
     ブルーム１階
     042-316-6697  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169738,5200,1 ウエルシア薬局　府中〒183-0053 （後発調１）第285213号    平成28年 9月 1日
     天神店 府中市天神町三丁目１２番６号
     042-352-1180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 169838,5203,5 南町薬局 〒183-0026 （後発調１）第280638号    平成28年 4月 1日
     府中市南町四丁目２４番１号
     042-368-0202  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169938,5205,0 内坪薬局 〒183-0006 （後発調１）第283815号    平成28年 4月 1日
     府中市緑町二丁目１７番８号　カ
     サアカシア１０１号
     042-367-4988  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170038,5225,8 調剤薬局ながしま 〒183-0056 （後発調１）第281489号    平成28年 4月 1日
     府中市寿町一丁目１番地３　三ツ
     木寿町ビル１階
     042-335-4388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170138,5226,6 しんわ薬局　けやき通〒183-0056 （後発調１）第293504号    平成29年 8月 1日
     り店 府中市寿町一丁目４番１８号　沢
     井ビル１階
     042-306-8871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170238,5231,6 ココカラファイン薬局〒183-0022 （後発調１）第281083号    平成28年 4月 1日
     府中けやき通り店 府中市宮西町一丁目５番地１　フ
     ラココ第８ビル１階
     042-306-4004  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170338,5233,2 本木薬局　府中店 〒183-0051 （後発調１）第284450号    平成28年 4月 1日
     府中市栄町三丁目１４番１６号
     042-314-1055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170438,5237,3 けやき薬局 〒183-0054 （後発調１）第282778号    平成28年 4月 1日
     府中市幸町二丁目１３番地１０
     042-366-2342  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170538,5238,1 ウエルシア薬局　府中〒183-0011 （後発調１）第286063号    平成28年 4月 1日
     白糸台店 府中市白糸台三丁目３７番地１２
     042-340-3200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170638,5240,7 なでしこ薬局　是政店〒183-0014 （後発調１）第280504号    平成28年 4月 1日
     府中市是政五丁目２番地３１　１
     階
     042-319-1420  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170738,5241,5 ＮＵＸ薬局 〒183-0052 （後発調１）第280391号    平成28年 4月 1日
     府中市新町三丁目１５番地３
     042-310-9845  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 170838,5250,6 日生薬局　府中店 〒183-0011 （後発調１）第287574号    平成29年 1月 1日
     府中市白糸台三丁目４０番地６
     042-319-1371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170938,5252,2 ヤマグチ薬局　府中店〒183-0026 （後発調１）第287571号    平成29年 1月 1日
     府中市南町二丁目３４番地８
     042-365-0081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171038,5253,0 ウエルシア薬局　府中〒183-0055 （後発調１）第296428号    平成30年 3月 1日
     町２丁目店 府中市府中町二丁目９番地５　
     042-358-2172  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171138,5265,4 クリエイト薬局　府中〒183-0042 （後発調１）第296714号    平成30年 3月 1日
     武蔵台店 府中市武蔵台三丁目２３番地４７
     042-329-5075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171239,5020,1 田無本町調剤薬局 〒188-0011 （後発調１）第289462号    平成28年 4月 1日
     西東京市田無町四丁目２５番５号
     　カモシタビル１階
     0424-61-7181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171339,5024,3 芝久保調剤薬局 〒188-0014 （後発調１）第282621号    平成28年 4月 1日
     西東京市芝久保町四丁目１２番４
     ３号
     0424-69-6777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171439,5025,0 稲垣薬局　田無店 〒188-0002 （後発調１）第284990号    平成28年 8月 1日
     西東京市緑町三丁目５番１６号
     0424-65-3800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171539,5031,8 吉岡薬局 〒188-0012 （後発調１）第287242号    平成28年 4月 1日
     西東京市南町一丁目１４番１１号
     0424-61-2712  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171639,5044,1 ひばりファーマシー薬〒188-0001 （後発調１）第283699号    平成28年 6月 1日
     局 西東京市谷戸町一丁目２３番７号
     　ＪＵＮ谷戸ハイツ１階
     0424-38-8535  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171740,5027,4 アイオイ薬局 〒196-0004 （後発調１）第282017号    平成28年 4月 1日
     昭島市緑町一丁目２０番３５号
     0425-43-8846  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171840,5064,7 十字堂薬局 〒196-0034 （後発調１）第283987号    平成28年 7月 1日
     昭島市玉川町四丁目２番２号
     042-541-0407  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 171940,5067,0 調剤薬局ヒラセ 〒196-0015 （後発調１）第285417号    平成28年 4月 1日
     昭島市昭和町四丁目１０番９号
     042-545-5804  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172040,5071,2 平成薬局郷地店 〒196-0032 （後発調１）第282495号    平成28年 4月 1日
     昭島市郷地町二丁目３６番８号　
     植ビル２号室
     042-549-0511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172140,5075,3 クララ薬局　昭島店 〒196-0022 （後発調１）第289741号    平成28年 4月 1日
     昭島市中神町１２６０番地
     042-500-6580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172240,5081,1 シンザワ薬局 〒196-0014 （後発調１）第296720号    平成30年 3月 1日
     昭島市田中町３番地５　公社住宅
     １７－１０８
     042-545-3991  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172340,5082,9 ウェルパーク薬局　西〒196-0033 （後発調１）第283908号    平成28年 6月 1日
     立川店 昭島市東町三丁目５番２２号
     042-549-7783  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172440,5087,8 ザ・ビッグ昭島店薬局〒196-0024 （後発調１）第294506号    平成29年10月 1日
     昭島市宮沢町５００番地１
     042-500-7058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172540,5092,8 なかや薬局　拝島駅前〒196-0003 （後発調１）第282995号    平成28年 5月 1日
     店 昭島市松原町四丁目１２番５号
     042-546-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172640,5096,9 拝島調剤薬局 〒196-0002 （後発調１）第280688号    平成28年 4月 1日
     昭島市拝島町三丁目１番２０号　
     クロノス拝島町Ｓｏｕｔｈ　１階
     Ｂ号室
     042-519-6518  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172740,5104,1 ドラッグセイムス中神〒196-0022 （後発調１）第287879号    平成29年 2月 1日
     駅北口薬局 昭島市中神町１１７４番地９
     042-500-0807  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172840,5106,6 さくら薬局　昭島福島〒196-0031 （後発調１）第295881号    平成30年 1月 1日
     店 昭島市福島町９０８番地１４
     042-543-3340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172940,5107,4 さくら薬局　昭島中神〒196-0022 （後発調１）第293601号    平成29年 8月 1日
     店 昭島市中神町１２６０番地
     042-545-2077  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 173040,5108,2 エール薬局　昭島店 〒196-0004 （後発調１）第296183号    平成30年 2月 1日
     昭島市緑町四丁目１８番１２号　
     高山ビル１階
     042-500-1345  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173140,5112,4 かぶら木薬局 〒196-0031 （後発調１）第281553号    平成28年 4月 1日
     昭島市福島町１０１４番地２４
     042-545-3855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173240,5119,9 ゆらき薬局　昭島店 〒196-0024 （後発調１）第294984号    平成29年11月 1日
     昭島市宮沢町４９５番地３０
     042-519-5425  (042-519-5426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173340,5122,3 ドラッグセイムス　昭〒196-0003 （後発調１）第296221号    平成30年 2月 1日
     島薬局 昭島市松原町二丁目１２番１３号
     042-500-6701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173441,5063,7 ココカラファイン薬局〒184-0004 （後発調１）第287867号    平成29年 2月 1日
     小金井店 小金井市本町一丁目８番１４号　
     サンリーブ小金井１階
     0423-86-2580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173541,5089,2 ホクエイ薬局 〒184-0015 （後発調１）第285118号    平成28年 9月 1日
     小金井市貫井北町二丁目１２番１
     ４号
     042-383-5040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173641,5096,7 稲垣薬局　桜町店 〒184-0005 （後発調１）第284991号    平成28年 8月 1日
     小金井市桜町一丁目８番５号
     042-380-5838  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173741,5104,9 たま調剤薬局　東町店〒184-0011 （後発調１）第284768号    平成28年 4月 1日
     小金井市東町三丁目１１番１８号
     0422-39-5778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173841,5105,6 廣栄調剤薬局 〒184-0011 （後発調１）第281909号    平成28年 4月 1日
     小金井市東町四丁目３３番１８号
     　定建ビル１０１
     042-385-8698  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173941,5121,3 優健堂薬局 〒184-0004 （後発調１）第280575号    平成28年 4月 1日
     小金井市本町一丁目１０番５号
     042-384-5041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 174041,5124,7 アトム薬局 〒184-0003 （後発調１）第289471号    平成28年 4月 1日
     小金井市緑町一丁目６番５３号　
     うさぎビル１階
     042-388-5400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174141,5125,4 いずみ調剤薬局　緑町〒184-0003 （後発調１）第283095号    平成28年 5月 1日
     店 小金井市緑町二丁目２番１号　エ
     スポワール小金井
     042-401-2551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174241,5132,0 みなみ調剤薬局 〒184-0014 （後発調１）第287975号    平成29年 3月 1日
     小金井市貫井南町五丁目２０番１
     ５号
     042-381-7405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174341,5133,8 ミネ調剤薬局　東小金〒184-0011 （後発調１）第295531号    平成30年 1月 1日
     井店 小金井市東町四丁目３７番２７号
     042-401-1852  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174441,5136,1 にじいろ薬局 〒184-0002 （後発調１）第284428号    平成28年 7月 1日
     小金井市梶野町五丁目９番９号
     042-316-3795  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174541,5139,5 さくら薬局　小金井本〒184-0004 （後発調１）第286400号    平成28年11月 1日
     町店 小金井市本町一丁目５番６号　第
     二星野ハイム１階
     042-386-2681  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174641,5143,7 ミドリ薬局 〒184-0003 （後発調１）第283953号    平成28年 7月 1日
     小金井市緑町二丁目１４番２５号
     042-385-5548  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174741,5144,5 本町薬局 〒184-0004 （後発調１）第284297号    平成28年 7月 1日
     小金井市本町一丁目１９番２号
     042-383-3515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174841,5149,4 一般社団法人　小金井〒184-0005 （後発調１）第293316号    平成29年 6月 1日
     市薬剤師会　会営イサ小金井市桜町一丁目８番４号
     ク薬局 042-380-5560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174941,5150,2 おおにし薬局 〒184-0002 （後発調１）第293384号    平成29年 8月 1日
     小金井市梶野町四丁目２０番４号
     0422-55-8998  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175042,5048,6 小島町薬局 〒182-0026 （後発調１）第280804号    平成28年 4月 1日
     調布市小島町三丁目３番地５
     042-481-3901  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 175142,5096,5 ファミリー薬局 〒182-0021 （後発調１）第284437号    平成28年 4月 1日
     調布市調布ケ丘二丁目２７番地７
     0424-81-3689  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175242,5113,8 誠心堂薬局　つつじヶ〒182-0006 （後発調１）第285060号    平成28年 4月 1日
     丘店 調布市西つつじヶ丘二丁目１４番
     地１５　アゼリアハイツ１階
     03-5313-1101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175342,5118,7 トーヨー堂薬局 〒182-0022 （後発調１）第284474号    平成28年 7月 1日
     調布市国領町四丁目８番地１　グ
     ランドール武戸野１階
     0424-41-1150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175442,5129,4 オグリ薬局 〒182-0002 （後発調１）第283687号    平成28年 6月 1日
     調布市仙川町一丁目１２番地１０
     　稲川ビル１階
     03-5313-0881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175542,5131,0 サンドラッグ飛田給薬〒182-0036 （後発調１）第284979号    平成28年 8月 1日
     局 調布市飛田給二丁目１８番地１２
     0424-87-3575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175642,5134,4 すみれ薬局 〒182-0002 （後発調１）第286766号    平成28年 4月 1日
     調布市仙川町一丁目８番地１　サ
     ンモールＴ１階
     03-3307-7708  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175742,5135,1 薬樹薬局　つつじヶ丘〒182-0005 （後発調１）第289091号    平成28年 4月 1日
     調布市東つつじヶ丘一丁目１番地
     ６　ファミールＹＫ１階
     03-3308-7300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175842,5136,9 西調布薬局 〒182-0035 （後発調１）第281812号    平成28年 4月 1日
     調布市上石原二丁目３１番地１
     0424-43-6855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175942,5141,9 あさひ薬局 〒182-0022 （後発調１）第280589号    平成28年 4月 1日
     調布市国領町二丁目１６番地５
     0424-43-8631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176042,5143,5 いなほ薬局 〒182-0006 （後発調１）第283379号    平成28年 4月 1日
     調布市西つつじヶ丘一丁目２番地
     １　エクレールつつじヶ丘１０２
     042-499-6004  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 176142,5166,6 ドリーム薬局 〒182-0024 （後発調１）第283075号    平成28年 5月 1日
     調布市布田一丁目３６番地８　真
     光書店ビル１階
     0424-80-0909  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176242,5171,6 くすの木薬局 〒182-0034 （後発調１）第282123号    平成28年 4月 1日
     調布市下石原二丁目３２番２号
     0424-40-2455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176342,5178,1 たなべ薬局 〒182-0026 （後発調１）第296437号    平成30年 3月 1日
     調布市小島町二丁目４０番地２３
     0424-84-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176442,5185,6 タウン薬局 〒182-0025 （後発調１）第280549号    平成28年 4月 1日
     調布市多摩川五丁目１５番地１　
     昭花園ビル１階
     0424-86-8330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176542,5194,8 昌永堂薬局 〒182-0024 （後発調１）第283819号    平成28年 4月 1日
     調布市布田一丁目２４番地３　時
     崎マンション１階
     042-483-2558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176642,5196,3 ドラッグケイオー駅前〒182-0007 （後発調１）第283757号    平成28年 4月 1日
     薬局 調布市菊野台一丁目１６番地６　
     松林ビル１階
     042-482-3439  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176742,5204,5 クオール薬局調布店 〒182-0026 （後発調１）第287436号    平成29年 1月 1日
     調布市小島町一丁目３５番地１１
     042-426-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176842,5207,8 フラワー・ブロス藍（〒182-0002 （後発調１）第280863号    平成28年 4月 1日
     あい）薬局 調布市仙川町三丁目１番地３　第
     ３丸商ビル１階
     03-3326-8660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176942,5212,8 布田調剤薬局 〒182-0022 （後発調１）第283817号    平成28年 4月 1日
     調布市国領町五丁目４９番２号　
     リバーモガミ１０１
     042-481-5688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177042,5222,7 丘の上薬局　つつじヶ〒182-0005 （後発調１）第287600号    平成29年 2月 1日
     丘店 調布市東つつじケ丘一丁目２番地
     ４　ＯＧビル１階
     03-3308-2068  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 177142,5227,6 クリエイト薬局　調布〒182-0014 （後発調１）第296253号    平成30年 2月 1日
     柴崎店 調布市柴崎二丁目２番地１
     042-490-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177242,5234,2 イケダ薬局　つつじヶ〒182-0006 （後発調１）第284589号    平成28年 4月 1日
     丘店 調布市西つつじケ丘三丁目２７番
     地１６　石井ビル１階
     042-443-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177342,5237,5 ココカラファイン薬局〒182-0002 （後発調１）第292367号    平成29年 6月 1日
     　仙川店 調布市仙川町一丁目１８番地２　
     仙川駅前ビル１階
     03-5314-9815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177442,5238,3 セイジョー薬局　柴崎〒182-0007 （後発調１）第284931号    平成28年 8月 1日
     店 調布市菊野台二丁目２３番地３　
     パールハイツ１階
     0424-84-1290  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177542,5239,1 ココカラファイン薬局〒182-0022 （後発調１）第294476号    平成29年10月 1日
     　国領店 調布市国領町二丁目５番地１５　
     １階
     0424-84-2817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177642,5252,4 さくら薬局　調布店 〒182-0034 （後発調１）第281300号    平成28年 4月 1日
     調布市下石原三丁目４０番地８
     042-481-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177742,5254,0 くすりのケンコ薬局 〒182-0024 （後発調１）第294945号    平成29年11月 1日
     調布市布田三丁目４７番地１４の
     ２　パーク布田１０２
     042-440-3937  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177842,5255,7 アクア薬局　調布セン〒182-0024 （後発調１）第284874号    平成28年 8月 1日
     トラル店 調布市布田四丁目１７番１０号　
     セントラルレジデンス調布３０１
     －３
     042-486-2089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177942,5266,4 ドリーム薬局　国領２〒182-0022 （後発調１）第292846号    平成29年 7月 1日
     号店 調布市国領町七丁目３３番地１
     042-426-7495  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178042,5277,1 いちや薬局　本店 〒182-0035 （後発調１）第295592号    平成29年12月 1日
     調布市上石原二丁目２３番地１８
     042-480-2041  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 178143,5030,2 有限会社　ヒロキ薬局〒187-0024 （後発調１）第293715号    平成29年 8月 1日
     小平市たかの台４３番８号
     0423-41-2319  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178243,5040,1 西町調剤薬局 〒187-0035 （後発調１）第287094号    平成28年12月 1日
     小平市小川西町三丁目８番２１号
     0423-45-0808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178343,5045,0 稲垣薬局　小平店 〒187-0001 （後発調１）第287371号    平成28年 4月 1日
     小平市大沼町四丁目４３番３４号
     0423-44-3103  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178443,5049,2 三洋薬局 〒187-0003 （後発調１）第293548号    平成29年 8月 1日
     小平市花小金井南町一丁目１２番
     １３号
     0424-62-5118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178543,5052,6 かちどき薬局　小平店〒187-0032 （後発調１）第281457号    平成28年 4月 1日
     小平市小川町一丁目４５１番地８
     0423-45-6123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178643,5064,1 上原薬局 〒187-0002 （後発調１）第280761号    平成28年 4月 1日
     小平市花小金井一丁目２番地２１
     0424-64-2052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178743,5079,9 金子調剤薬局 〒187-0021 （後発調１）第291638号    平成29年 5月 1日
     小平市上水南町二丁目７番２号
     0423-22-6300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178843,5086,4 仲町調剤薬局 〒187-0042 （後発調１）第283860号    平成28年 4月 1日
     小平市仲町２４３番地３
     0423-44-8200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178943,5092,2 北斗調剤薬局　小川店〒187-0031 （後発調１）第280542号    平成28年 4月 1日
     小平市小川東町一丁目３０番９号
     　マルメゾン１階
     0423-45-3884  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179043,5098,9 三共薬局　小平店 〒187-0041 （後発調１）第283182号    平成28年 4月 1日
     小平市美園町三丁目３１番１９号
     0423-49-7755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179143,5121,9 かえで薬局 〒187-0035 （後発調１）第285252号    平成28年 9月 1日
     小平市小川西町四丁目１２番８号
     042-348-3411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 179243,5124,3 武蔵野調剤薬局　南町〒187-0003 （後発調１）第286399号    平成28年11月 1日
     店 小平市花小金井南町二丁目１３番
     ８号
     0424-61-8803  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179343,5128,4 みずほ薬局　花小金井〒187-0003 （後発調１）第289749号    平成28年 4月 1日
     店 小平市花小金井南町一丁目１８番
     ２５号　ＮＲ花小金井駅前１階
     0424-51-9317  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179443,5129,2 むさし薬局 〒187-0031 （後発調１）第286554号    平成28年12月 1日
     小平市小川東町四丁目６番１５号
     042-345-0689  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179543,5136,7 上原薬局　二丁目店 〒187-0002 （後発調１）第280758号    平成28年 4月 1日
     小平市花小金井二丁目２番地１１
     0424-64-3388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179643,5139,1 ウェルパーク薬局　小〒187-0013 （後発調１）第280154号    平成28年 4月 1日
     平回田店 小平市回田町１００番地１
     042-329-8266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179743,5143,3 グリーンロード薬局 〒187-0003 （後発調１）第292375号    平成29年 6月 1日
     小平市花小金井南町一丁目２６番
     ６号
     0424-60-0200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179843,5149,0 清和調剤薬局　花小金〒187-0003 （後発調１）第291256号    平成29年 5月 1日
     井店 小平市花小金井南町二丁目２１番
     ６号
     042-469-8705  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179943,5151,6 花小金井グリーン薬局〒187-0002 （後発調１）第285475号    平成28年 9月 1日
     小平市花小金井一丁目９番地２　
     エスパシオ店舗１０１号
     042-468-6697  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180043,5158,1 ドラッグフォーユー調〒187-0041 （後発調１）第284148号    平成28年 4月 1日
     剤薬局　小平店 小平市美園町一丁目１５号２番　
     プレミール小山１階
     042-345-9911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180143,5160,7 さくら薬局　小平萩山〒187-0031 （後発調１）第295433号    平成29年12月 1日
     店 小平市小川東町四丁目６番１２号
     042-349-1510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 180243,5161,5 中川薬局　小平店 〒187-0032 （後発調１）第295040号    平成29年11月 1日
     小平市小川町一丁目７６６番地
     042-349-0721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180343,5173,0 エース薬局 〒187-0032 （後発調１）第292253号    平成29年 6月 1日
     小平市小川町二丁目１９７５番地
     １４
     042-313-2581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180443,5178,9 ゆらき薬局　小川店 〒187-0035 （後発調１）第286204号    平成28年11月 1日
     小平市小川西町三丁目１０番４号
     　小野ビル１階
     042-313-6193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180543,5185,4 あんず調剤薬局 〒187-0043 （後発調１）第288541号    平成28年 4月 1日
     小平市学園東町三丁目２番１６号
     　メゾンエミリ一ッ橋１階
     042-346-8220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180643,5188,8 薬局学園ファーマシー〒187-0045 （後発調１）第287530号    平成28年 4月 1日
     小平市学園西町二丁目１８番４号
     042-345-9000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180743,5192,0 アイセイ薬局　小平店〒187-0044 （後発調１）第286776号    平成28年10月 1日
     小平市喜平町一丁目７番１７号
     042-320-4004  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180843,5194,6 村野調剤薬局　本店 〒187-0041 （後発調１）第292527号    平成29年 6月 1日
     小平市美園町一丁目７番１９号　
     中丸ビル１階１０３号
     042-313-5143  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180943,5196,1 ハックドラッグ　小平〒187-0022 （後発調１）第295195号    平成29年12月 1日
     上水薬局 小平市上水本町三丁目５番３号
     042-359-3189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181043,5198,7 小平薬局 〒187-0041 （後発調１）第291259号    平成29年 3月 1日
     小平市美園町一丁目６番１号
     042-341-6204  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181143,5202,7 ドラッグフォーユー調〒187-0045 （後発調１）第295117号    平成29年12月 1日
     剤薬局　一橋学園店 小平市学園西町一丁目２１番１５
     号　アガペー一橋学園１階
     042-313-6289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 181243,5204,3 ドラッグセイムス　小〒187-0004 （後発調１）第295495号    平成29年12月 1日
     平天神薬局 小平市天神町四丁目３５番地７
     042-349-0381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181343,5208,4 かえで薬局　花小金井〒187-0002 （後発調１）第295571号    平成29年12月 1日
     店 小平市花小金井五丁目３７番３０
     号
     042-497-4205  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181444,5011,0 マスイ薬局 〒197-0003 （後発調１）第284813号    平成28年 8月 1日
     福生市熊川１３９番地　店舗１０
     号
     0425-51-0596  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181544,5039,1 スマイル薬局　福生店〒197-0012 （後発調１）第296345号    平成30年 2月 1日
     福生市加美平一丁目６番地１１
     0425-30-7270  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181644,5040,9 中村薬局 〒197-0023 （後発調１）第287466号    平成28年 4月 1日
     福生市志茂２２１番地１
     0425-53-9638  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181744,5043,3 田辺薬局 〒197-0012 （後発調１）第289821号    平成28年 4月 1日
     福生市加美平三丁目３９番地２
     042-553-5671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181844,5050,8 すみれ薬局 〒197-0011 （後発調１）第283897号    平成28年 6月 1日
     福生市福生１９８２番地
     042-553-6152  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181944,5076,3 恵誠堂薬局 〒197-0004 （後発調１）第280432号    平成28年 4月 1日
     福生市南田園二丁目１５番２号
     042-569-7080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182044,5079,7 福生加美平調剤薬局 〒197-0012 （後発調１）第286489号    平成28年12月 1日
     福生市加美平一丁目６番１８号　
     マーサビル１階
     042-553-8033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182144,5089,6 東福生薬局 〒197-0013 （後発調１）第289946号    平成28年 4月 1日
     福生市武蔵野台一丁目１番地７　
     センチュリー武蔵野台１階
     042-553-7563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182244,5094,6 セイムス南田園調剤薬〒197-0004 （後発調１）第294227号    平成29年 9月 1日
     局 福生市南田園一丁目５番地２
     042-539-1281  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 182344,5099,5 アイセイ薬局　福生店〒197-0011 （後発調１）第286373号    平成28年11月 1日
     福生市福生９９２番地２　第１Ｎ
     Ｔビル１階
     042-539-3068  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182444,5101,9 ドラッグセイムス　牛〒197-0024 （後発調１）第291410号    平成29年 2月11日
     浜薬局 福生市牛浜１０９番地
     042-551-3800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182544,5104,3 アイセイ薬局　福生駅〒197-0011 （後発調１）第295956号    平成30年 1月 1日
     前通り店 福生市福生１０４６番地　岸ビル
     １０１号
     042-539-1598  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182645,5039,8 サンヨー堂薬局 〒201-0005 （後発調１）第282503号    平成28年 4月 1日
     狛江市岩戸南一丁目３番１６号
     03-3489-9773  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182745,5046,3 狛江和泉薬局 〒201-0003 （後発調１）第285907号    平成28年10月 1日
     狛江市和泉本町一丁目２番１２号
     　宮川マンション１階
     03-5438-2481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182845,5051,3 平安堂薬局　西野川店〒201-0001 （後発調１）第295549号    平成30年 1月 1日
     狛江市西野川一丁目１５番５号
     03-3488-1786  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182945,5058,8 たから薬局　狛江店 〒201-0003 （後発調１）第296770号    平成30年 3月 1日
     狛江市和泉本町四丁目１０番２号
     03-5497-7841  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183045,5063,8 たから薬局　中和泉店〒201-0012 （後発調１）第282347号    平成28年 4月 1日
     狛江市中和泉五丁目３３番３５号
     　ジュンハイム１階
     042-344-8121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183145,5076,0 薬局トモズ　狛江店 〒201-0013 （後発調１）第292376号    平成29年 6月 1日
     狛江市元和泉一丁目４番４号　フ
     ォンターナ狛江１階
     03-5761-5180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183245,5080,2 クオール薬局狛江店 〒201-0012 （後発調１）第287573号    平成29年 1月 1日
     狛江市中和泉一丁目１番１号　狛
     江ＹＳビル１・２階
     03-3430-3531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 183345,5081,0 クオール薬局狛江２号〒201-0014 （後発調１）第293063号    平成29年 7月 1日
     店 狛江市東和泉一丁目１８番１号
     03-5761-2218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183445,5084,4 クスリのナカヤマ薬局〒201-0014 （後発調１）第283791号    平成28年 6月 1日
     　和泉多摩川店 狛江市東和泉三丁目８番１号　江
     戸屋ビル１階
     03-5761-2249  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183545,5088,5 しんわ薬局　一の橋店〒201-0004 （後発調１）第289127号    平成29年 4月 1日
     狛江市岩戸北三丁目１４番２１号
     　１０４
     03-5761-5755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183645,5093,5 アイン薬局　狛江店 〒201-0012 （後発調１）第285600号    平成28年 4月 1日
     狛江市中和泉五丁目３１番７号
     03-5497-7550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183745,5095,0 スギ薬局　狛江店 〒201-0003 （後発調１）第295509号    平成29年12月 1日
     狛江市和泉本町三丁目３１番１１
     号
     03-5761-5931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183846,5028,9 中央薬局 〒207-0014 （後発調１）第289482号    平成28年 4月 1日
     東大和市南街一丁目１２番２５号
     042-516-8049  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183946,5031,3 清水薬局 〒207-0014 （後発調１）第293394号    平成29年 8月 1日
     東大和市南街五丁目１番１３号
     0425-61-3048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184046,5036,2 マイ薬局 〒207-0015 （後発調１）第285984号    平成28年11月 1日
     東大和市中央四丁目１０３９番地
     ２６
     0425-62-7676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184146,5049,5 ぞうしき薬局 〒207-0032 （後発調１）第283072号    平成28年 5月 1日
     東大和市蔵敷一丁目４３１番地
     042-590-2411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184246,5056,0 エース薬局 〒207-0023 （後発調１）第285913号    平成28年10月 1日
     東大和市上北台一丁目２番地１４
     042-590-5821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 184346,5066,9 薬局アンドレ 〒207-0013 （後発調１）第287902号    平成29年 2月 1日
     東大和市向原六丁目１２０１番地
     １７　東大和メディカル１階
     042-563-3808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184446,5077,6 ふたば薬局 〒207-0033 （後発調１）第291911号    平成29年 4月 1日
     東大和市芋窪三丁目１６３１番地
     ３
     042-562-4641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184547,5039,4 元気堂清瀬梅園薬局 〒204-0024 （後発調１）第285946号    平成28年 4月 1日
     清瀬市梅園三丁目２番１号
     0424-95-7797  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184647,5043,6 カイセイ調剤薬局　清〒204-0022 （後発調１）第290378号    平成29年 4月 1日
     瀬店 清瀬市松山一丁目５番５号
     0424-95-0065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184747,5044,4 ココカラファイン薬局〒204-0022 （後発調１）第293649号    平成29年 8月 1日
     清瀬店 清瀬市松山一丁目１０番１号
     0424-96-7116  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184847,5045,1 ひらの薬局　旭ヶ丘店〒204-0002 （後発調１）第285214号    平成28年 9月 1日
     清瀬市旭が丘二丁目５番７号　１
     ０２号室
     0424-94-6455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184947,5053,5 アビック薬局　清瀬の〒204-0023 （後発調１）第294927号    平成29年11月 1日
     森店 清瀬市竹丘一丁目１７番４６号
     0424-96-7410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185047,5062,6 ケンコー堂薬局 〒204-0004 （後発調１）第288508号    平成28年 4月 1日
     清瀬市野塩一丁目３２８番地２４
     042-493-6776  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185147,5064,2 東邦薬局　清瀬店 〒204-0022 （後発調１）第286175号    平成28年11月 1日
     清瀬市松山一丁目４番１９号　第
     ２清瀬プラザビル４階
     042-444-8765  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185247,5077,4 アビック薬局　清瀬元〒204-0021 （後発調１）第292558号    平成29年 6月 1日
     町店 清瀬市元町一丁目４番２６号　清
     瀬パークホームズ１階１０１
     042-497-9670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 185347,5080,8 まごころ薬局 〒204-0021 （後発調１）第281261号    平成28年 4月 1日
     清瀬市元町一丁目８番２９号
     042-497-2578  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185447,5087,3 大幸堂薬局 〒204-0021 （後発調１）第291346号    平成29年 3月 1日
     清瀬市元町一丁目４番１５号　清
     瀬薬局ビル１０２
     042-496-2251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185547,5088,1 ファーマライズ薬局　〒204-0021 （後発調１）第291428号    平成29年 3月 1日
     西友清瀬店 清瀬市元町一丁目４番５号　西友
     清瀬店１階
     042-496-7421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185647,5089,9 いるか元町薬局 〒204-0021 （後発調１）第295027号    平成29年11月 1日
     清瀬市元町一丁目１番１４号　プ
     ランドールＪ　１階
     042-497-7521  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185748,5010,3 有限会社　三共薬品　〒203-0033 （後発調１）第283424号    平成28年 4月 1日
     三共薬局 東久留米市滝山四丁目１３番１２
     号
     0424-71-6070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185848,5015,2 さかえ薬局　５小通り〒203-0023 （後発調１）第282158号    平成28年 4月 1日
     店 東久留米市南沢四丁目３番４号
     0424-67-9132  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185948,5024,4 カイセイ調剤薬局 〒203-0014 （後発調１）第296312号    平成30年 2月 1日
     東久留米市東本町３番１９号　マ
     ルゴビル１階
     0424-72-3916  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186048,5038,4 カイセイ西口調剤薬局〒203-0053 （後発調１）第281718号    平成28年 4月 1日
     東久留米市本町一丁目１番２６号
     0424-77-8320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186148,5042,6 田辺薬局 〒203-0033 （後発調１）第285036号    平成28年 8月 1日
     東久留米市滝山四丁目１番２０号
     　滝山センタービル１階
     0424-76-2031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186248,5052,5 さいわい薬局 〒203-0014 （後発調１）第281593号    平成28年 4月 1日
     東久留米市東本町７番１５号
     0424-74-3181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 186348,5059,0 おざき薬局　本町店 〒203-0053 （後発調１）第285197号    平成28年 4月 1日
     東久留米市本町一丁目３番２０号
     　ヤマサビル１階
     0424-71-8141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186448,5065,7 アビック薬局　本町店〒203-0053 （後発調１）第285912号    平成28年10月 1日
     東久留米市本町三丁目１番１号　
     マロニエヒルズ１階
     0424-72-2233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186548,5068,1 田辺薬局　南沢店 〒203-0023 （後発調１）第283420号    平成28年 4月 1日
     東久留米市南沢五丁目１８番５０
     号
     0424-51-9007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186648,5074,9 しらさぎ薬局　東久留〒203-0003 （後発調１）第281419号    平成28年 4月 1日
     米店 東久留米市金山町一丁目７番６号
     　東久ビル１階
     0424-73-4465  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186748,5075,6 マスダ薬局 〒203-0053 （後発調１）第281801号    平成28年 4月 1日
     東久留米市本町一丁目４番３７号
     　シティーハウス東久留米１階
     0424-71-8123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186848,5086,3 ハッピィ調剤薬局　東〒203-0013 （後発調１）第284228号    平成28年 4月 1日
     くるめ店 東久留米市新川町一丁目９番２４
     号　ガーデンコート１階
     042-479-1107  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186948,5099,6 明治薬科大学附属薬局〒203-0053 （後発調１）第283354号    平成28年 6月 1日
     東久留米市本町一丁目３番６号　
     ＧｌａｎｚＢｌｄｇ１階
     042-420-9631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187048,5103,6 みどり薬局 〒203-0043 （後発調１）第285056号    平成28年 8月 1日
     東久留米市下里七丁目６番２３号
     042-420-5950  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187148,5109,3 サンドラッグ東久留米〒203-0042 （後発調１）第295752号    平成30年 1月 1日
     八幡町薬局 東久留米市八幡町一丁目９番２８
     号
     042-470-3181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187249,5011,9 みつぎ調剤薬局 〒208-0032 （後発調１）第283273号    平成28年 5月 1日
     武蔵村山市三ツ木三丁目４２番地
     0425-69-0338  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 187349,5026,7 みどり薬局 〒208-0022 （後発調１）第282774号    平成28年 4月 1日
     武蔵村山市榎二丁目８４番地の６
     042-590-7622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187449,5033,3 こぐま薬局　大南店 〒208-0013 （後発調１）第281585号    平成28年 4月 1日
     武蔵村山市大南二丁目４５番地５
     　サンライズ鈴忠１階
     042-564-5132  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187549,5034,1 ウェルパーク薬局　む〒208-0011 （後発調１）第280155号    平成28年 4月 1日
     さし村山店 武蔵村山市学園三丁目４３番地２
     042-562-0013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187649,5035,8 学園通り調剤薬局 〒208-0011 （後発調１）第293415号    平成29年 8月 1日
     武蔵村山市学園三丁目５０番地５
     042-565-4012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187749,5039,0 武蔵村山調剤薬局 〒208-0022 （後発調１）第284556号    平成28年 7月 1日
     武蔵村山市榎二丁目５４番地１
     042-566-8878  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187849,5046,5 イオン薬局　むさし村〒208-0022 （後発調１）第282330号    平成28年 4月 1日
     山店 武蔵村山市榎一丁目１番地３　イ
     オンモールむさし村山１階
     042-566-6342  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187949,5048,1 株式会社　しらつち薬〒208-0013 （後発調１）第282485号    平成28年 4月 1日
     局 武蔵村山市大南三丁目５３番地１
     ３
     042-516-9909  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188049,5059,8 ドラッグセイムス　残〒208-0034 （後発調１）第291482号    平成29年 2月13日
     堀薬局 武蔵村山市残堀五丁目１５５番地
     １
     042-531-6851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188150,5013,3 みゆき薬局 〒206-0031 （後発調１）第284137号    平成28年 4月 1日
     多摩市豊ヶ丘四丁目１０番地８
     0423-76-1314  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188250,5022,4 多摩センター調剤薬局〒206-0034 （後発調１）第280656号    平成28年 4月 1日
     多摩市鶴牧一丁目２４番地１　新
     都市センタービル３階
     0423-73-0517  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 188350,5058,8 丘の上薬局　聖蹟桜ヶ〒206-0011 （後発調１）第283762号    平成28年 4月 1日
     丘店 多摩市関戸四丁目７２番地　聖蹟
     桜ヶ丘ＯＰＡ店１階
     042-356-3222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188450,5066,1 なのはな薬局 〒206-0025 （後発調１）第280742号    平成28年 4月 1日
     多摩市永山一丁目７番地１０
     042-311-1761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188550,5067,9 しんわ薬局　永山店 〒206-0025 （後発調１）第294201号    平成29年 9月 1日
     多摩市永山六丁目８番地２　シャ
     イン北島１－１０６号
     042-355-5388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188650,5077,8 コサカ薬局　多摩セン〒206-0033 （後発調１）第284911号    平成28年 4月 1日
     ター駅前店 多摩市落合一丁目１１番地２
     042-373-5552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188750,5082,8 北野調剤薬局　桜ヶ丘〒206-0011 （後発調１）第283650号    平成28年 6月 1日
     店 多摩市関戸二丁目３２番５号
     042-375-3332  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188850,5085,1 しんわ薬局　落川店 〒206-0015 （後発調１）第289380号    平成28年 4月 1日
     多摩市落川１３３２番地
     042-316-5595  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188950,5086,9 ドラッグセイムス多摩〒206-0033 （後発調１）第280141号    平成28年 4月 1日
     落合薬局 多摩市落合六丁目１５番地４　第
     五椎の木ビル
     042-374-4682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189050,5087,7 ウラン薬局 〒206-0033 （後発調１）第294686号    平成29年 9月 1日
     多摩市落合１番地３８　マグレブ
     パーキングビル
     042-355-8551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189150,5089,3 マリン薬局 〒206-0035 （後発調１）第284673号    平成28年 4月 1日
     多摩市唐木田一丁目１番７号　プ
     ラザ唐木田１階
     042-357-5189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189250,5092,7 丘の上薬局　多摩セン〒206-0033 （後発調１）第283766号    平成28年 4月 1日
     ター店 多摩市落合一丁目３２番１号　多
     摩センターペペリビル４０３号
     042-356-0130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 189350,5105,7 パンダ薬局　多摩セン〒206-0033 （後発調１）第294763号    平成29年11月 1日
     ター店 多摩市落合一丁目９番地３　セゾ
     ン・ド・大貫１階０１Ａ
     042-339-5820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189450,5108,1 あさひ薬局　唐木田店〒206-0035 （後発調１）第287154号    平成28年 4月 1日
     多摩市唐木田一丁目５３番９号　
     唐木田センタービル１階
     042-337-8689  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189550,5111,5 さくらヶ丘薬局 〒206-0011 （後発調１）第286674号    平成28年 4月 1日
     多摩市関戸二丁目３９番地２　エ
     トワールビル１０２
     042-374-0965  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189650,5117,2 サンリ薬局　多摩店 〒206-0021 （後発調１）第289126号    平成29年 4月 1日
     多摩市連光寺二丁目１９番地８
     042-339-4800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189750,5118,0 サンリ薬局みゆき橋店〒206-0021 （後発調１）第287331号    平成29年 1月 1日
     多摩市連光寺一丁目８番６号
     042-400-1201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189850,5119,8 多摩センターやまざく〒206-0034 （後発調１）第283726号    平成28年 4月 1日
     ら薬局 多摩市鶴牧一丁目２２番２号
     042-339-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189950,5120,6 ノムラ薬局　桜ヶ丘店〒206-0011 （後発調１）第285249号    平成28年 9月 1日
     多摩市関戸一丁目１１番３号
     042-400-5438  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190050,5123,0 おばた薬局　落合団地〒206-0033 （後発調１）第285914号    平成28年10月 1日
     店 多摩市落合四丁目８番地　１号棟
     １０４号室
     042-338-5900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190150,5124,8 アイセイ薬局　多摩セ〒206-0033 （後発調１）第286660号    平成28年10月 1日
     ンター店 多摩市落合１番地３５　ライオン
     ズプラザ多摩センター２階
     042-355-8233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190251,5014,9 薬局コスモ 〒206-0801 （後発調１）第294216号    平成29年 9月 1日
     稲城市大丸６３０番地６号棟１０
     ４号
     0423-78-4714  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    190

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 190351,5022,2 多摩調剤薬局　稲城店〒206-0801 （後発調１）第283657号    平成28年 6月 1日
     稲城市大丸１１５６番地１
     0423-78-6521  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190451,5025,5 丘の上薬局 〒206-0802 （後発調１）第284703号    平成28年 8月 1日
     稲城市東長沼３１０６番地３　オ
     ークプラザ１階
     0423-78-3388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190551,5047,9 マスキ薬局 〒206-0812 （後発調１）第284054号    平成28年 4月 1日
     稲城市矢野口２９３番地１５
     042-377-6025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190651,5048,7 市役所通り薬局 〒206-0812 （後発調１）第286844号    平成28年 4月 1日
     稲城市矢野口１５４１番地
     042-377-9599  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190751,5051,1 徳永薬局　向陽台店 〒206-0803 （後発調１）第284499号    平成28年 7月 1日
     稲城市向陽台三丁目５番地４
     042-370-7255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190851,5054,5 ゆずりは薬局 〒206-0802 （後発調１）第283024号    平成28年 5月 1日
     稲城市東長沼４５０番地３
     042-370-5057  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190951,5055,2 矢野口薬局 〒206-0812 （後発調１）第286909号    平成28年12月 1日
     稲城市矢野口１７２２番地
     042-377-6343  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191051,5057,8 南多摩調剤薬局 〒206-0801 （後発調１）第286880号    平成28年 4月 1日
     稲城市大丸１１７番地２
     042-379-4382  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191151,5058,6 かしの木薬局 〒206-0802 （後発調１）第287296号    平成29年 1月 1日
     稲城市東長沼３１０６番地１　ベ
     ェルヴェル稲城１階
     042-370-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191251,5061,0 さくら薬局　稲城平尾〒206-0823 （後発調１）第287018号    平成28年 4月 1日
     店 稲城市平尾一丁目４９番６号　山
     王ビル１０３
     042-331-2796  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191351,5064,4 矢野口薬局　駅前通り〒206-0812 （後発調１）第287250号    平成29年 1月 1日
     店 稲城市矢野口７０９番１　エリー
     ゼ矢野口１階
     042-377-9393  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    191

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 191451,5065,1 上原薬局 〒206-0802 （後発調１）第282650号    平成28年 4月 1日
     稲城市東長沼５３２番地ジョイビ
     ル１階
     042-378-1360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191551,5071,9 ウエルシア薬局　稲城〒206-0824 （後発調１）第291396号    平成29年 4月 1日
     若葉台アクロスプラザ稲城市若葉台一丁目５５番地
     店 042-350-6602  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191652,5016,2 回春堂薬局　あきる野〒197-0827 （後発調１）第283300号    平成28年 6月 1日
     店 あきる野市油平９７番地
     0425-50-1710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191752,5028,7 かなり薬局 〒197-0814 （後発調１）第280485号    平成28年 4月 1日
     あきる野市二宮字森腰１１５３番
     地１
     0425-50-3371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191852,5036,0 東京堂栄光薬局　引田〒197-0834 （後発調１）第282736号    平成28年 4月 1日
     店 あきる野市引田字楓ヶ原５５１番
     地７
     0425-59-3079  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191952,5037,8 さつき薬局　秋川店 〒197-0804 （後発調１）第294284号    平成29年10月 1日
     あきる野市秋川六丁目２番地５
     0425-58-8416  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192052,5057,6 丘の上薬局 〒197-0828 （後発調１）第281667号    平成28年 4月 1日
     あきる野市秋留一丁目１番９号
     042-558-4448  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192152,5060,0 多摩調剤薬局 〒197-0834 （後発調１）第286893号    平成28年12月 1日
     あきる野市引田７１番地１１
     042-550-3682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192252,5073,3 秋川薬局 〒197-0804 （後発調１）第286631号    平成28年10月 1日
     あきる野市秋川三丁目６番８号
     042-559-9511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192352,5077,4 あきる野ルピア薬局 〒197-0804 （後発調１）第287598号    平成29年 2月 1日
     あきる野市秋川一丁目８番　あき
     る野ルピア１階
     042-550-6166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192453,5025,1 岩浪薬局　羽村店 〒205-0003 （後発調１）第283755号    平成28年 6月 1日
     羽村市緑ヶ丘五丁目８番２１号
     042-555-8085  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    192

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 192553,5026,9 ミヤキ薬局　五ノ神店〒205-0011 （後発調１）第286731号    平成28年 4月 1日
     羽村市五ノ神四丁目１５番地１１
     042-579-2510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192653,5042,6 ゆず薬局 〒205-0011 （後発調１）第281565号    平成28年 4月 1日
     羽村市五ノ神一丁目４番地４
     042-555-7455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192753,5045,9 薬局アーネスト羽村店〒205-0023 （後発調１）第281975号    平成28年 4月 1日
     羽村市神明台三丁目５番２１号
     042-570-7281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192853,5048,3 バイゴー薬局　小作駅〒205-0001 （後発調１）第286471号    平成28年11月 1日
     西口店 羽村市小作台五丁目９番１０号
     042-570-1431  (042-570-1432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192953,5050,9 グリーン薬局　神明台〒205-0023 （後発調１）第280156号    平成28年 4月 1日
     羽村市神明台一丁目３５番地６
     042-555-1656  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193053,5057,4 アイセイ薬局　羽村店〒205-0011 （後発調１）第287575号    平成29年 1月 1日
     羽村市五ノ神一丁目２番地２
     042-570-1516  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193154,5004,4 西東京グリーン薬局 〒188-0011 （後発調１）第286474号    平成28年11月 1日
     西東京市田無町三丁目１番１６号
     0424-69-0553  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193254,5011,9 ウェルパーク薬局　田〒188-0014 （後発調１）第285408号    平成28年 9月 1日
     無芝久保店 西東京市芝久保町一丁目４番２号
     0424-60-9131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193354,5013,5 フラワー薬局 〒202-0011 （後発調１）第294500号    平成29年10月 1日
     西東京市泉町一丁目１１番１４号
     　上宿ビル１０８
     0424-51-6080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193454,5014,3 クララ薬局 〒188-0012 （後発調１）第284387号    平成28年 4月 1日
     西東京市南町三丁目１９番３２号
     0424-62-0848  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193554,5016,8 エコ薬局 〒202-0023 （後発調１）第288527号    平成28年 4月 1日
     西東京市新町一丁目１４番９号
     0422-52-3658  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    193

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 193654,5024,2 ひばり薬局 〒202-0001 （後発調１）第286142号    平成28年 4月 1日
     西東京市ひばりが丘二丁目１１番
     ２９号
     0424-21-4103  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193754,5027,5 南町調剤薬局 〒188-0012 （後発調１）第289454号    平成28年 4月 1日
     西東京市南町三丁目２５番４号　
     アベニュート１階
     0424-51-5557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193854,5032,5 石井薬局 〒202-0004 （後発調１）第296500号    平成30年 3月 1日
     西東京市下保谷四丁目１２番２２
     号
     0424-22-3749  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193954,5033,3 アビック薬局　保谷店〒202-0004 （後発調１）第283743号    平成28年 6月 1日
     西東京市下保谷四丁目１３番２３
     号
     0424-23-5757  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194054,5035,8 つどい薬局 〒202-0014 （後発調１）第282893号    平成28年 4月 1日
     西東京市富士町四丁目１８番１２
     号　鳥丸ビル１階
     0424-51-8528  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194154,5041,6 ハッピィ調剤薬局　ひ〒188-0001 （後発調１）第283521号    平成28年 6月 1日
     ばりヶ丘店 西東京市谷戸町三丁目２６番２号
     　西村ビル１階
     042-439-5960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194254,5043,2 にしはら薬局 〒188-0004 （後発調１）第288103号    平成29年 3月 1日
     西東京市西原町五丁目１番８号　
     西原クリニックビル１階
     042-451-8077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194354,5046,5 カイセイ調剤薬局　ひ〒188-0001 （後発調１）第281702号    平成28年 4月 1日
     ばりが丘店 西東京市谷戸町一丁目２３番７号
     042-425-4803  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194454,5047,3 田無調剤薬局 〒188-0002 （後発調１）第280462号    平成28年 4月 1日
     西東京市緑町三丁目６番２号
     0424-64-8484  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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１　薬局］ 平成30年 3月29日    194

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 194554,5052,3 あけぼの薬局　ひばり〒202-0005 （後発調１）第283644号    平成28年 6月 1日
     ヶ丘店 西東京市住吉町三丁目１０番２５
     号　ＨＩＢＡＲＩ　ＴＯＷＥＲ　
     店舗Ｅ
     042-438-6360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194654,5066,3 くすりのダイイチ薬局〒202-0012 （後発調１）第280845号    平成28年 4月 1日
     　ソレイユ保谷店 西東京市東町三丁目１３番１９号
     　１－Ａ
     042-422-1482  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194754,5077,0 コクミン薬局　田無店〒188-0011 （後発調１）第288147号    平成29年 3月 1日
     西東京市田無町二丁目１番１号　
     アスタ専門店内１階
     042-460-2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194854,5079,6 みちる薬局　ひばり店〒188-0001 （後発調１）第283110号    平成28年 5月 1日
     西東京市谷戸町三丁目２７番２４
     号　ひばりが丘プラザ１０６号室
     042-439-8355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194954,5080,4 よつば調剤薬局 〒202-0002 （後発調１）第288931号    平成29年 4月 1日
     西東京市ひばりが丘北三丁目６番
     ２号
     042-423-3383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195054,5088,7 くすりのダイイチ薬局〒202-0012 （後発調１）第287258号    平成29年 1月 1日
     　在宅センター店 西東京市東町三丁目９番６号　第
     ２東町ハイツ１階
     042-439-6121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195154,5093,7 薬局ここ楽　ひばりヶ〒188-0001 （後発調１）第284633号    平成28年 4月 1日
     丘店 西東京市谷戸町二丁目１３番１号
     　Ｔ－ｒｉｓｅ１階
     042-438-1020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195254,5096,0 ハックドラッグ　田無〒188-0011 （後発調１）第286103号    平成28年 9月 1日
     駅前薬局 西東京市田無町四丁目２番１１号
     　指田ビル１階
     0424-51-5796  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195354,5102,6 ひばり北口薬局 〒202-0002 （後発調１）第293422号    平成29年 8月 1日
     西東京市ひばりが丘北三丁目３番
     ２０号
     042-438-4480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    195

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 195454,5104,2 薬局マツモトキヨシ　〒202-0004 （後発調１）第295046号    平成29年 9月19日
     保谷北口駅前店 西東京市下保谷四丁目１３番２４
     号
     042-421-6821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195554,5105,9 あけぼの薬局　ひばり〒188-0001 （後発調１）第296620号    平成30年 3月 1日
     が丘南店 西東京市谷戸町二丁目１番４１号
     　ひばりが丘南メディカルスクエ
     ア１階
     042-452-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195655,5002,5 しらゆり薬局 〒156-0043 （後発調１）第285709号    平成28年10月 1日
     世田谷区松原二丁目３１番１２号
     03-3327-8611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195755,5005,8 日本調剤　尾山台南口〒158-0086 （後発調１）第292599号    平成29年 6月 1日
     薬局 世田谷区尾山台三丁目３４番５号
     　フォレシティ尾山台１階
     03-5752-1230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195855,5007,4 サクラ咲く薬局 〒154-0015 （後発調１）第285809号    平成28年10月 1日
     世田谷区桜新町二丁目２７番２号
     　コーポラスタナカ１０１
     03-6413-1533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195955,5009,0 クオール薬局　松原店〒156-0043 （後発調１）第284921号    平成28年 8月 1日
     世田谷区松原三丁目２７番２３号
     　マートルコート松原１階
     03-3324-8981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196055,5011,6 そうごう薬局　二子玉〒158-0094 （後発調１）第295545号    平成30年 1月 1日
     川店 世田谷区玉川三丁目１５番１号１
     階
     03-3708-7381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196155,5015,7 ファーコス薬局　こも〒156-0056 （後発調１）第282203号    平成28年 4月 1日
     れび 世田谷区八幡山三丁目３２番２３
     号
     03-5316-2077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196255,5016,5 クオール薬局　梅ヶ丘〒154-0022 （後発調１）第282144号    平成28年 4月 1日
     店 世田谷区梅丘一丁目２４番１２号
     　ピュアライン第７ビル１階
     03-5450-7589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    196

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 196355,5027,2 粕谷薬局 〒157-0063 （後発調１）第287151号    平成28年12月 1日
     世田谷区粕谷四丁目１９番８号　
     パレスハイツ千歳烏山１０７号
     03-3305-2338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196455,5035,5 クローバー薬局　明大〒156-0043 （後発調１）第292722号    平成29年 7月 1日
     前店 世田谷区松原一丁目３８番２８号
     03-6379-0613  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196555,5040,5 クオール薬局　八幡山〒156-0056 （後発調１）第286278号    平成28年11月 1日
     店 世田谷区八幡山三丁目３４番２号
     　リーベ２１　１階
     03-3329-9584  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196655,5041,3 ＳＯＳＡいとう薬局　〒158-0093 （後発調１）第290357号    平成29年 4月 1日
     上野毛店 世田谷区上野毛三丁目１３番９号
     　Ｊビル１階
     03-6432-2461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196755,5042,1 ナチュラルローソンク〒154-0016 （後発調１）第284923号    平成28年 8月 1日
     オール薬局　世田谷弦世田谷区弦巻三丁目４番１１号
     巻三丁目店 03-5426-0089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196855,5048,8 日本調剤　成城学園前〒157-0066 （後発調１）第282540号    平成28年 4月 1日
     薬局 世田谷区成城六丁目９番１号　五
     和ビル１階
     03-5429-7620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196955,5053,8 田辺薬局　三軒茶屋店〒154-0004 （後発調１）第281418号    平成28年 4月 1日
     世田谷区太子堂四丁目２３番１２
     号　井上ビル２階
     03-5779-8568  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197055,5056,1 ココカラファイン薬局〒157-0073 （後発調１）第281041号    平成28年 4月 1日
     砧店 世田谷区砧六丁目３０番１号　野
     原ビル１階
     03-5727-3099  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197155,5060,3 ココカラファイン薬局〒154-0014 （後発調１）第281237号    平成28年 4月 1日
     桜新町店 世田谷区新町三丁目２１番１号　
     さくらウェルガーデン１階
     03-3420-6019  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197255,5063,7 ココカラファイン薬局〒157-0067 （後発調１）第284266号    平成28年 7月 1日
     喜多見北口店 世田谷区喜多見九丁目２番１４号
     03-5497-7055  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    197

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 197355,5064,5 ココカラファイン薬局〒154-0012 （後発調１）第281245号    平成28年 4月 1日
     駒沢大学駅前店 世田谷区駒沢一丁目３番１６号　
     １階
     03-6225-0332  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197455,5065,2 ココカラファイン薬局〒154-0004 （後発調１）第281025号    平成28年 4月 1日
     茶沢通り店 世田谷区太子堂二丁目１６番７号
     　世田谷東海ビル１階
     03-3487-2886  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197555,5067,8 ココカラファイン薬局〒158-0097 （後発調１）第287170号    平成28年12月 1日
     用賀駅前店 世田谷区用賀四丁目１１番７号　
     リバーレプラザ用賀１階
     03-5491-0039  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197655,5069,4 プロムナード薬局　桜〒156-0045 （後発調１）第281941号    平成28年 4月 1日
     上水店 世田谷区桜上水二丁目２６番９号
     03-6379-6517  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197755,5070,2 世田谷区子ども休日夜〒156-0043 （後発調１）第284497号    平成28年 4月 1日
     間薬局 世田谷区松原六丁目４１番８号
     03-5301-2830  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197855,5071,0 マツバ薬局 〒157-0062 （後発調１）第284873号    平成28年 8月 1日
     世田谷区南烏山四丁目２３番１３
     号　ハイムピア南烏山１階
     03-3300-8238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197955,5078,5 徳永薬局　三宿店 〒154-0004 （後発調１）第281408号    平成28年 4月 1日
     世田谷区太子堂一丁目３番３９号
     　カスタリア三宿１階
     03-3795-3600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198055,5079,3 ＺＡＸ薬局　三軒茶屋〒154-0004 （後発調１）第285936号    平成28年 4月 1日
     店 世田谷区太子堂四丁目２６番１２
     号　くらしの友三軒茶屋ビル１階
     03-5779-8611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198155,5082,7 たから薬局　三軒茶屋〒154-0024 （後発調１）第286276号    平成28年11月 1日
     店 世田谷区三軒茶屋一丁目６番１１
     号
     03-3421-8429  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198255,5083,5 ゆずき薬局　駒沢店 〒154-0012 （後発調１）第282690号    平成28年 4月 1日
     世田谷区駒沢四丁目１８番１９号
     　駒沢パーク２２９Ｂ１階
     03-5431-5570  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    198

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 198355,5086,8 そうごう薬局　千歳烏〒157-0062 （後発調１）第295761号    平成30年 1月 1日
     山店 世田谷区南烏山六丁目４番２９号
     　１階
     03-5315-9401  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198455,5088,4 ココカラファイン薬局〒157-0062 （後発調１）第281182号    平成28年 4月 1日
     　千歳烏山店 世田谷区南烏山六丁目１２番１２
     号　コーシャハイム千歳烏山１２
     号棟１階
     03-3307-2136  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198555,5094,2 北烏山薬局 〒157-0061 （後発調１）第293797号    平成29年 8月 1日
     世田谷区北烏山六丁目１０番６号
     03-5313-8315  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198655,5096,7 桜新町２丁目薬局 〒154-0015 （後発調１）第289065号    平成29年 4月 1日
     世田谷区桜新町二丁目１６番６号
     03-6432-6481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198755,5097,5 さくら薬局　世田谷砧〒157-0073 （後発調１）第292468号    平成29年 6月 1日
     店 世田谷区砧三丁目５番３号
     03-6805-8127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198855,5098,3 クリエイト薬局　世田〒154-0002 （後発調１）第285063号    平成28年 8月 1日
     谷下馬店 世田谷区下馬一丁目４５番１６号
     03-5431-5231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198955,5100,7 ゆり薬局 〒154-0012 （後発調１）第287101号    平成28年12月 1日
     世田谷区駒沢五丁目２７番７号　
     駒沢渡邉ビルＢ１階
     03-6450-7648  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199055,5103,1 ぱぱす薬局　若林店 〒154-0023 （後発調１）第288340号    平成28年 4月 1日
     世田谷区若林三丁目１３番７号
     03-5431-5788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199155,5109,8 泰平薬局　成城店 〒157-0066 （後発調１）第294278号    平成29年10月 1日
     世田谷区成城二丁目２５番１１号
     　ひのき成城ビル
     03-3417-2672  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199255,5128,8 スギ薬局　下高井戸店〒156-0044 （後発調１）第290503号    平成29年 4月 1日
     世田谷区赤堤五丁目３０番１０号
     　ハウス下高井戸１階
     03-6379-2631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    199

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 199355,5136,1 アイン薬局　千歳烏山〒157-0062 （後発調１）第293724号    平成29年 8月 1日
     店 世田谷区南烏山六丁目３番１６号
     　ダイヤビル１階、２階
     03-6382-9726  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199455,5149,4 薬局くすり箱 〒156-0044 （後発調１）第285586号    平成28年 8月 1日
     世田谷区赤堤三丁目４番９号　上
     保コーポ１階
     03-6379-4640  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199555,5151,0 ぱぱす薬局　世田谷桜〒156-0054 （後発調１）第287651号    平成29年 2月 1日
     丘店 世田谷区桜丘三丁目２６番４号　
     03-5426-2195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199655,5154,4 みさき薬局　世田谷店〒154-0004 （後発調１）第287937号    平成29年 2月 1日
     世田谷区太子堂三丁目２８番１４
     号　
     03-6450-7866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199755,5156,9 楽天薬局 〒158-0094 （後発調１）第294120号    平成29年 9月 1日
     世田谷区玉川一丁目１４番１号　
     楽天クリムゾンハウスアネックス
     ３階
     03-5491-6821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199855,5159,3 アイセイ薬局　千歳烏〒157-0062 （後発調１）第286508号    平成28年10月 1日
     山店 世田谷区南烏山五丁目１６番４号
     03-5384-7030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199955,5160,1 薬局マツモトキヨシ　〒158-0093 （後発調１）第296123号    平成30年 2月 1日
     上野毛店 世田谷区上野毛一丁目１９番１号
     　メゾン上野毛１階
     03-5706-7612  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200055,5166,8 ファーマライズ薬局　〒158-0097 （後発調１）第291417号    平成29年 3月 1日
     用賀店 世田谷区用賀二丁目４１番１８号
     　アーバンサイドテラス１階
     03-5797-3341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200155,5169,2 日本調剤　すみれ中央〒156-0053 （後発調１）第294654号    平成29年10月 1日
     薬局 世田谷区桜三丁目２番１７号　Ｄ
     Ｓ桜ビル１階
     03-5451-3550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    200

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 200255,5170,0 世田谷調剤薬局 〒154-0017 （後発調１）第294951号    平成29年11月 1日
     世田谷区世田谷一丁目１５番１１
     号　Ｋ－ＳＱＵＡＲＥ　１階
     03-5426-3533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200355,5177,5 イルカ薬局 〒157-0073 （後発調１）第293295号    平成29年 6月 1日
     世田谷区砧二丁目２２番２号　エ
     クセル砧１階
     03-3749-1806  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200455,5179,1 こまざわ薬局 〒154-0012 （後発調１）第294939号    平成29年11月 1日
     世田谷区駒沢三丁目１番１４号　
     駒沢パークマンション１階
     03-6453-2035  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200555,5182,5 クスリのナカヤマ薬局〒157-0062 （後発調１）第296100号    平成30年 2月 1日
     　千歳烏山店 世田谷区南烏山五丁目１９番１３
     号　武藤ビル１階
     03-5969-1409  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200655,5184,1 ココカラファイン薬局〒158-0098 （後発調１）第295764号    平成30年 1月 1日
     　関東中央病院前店 世田谷区上用賀六丁目２７番１３
     号
     03-5426-2531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200755,5191,6 ミツヤ薬局 〒157-0062 （後発調１）第295985号    平成30年 1月 1日
     世田谷区南烏山六丁目６番２号　
     サンマルシェビル１階
     03-3305-8310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200855,5204,7 たから薬局　千歳烏山〒157-0062 （後発調１）第296816号    平成30年 3月 1日
     店 世田谷区南烏山五丁目１１番４号
     　ＴＮビル１階
     03-5384-4466  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200956,5000,7 ローソンホーム薬局　〒144-0051 （後発調１）第280091号    平成28年 4月 1日
     西蒲田店 大田区西蒲田五丁目２７番１４号
     　日研アラインビル１階
     03-5480-0503  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201056,5010,6 ぺんぎん薬局 〒143-0015 （後発調１）第281986号    平成28年 4月 1日
     大田区大森西二丁目２番１０号　
     大田たばこ組合ビル１階
     03-6410-8802  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    201

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 201156,5012,2 スギ薬局　南六郷店 〒144-0045 （後発調１）第293140号    平成29年 7月 1日
     大田区南六郷二丁目１３番１６号
     03-6424-7461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201256,5013,0 いずみ薬局　新田店 〒146-0093 （後発調１）第281671号    平成28年 4月 1日
     大田区矢口一丁目２０番２１号
     03-6715-0705  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201356,5014,8 中央薬局 〒143-0024 （後発調１）第286328号    平成28年 4月 1日
     大田区中央四丁目２７番地９号
     03-6410-7817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201456,5018,9 大森ロイヤル薬局 〒143-0015 （後発調１）第290387号    平成29年 4月 1日
     大田区大森西五丁目２１番２１号
     03-5767-2160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201556,5020,5 きらら薬局 〒146-0093 （後発調１）第281833号    平成28年 4月 1日
     大田区矢口一丁目２９番４号　丸
     信ビル１階１０２
     03-5732-3660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201656,5030,4 調剤薬局ツルハドラッ〒143-0015 （後発調１）第283315号    平成28年 4月 1日
     グ　梅屋敷店 大田区大森西六丁目１１番１６号
     03-5762-8778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201756,5033,8 みつこし薬局 〒143-0024 （後発調１）第281919号    平成28年 4月 1日
     大田区中央六丁目２７番３号
     03-6410-3537  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201856,5034,6 サニー薬局 〒144-0051 （後発調１）第287590号    平成29年 2月 1日
     大田区西蒲田七丁目２４番１号
     03-6715-9821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201956,5037,9 済生堂薬局馬込 〒143-0027 （後発調１）第281834号    平成28年 4月 1日
     大田区中馬込二丁目７番１１号
     03-6417-1315  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202056,5048,6 コスモ薬局　はすぬま〒146-0094 （後発調１）第290928号    平成29年 5月 1日
     店 大田区東矢口三丁目４番７号　メ
     ゾンジンギスカンＣ号室
     03-6424-8260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202156,5056,9 調剤薬局ツルハドラッ〒144-0051 （後発調１）第295536号    平成30年 1月 1日
     グ　蒲田店 大田区西蒲田七丁目６１番１号
     03-5480-5268  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日    202

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 202256,5057,7 山王薬局　池上店 〒146-0082 （後発調１）第292652号    平成29年 7月 1日
     大田区池上六丁目８番２３号　池
     上ニューハイツ１１１
     03-6410-5914  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202356,5058,5 サガワ薬局 〒146-0082 （後発調１）第282892号    平成28年 5月 1日
     大田区池上六丁目８番１１号　ナ
     ビウスタワー１０５号
     03-5700-2285  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202456,5064,3 センター薬局　観音通〒143-0024 （後発調１）第283469号    平成28年 4月 1日
     り店 大田区中央三丁目１５番１２号
     03-6429-8040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202556,5074,2 みなみ薬局　サンフラ〒143-0016 （後発調１）第288274号    平成29年 3月 1日
     ワー店 大田区大森北一丁目３３番４号
     03-5753-3145  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202656,5076,7 ゴーヤ薬局 〒143-0015 （後発調１）第285804号    平成28年 4月 1日
     大田区大森西五丁目９番７号
     03-3762-6848  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202756,5080,9 かおる薬局 〒146-0082 （後発調１）第284404号    平成28年 7月 1日
     大田区池上四丁目１６番９号　シ
     ティオ池上１０４
     03-5700-6964  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202856,5086,6 よつば薬局　糀谷店 〒144-0047 （後発調１）第284701号    平成28年 6月 1日
     大田区萩中二丁目８番１０号
     03-6423-7319  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202956,5091,6 いけがみ薬局 〒146-0082 （後発調１）第284895号    平成28年 8月 1日
     大田区池上四丁目９番７号　リッ
     シェル池上１０２
     03-5748-8505  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203056,5097,3 アイセイ薬局　大森町〒143-0015 （後発調１）第286822号    平成28年10月 1日
     店 大田区大森西三丁目２０番８号
     03-5767-5767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203156,5104,7 フジモト薬局　大森町〒143-0012 （後発調１）第292349号    平成29年 6月 1日
     店 大田区大森東三丁目１番５号
     03-6410-8500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203256,5120,3 ほりぐち薬局　西六郷〒144-0056 （後発調１）第296369号    平成30年 3月 1日
     店 大田区西六郷一丁目２２番５号
     03-6424-8073  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    203

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 203356,5124,5 ココカラファイン薬局〒145-0073 （後発調１）第296577号    平成30年 3月 1日
     　北嶺店 大田区北嶺町３７番２９号　ＦＬ
     ＯＷ　ＰＬＡＣＥ　ＴＯＫＹＯ　
     １階
     03-5754-2266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203456,5125,2 ことぶき薬局　京急蒲〒144-0052 （後発調１）第295313号    平成29年11月 4日
     田店 大田区蒲田三丁目１８番１２号　
     １０４
     03-5710-1030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203556,5130,2 薬局ホームケアファー〒145-0064 （後発調１）第296488号    平成30年 2月 1日
     マシー　長原店 大田区上池台一丁目１１番７号　
     エスティドミール１階
     03-5734-7101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203656,5131,0 慶寿堂薬局 〒144-0034 （後発調１）第296412号    平成30年 2月 4日
     大田区西糀谷四丁目４番２３号
     03-3745-0302  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203756,5133,6 スズキ調剤薬局 〒144-0046 （後発調１）第296819号    平成30年 3月 1日
     大田区東六郷二丁目１番６号　カ
     クボー第一ビル１０３
     03-3731-6868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    204

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,5175,3 第一薬局 〒101-0061 （後発調２）第292013号    平成29年 6月 1日
     千代田区三崎町一丁目４番８号　
     愛光舎ビル１階
     03-3295-3800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,5302,3 エフエル薬局 〒100-0014 （後発調２）第284617号    平成28年 8月 1日
     千代田区永田町二丁目１４番２号
     　山王グランドビル１階
     03-3593-1366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,5322,1 株式会社　薬局淡路町〒101-0063 （後発調２）第284620号    平成28年 8月 1日
     ファーマシー 千代田区神田淡路町二丁目２３番
     地　Ｈビル１階
     03-3253-3317  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,5340,3 雄飛堂薬局　秋葉原店〒101-0024 （後発調２）第295436号    平成29年12月 1日
     千代田区神田和泉町一丁目１３番
     地１　水戸部ビル１階
     03-5809-1901  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,5356,9 ロイヤル薬局　神田淡〒101-0063 （後発調２）第280297号    平成28年 4月 1日
     路町店 千代田区神田淡路町二丁目６番地
     　淡路ビル１階
     03-5295-3531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,5366,8 スギ薬局　神田駅東口〒101-0044 （後発調２）第296746号    平成30年 3月 1日
     店 千代田区鍛冶町二丁目２番２号　
     神田パークプラザ１階
     03-3254-5631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,5391,6 日本調剤　御茶ノ水橋〒101-0062 （後発調２）第296250号    平成30年 2月 1日
     口薬局 千代田区神田駿河台二丁目６番地
     １　華ビル１階２階
     03-5283-7470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,5392,4 ナチュラルローソンク〒101-0044 （後発調２）第296621号    平成30年 3月 1日
     オール薬局　神田鍛冶千代田区鍛冶町二丁目３番２号　
     町二丁目店 神田センタービル１階
     03-5209-0289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,5393,2 日本調剤　九段下薬局〒102-0073 （後発調２）第282578号    平成28年 4月 1日
     千代田区九段北一丁目３番２号　
     大橋ビル１階
     03-5211-7971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    205

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,5408,8 クオール薬局　読売新〒100-0004 （後発調２）第292374号    平成29年 6月 1日
     聞東京本社店 千代田区大手町一丁目７番１号　
     読売新聞ビル３階
     03-3516-9089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,5413,8 さくら薬局　大手町店〒100-0004 （後発調２）第284372号    平成28年 7月 1日
     千代田区大手町一丁目５番５号　
     大手町タワー地下１階
     03-6268-0156  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,5421,1 さくら薬局　駿河台店〒101-0062 （後発調２）第290525号    平成29年 4月 1日
     千代田区神田駿河台一丁目８番地
     １１　東京ＹＷＣＡ会館１階
     03-6273-7373  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,5423,7 日本調剤　神田駿河台〒101-0062 （後発調２）第293815号    平成29年 8月 1日
     薬局 千代田区神田駿河台二丁目４番地
     　お茶の水日健ビル１階２階
     03-3518-6031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,5425,2 あつみ薬局　岩本町店〒101-0033 （後発調２）第280782号    平成28年 4月 1日
     千代田区神田岩本町１５番地　会
     計ビル１階
     03-3527-1321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,5426,0 東商ビル薬局 〒100-0006 （後発調２）第289365号    平成28年 4月 1日
     千代田区有楽町一丁目１２番１号
     　新有楽町ビル地下１階
     03-6269-9500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,5428,6 コトブキ調剤薬局　日〒101-0062 （後発調２）第290351号    平成29年 4月 1日
     大前店 千代田区神田駿河台一丁目８番地
     １　１階から５階
     03-3518-9886  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,5429,4 ウエルシア薬局　千代〒101-0021 （後発調２）第296434号    平成30年 3月 1日
     田御茶ノ水店 千代田区外神田二丁目２番１５号
     　１階
     03-5256-7631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,5432,8 日本調剤　神保町薬局〒101-0051 （後発調２）第282583号    平成28年 4月 1日
     千代田区神田神保町三丁目２番地
     ４　田村ビル１階
     03-3265-2105  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    206

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1901,5434,4 アピス薬局　麹町店 〒102-0083 （後発調２）第296730号    平成30年 3月 1日
     千代田区麹町三丁目３番地　麹町
     スクエアビル２階
     03-3230-4881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,5440,1 アイン薬局　八重洲口〒100-0005 （後発調２）第284550号    平成28年 7月 1日
     店 千代田区丸の内一丁目８番２号　
     鉄鋼ビルディング地下１階
     03-6256-0278  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,5442,7 薬局マツモトキヨシ　〒101-0033 （後発調２）第283063号    平成28年 5月 1日
     岩本町駅前店 千代田区神田岩本町１番地　岩本
     町ビル１階
     03-5297-3022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,5443,5 薬局マツモトキヨシ　〒101-0062 （後発調２）第287108号    平成28年12月 1日
     御茶ノ水駿河台店 千代田区神田駿河台二丁目１番地
     　お茶の水クリスチャン・センタ
     ービル１階　
     03-3518-2136  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,5448,4 薬局アメリカンファー〒102-0094 （後発調２）第295009号    平成29年11月 1日
     マシー　東京ガーデン千代田区紀尾井町１番３号　東京
     テラス紀尾井町店 ガーデンテラス紀尾井町１階
     03-6265-6080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,5454,2 ファミリーマート＋フ〒101-0021 （後発調２）第291413号    平成29年 3月 1日
     ァーマライズ薬局　末千代田区外神田六丁目１５番１１
     広町店 号　日東ビル１階
     03-5817-7155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,5455,9 フォレスト薬局　秋葉〒101-0025 （後発調２）第294906号    平成29年11月 1日
     原店 千代田区神田佐久間町二丁目１番
     地　永島ビル１階
     03-5829-6325  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,5461,7 薬局お茶の水ファーマ〒101-0051 （後発調２）第296072号    平成30年 1月 1日
     シー 千代田区神田神保町一丁目２番地
     ３　水野ビル３階
     03-6273-7646  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,5256,9 薬局マツモトキヨシ　〒104-0061 （後発調２）第295871号    平成30年 1月 1日
     銀座５ｔｈビル店 中央区銀座五丁目５番１号　銀座
     ５ｔｈビル地下１階１階２階
     03-3289-5321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    207

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2802,5271,8 田辺薬局　築地市場店〒104-0045 （後発調２）第290501号    平成29年 4月 1日
     中央区築地四丁目３番８号　登喜
     和ビル１階
     03-5148-3717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902,5303,9 薬局アポック　銀座ガ〒104-0061 （後発調２）第287525号    平成29年 1月 1日
     ス燈通り店 中央区銀座三丁目４番５号　銀三
     ビル２階
     03-5159-7300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,5304,7 テトラ薬局　新富町店〒104-0041 （後発調２）第283732号    平成28年 6月 1日
     中央区新富一丁目６番１５号　サ
     ニービル１０１
     03-5541-7733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102,5312,0 テトラ薬局　中央店 〒103-0013 （後発調２）第293738号    平成29年 8月 1日
     中央区日本橋人形町二丁目７番１
     ０号　エル人形町ビル１階
     03-5651-7743  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,5347,6 日本調剤　築地薬局 〒104-0045 （後発調２）第282445号    平成28年 4月 1日
     中央区築地四丁目６番６号　１階
     、２階
     03-6226-4025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302,5351,8 さくら薬局　豊海店 〒104-0055 （後発調２）第286965号    平成28年 4月 1日
     中央区豊海町２番２－１１３号
     03-3531-0121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402,5379,9 スギ薬局　日本橋室町〒103-0022 （後発調２）第286915号    平成28年12月 1日
     店 中央区日本橋室町四丁目６番２号
     　菱華ビル１階
     03-3510-7680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3502,5382,3 日本調剤銀座泰明薬局〒104-0061 （後発調２）第282455号    平成28年 4月 1日
     中央区銀座五丁目１番１５号　第
     一御幸ビル１階
     03-5337-7025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602,5383,1 日本調剤日本橋室町薬〒103-0022 （後発調２）第296227号    平成30年 2月 1日
     局 中央区日本橋室町二丁目１番１号
     　日本橋三井タワー地下１階
     03-3517-2255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    208

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3702,5388,0 ニック日本橋薬局 〒103-0027 （後発調２）第284535号    平成28年 7月 1日
     中央区日本橋一丁目７番１１号　
     日本橋東ビル１階
     03-5203-6510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3802,5395,5 ニックハート薬局 〒104-0031 （後発調２）第281115号    平成28年 4月 1日
     中央区京橋二丁目１２番４号　光
     和ビル１階
     03-6228-6036  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3902,5397,1 ココカラファイン薬局〒104-0028 （後発調２）第285827号    平成28年10月 1日
     　八重洲北口店 中央区八重洲二丁目１番　八重洲
     大地下街北１号
     03-3281-4306  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4002,5398,9 アイン薬局　月島店 〒104-0052 （後発調２）第285518号    平成28年 9月 1日
     中央区月島一丁目１３番６号　ウ
     ェルネス月島１階
     03-6204-9693  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4102,5404,5 日本調剤　勝どき薬局〒104-0054 （後発調２）第282459号    平成28年 4月 1日
     中央区勝どき四丁目２番１４号　
     １階
     03-6219-0201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4202,5408,6 日本調剤　馬喰町薬局〒103-0002 （後発調２）第282463号    平成28年 4月 1日
     中央区日本橋馬喰町二丁目２番６
     号　朝日生命須長ビル１Ｆ・２Ｆ
     03-5643-0128  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4302,5417,7 日本調剤　歌舞伎座タ〒104-0061 （後発調２）第282466号    平成28年 4月 1日
     ワー薬局 中央区銀座四丁目１２番１５号　
     歌舞伎座タワー１６階
     03-3524-3081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402,5419,3 パンダ薬局　勝どき店〒104-0054 （後発調２）第281733号    平成28年 4月 1日
     中央区勝どき四丁目８番５号　ア
     クティ東仲通り１階
     03-3533-0670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4502,5420,1 ナチュラルローソンク〒103-0027 （後発調２）第291774号    平成29年 5月 1日
     オール薬局東京日本橋中央区日本橋一丁目７番９号　ｄ
     一丁目店 ａＶｉｎｃｉ日本橋１７９　１階
     03-6262-3689  (03-6262-3506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    209

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4602,5425,0 りんご薬局 〒104-0061 （後発調２）第283727号    平成28年 4月 1日
     中央区銀座三丁目９番５号　伊勢
     半ビル１階
     03-6264-3290  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4702,5430,0 こだま薬局 〒103-0027 （後発調２）第285671号    平成28年10月 1日
     中央区日本橋三丁目３番１４号　
     03-3275-1517  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802,5431,8 アイン薬局　八丁堀店〒104-0032 （後発調２）第285416号    平成28年 9月 1日
     中央区八丁堀三丁目２番５号　八
     丁堀医療ビル１階
     03-6228-3996  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902,5435,9 薬局マツモトキヨシ　〒104-0028 （後発調２）第296297号    平成30年 2月 1日
     八重洲地下街店 中央区八重洲二丁目１番　八重洲
     地下街中２号
     03-3278-5780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002,5441,7 ウイング薬局　茅場町〒103-0025 （後発調２）第295735号    平成30年 1月 1日
     店 中央区日本橋茅場町一丁目１３番
     １５号　新居ビル６階
     03-3527-3850  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102,5452,4 スギ薬局　八丁堀店 〒104-0032 （後発調２）第295504号    平成29年12月 1日
     中央区八丁堀一丁目１３番１０号
     　三神ビル１階
     03-5244-9821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202,5454,0 アイセイ薬局　勝どき〒104-0054 （後発調２）第296163号    平成30年 2月 1日
     店 中央区勝どき三丁目５番５号　Ａ
     ＩＰ勝どき駅前ビル３階
     03-3533-0225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302,5457,3 れんげ薬局　日本橋店〒103-0012 （後発調２）第295590号    平成29年12月 1日
     中央区日本橋堀留町一丁目１０番
     １９号
     03-5614-7337  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5403,5116,3 ライオン薬局 〒105-0014 （後発調２）第294019号    平成29年 9月 1日
     港区芝二丁目１８番２号
     03-3451-6278  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5503,5129,6 有限会社　バンビー薬〒105-0004 （後発調２）第287808号    平成29年 2月 1日
     局 港区新橋三丁目１９番２号
     03-3432-0288  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    210

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5603,5291,4 ひかり薬局 〒105-0001 （後発調２）第285288号    平成28年 4月 1日
     港区虎ノ門一丁目１番２０号　虎
     ノ門実業会館地下２階
     03-3595-3057  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5703,5308,6 薬局　桑山清心堂 〒105-0014 （後発調２）第288080号    平成29年 3月 1日
     港区芝二丁目１２番１号
     03-3452-8721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5803,5322,7 日本調剤三田薬局 〒108-0073 （後発調２）第296230号    平成30年 2月 1日
     港区三田一丁目４番２８号　三田
     国際ビルアネックス１階
     03-5419-3557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5903,5379,7 薬樹薬局　虎の門 〒105-0001 （後発調２）第287524号    平成29年 1月 1日
     港区虎ノ門二丁目１番１号　商船
     三井ビル１階
     03-5545-6626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6003,5394,6 大島元町薬局 〒100-0101 （後発調２）第294584号    平成29年10月 1日
     大島町元町三丁目２番１号
     04992-2-7111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6103,5399,5 日本調剤虎ノ門薬局 〒105-0001 （後発調２）第282653号    平成28年 4月 1日
     港区虎ノ門一丁目２番１８号　虎
     之門興業ビルディング１階・２階
     03-3539-4712  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6203,5413,4 ゆりの木薬局　東芝ビ〒105-8001 （後発調２）第284581号    平成28年 7月 1日
     ル店 港区芝浦一丁目１番１号　東芝ビ
     ル１階
     03-5419-7855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6303,5442,3 アイランド薬局　汐留〒105-0021 （後発調２）第287973号    平成29年 3月 1日
     店 港区東新橋一丁目９番１号　東京
     汐留ビルディング地下２階
     03-6274-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6403,5468,8 さくら薬局　虎ノ門店〒105-0001 （後発調２）第287118号    平成28年12月 1日
     港区虎ノ門二丁目３番２２号　第
     １秋山ビルディング１階
     03-5532-1805  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6503,5476,1 薬樹薬局　六本木泉ガ〒106-6004 （後発調２）第287523号    平成29年 1月 1日
     ーデン 港区六本木一丁目６番１号　泉ガ
     ーデンタワー４階
     03-3568-3370  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    211

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6603,5483,7 日生薬局　２号店 〒105-0001 （後発調２）第296694号    平成30年 3月 1日
     港区虎ノ門一丁目２番１７号
     03-5251-4145  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6703,5488,6 ナチュラルローソンク〒107-0061 （後発調２）第295439号    平成29年12月 1日
     オール薬局　北青山二港区北青山二丁目１２番５号　Ｋ
     丁目店 ＲＴ青山ビル１階
     03-5772-8589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6803,5497,7 あすか薬局 〒107-0061 （後発調２）第295648号    平成30年 1月 1日
     港区北青山二丁目７番２０号　第
     ２猪瀬ビル１階
     03-5772-7513  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6903,5504,0 ストレチア薬局 〒100-1511 （後発調２）第288157号    平成29年 3月 1日
     八丈島八丈町三根１番地７
     04996-9-5997  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7003,5524,8 日本調剤　六本木薬局〒106-0032 （後発調２）第282643号    平成28年 4月 1日
     港区六本木六丁目１番２０号　六
     本木電気ビル２階
     03-5772-3940  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7103,5527,1 伯山堂薬局　芝大門店〒105-0012 （後発調２）第281778号    平成28年 4月 1日
     港区芝大門二丁目５番１号　アル
     テビル地下２階
     03-5408-6622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7203,5533,9 ココカラファイン薬局〒105-0001 （後発調２）第285262号    平成28年 9月 1日
     　虎ノ門店 港区虎ノ門二丁目４番１号　虎ノ
     門ピアザビル１階
     03-5510-3727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7303,5534,7 スギ薬局　虎ノ門店 〒105-0001 （後発調２）第295262号    平成29年12月 1日
     港区虎ノ門一丁目１番１２号　虎
     ノ門ビル１階
     03-5501-0470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7403,5537,0 りぼん薬局 〒100-1101 （後発調２）第296392号    平成30年 3月 1日
     三宅島三宅村神着２４０番地　浅
     沼ビル１０１号
     04994-8-5840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7503,5548,7 ほほえみ薬局　汐留メ〒105-7290 （後発調２）第287099号    平成28年12月 1日
     ディアタワー店 港区東新橋一丁目７番１号　汐留
     メディアタワーＢ２階
     03-6274-6310  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    212

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7603,5549,5 さくら薬局　虎ノ門２〒105-0001 （後発調２）第285462号    平成28年 9月 1日
     丁目タワー店 港区虎ノ門二丁目３番１７号　虎
     ノ門２丁目タワー１階
     03-3503-5500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7703,5550,3 クオール薬局　広尾駅〒106-0047 （後発調２）第289306号    平成28年 4月 1日
     前店 港区南麻布五丁目１０番２５号　
     １階
     03-6277-4689  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7803,5557,8 白金台調剤薬局 〒108-0071 （後発調２）第296184号    平成30年 2月 1日
     港区白金台四丁目７番７号　姫路
     マッチ白金台ビル２０１号
     03-3448-0521  (03-6455-6839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7903,5562,8 薬局ケーアイファーマ〒108-0075 （後発調２）第283776号    平成28年 6月 1日
     シー　品川シーズンテ港区港南一丁目２番７０号　品川
     ラス シーズンテラス２階
     03-6712-8117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8003,5576,8 アガペ新橋薬局 〒105-0004 （後発調２）第285870号    平成28年10月 1日
     港区新橋一丁目１５番５号　ペル
     サ１１５　１階
     03-6206-1861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8103,5577,6 スマイル薬局　田町西〒108-0014 （後発調２）第296772号    平成30年 3月 1日
     口店 港区芝五丁目３３番７号　徳栄ビ
     ル１階
     03-6435-1754  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8203,5582,6 ＱＯＬサポートクオー〒108-0014 （後発調２）第294544号    平成29年10月 1日
     ル薬局　田町店 港区芝五丁目２７番６号　ヤマト
     田町ビル１階
     03-6435-3089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8303,5587,5 めろん薬局 〒107-0052 （後発調２）第292389号    平成29年 6月 1日
     港区赤坂三丁目９番２号　Ｎｏ．
     Ｒ赤坂見附３０２号
     03-6459-1860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8403,5594,1 アイランド薬局　三田〒108-0073 （後発調２）第295477号    平成29年12月 1日
     店 港区三田一丁目４番２８号　三田
     国際ビル３階
     03-3455-7740  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    213

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8503,5603,0 麻布十番調剤薬局 〒106-0045 （後発調２）第296643号    平成30年 3月 1日
     港区麻布十番一丁目７番１号　ヨ
     ーロッパハウス１階
     03-6434-9867  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8604,5342,3 龍生堂薬局　東新宿店〒160-0022 （後発調２）第296239号    平成30年 2月 1日
     新宿区新宿五丁目１１番４号　東
     新宿龍生堂ビル１階
     03-3226-0954  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8704,5364,7 龍生堂薬局　新宿中央〒160-0022 （後発調２）第295870号    平成30年 1月 1日
     店 新宿区新宿三丁目２２番１１号　
     ＲＳビル１階２階
     03-3352-6071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8804,5391,0 マミー薬局　新宿御苑〒160-0022 （後発調２）第296396号    平成30年 3月 1日
     店 新宿区新宿一丁目８番１号　大橋
     御苑駅ビル１階
     03-3358-5488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8904,5394,4 龍生堂薬局　アイラン〒160-0023 （後発調２）第295501号    平成29年12月 1日
     ド店 新宿区西新宿六丁目４番１号　ア
     イランドアトリウム１階
     03-3346-2192  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9004,5427,2 龍生堂薬局　新宿店 〒160-0022 （後発調２）第291578号    平成29年 5月 1日
     新宿区新宿三丁目２１番６号
     03-3356-3013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9104,5436,3 グラム薬局　下落合店〒161-0033 （後発調２）第296699号    平成30年 3月 1日
     新宿区下落合四丁目６番１４号　
     ジ・アネックス１階
     03-3952-6721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9204,5474,4 カラサワ薬局 〒162-0802 （後発調２）第294296号    平成29年10月 1日
     新宿区改代町３３番地
     03-3268-6428  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9304,5482,7 新宿３丁目薬局 〒160-0022 （後発調２）第295804号    平成30年 1月 1日
     新宿区新宿三丁目３２番８号　新
     宿中央口ビル２階
     03-5363-5071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9404,5483,5 薬局マツモトキヨシ　〒160-0022 （後発調２）第294144号    平成29年 9月 1日
     新宿三丁目店 新宿区新宿三丁目１７番３号
     03-3226-8618  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    214

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9504,5510,5 本田薬局　中落合店 〒161-0032 （後発調２）第295738号    平成30年 1月 1日
     新宿区中落合二丁目４番２８号
     03-5983-0777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9604,5512,1 つくし薬局 〒169-0072 （後発調２）第282694号    平成28年 4月 1日
     新宿区大久保二丁目７番１２号
     03-5292-3952  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9704,5534,5 日本調剤新飯田橋薬局〒162-0822 （後発調２）第296680号    平成30年 3月 1日
     新宿区下宮比町３番２号　飯田橋
     スクエアビル１階
     03-5225-1712  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9804,5537,8 龍生堂薬局　四谷三丁〒160-0004 （後発調２）第296241号    平成30年 2月 1日
     目店 新宿区四谷三丁目１２番地　サワ
     ノボリ・ビルディング１階
     03-5368-3042  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9904,5554,3 龍生堂薬局　新大久保〒169-0073 （後発調２）第296240号    平成30年 2月 1日
     店 新宿区百人町二丁目５番４号　土
     屋ビル１階
     03-5389-5858  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10004,5580,8 龍生堂薬局　大久保店〒169-0073 （後発調２）第295502号    平成29年12月 1日
     新宿区百人町一丁目１５番１８号
     　龍生堂大久保ビル１階
     03-3364-4540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10104,5592,3 アイファ薬局　神楽坂〒162-0825 （後発調２）第283926号    平成28年 4月 1日
     店 新宿区神楽坂三丁目６番地　ヤマ
     ダビル２階
     03-6457-5185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10204,5613,7 スギ薬局　西新宿医大〒160-0023 （後発調２）第296744号    平成30年 3月 1日
     前店 新宿区西新宿八丁目５番１号　野
     村不動産西新宿共同ビル１階
     03-5937-8381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10304,5619,4 日生薬局　西新宿店 〒160-0023 （後発調２）第296693号    平成30年 3月 1日
     新宿区西新宿八丁目４番１号　ナ
     ルコビル１階
     03-6279-2138  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10404,5623,6 上落合２丁目薬局 〒161-0034 （後発調２）第296247号    平成30年 2月 1日
     新宿区上落合二丁目２５番３号　
     伊藤ビル１階
     03-6908-6901  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    215

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10504,5647,5 あいの薬局 〒169-0072 （後発調２）第287401号    平成29年 1月 1日
     新宿区大久保二丁目１番２号　ロ
     ワゾブルーアンドウ１階
     03-6233-8086  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10604,5662,4 共創未来　新宿西口薬〒160-0023 （後発調２）第287138号    平成28年 4月 1日
     局 新宿区西新宿一丁目５番１号　ビ
     ックカメラ新宿西口店５階
     03-5909-7270  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10704,5663,2 ナチュラルローソンク〒160-0023 （後発調２）第284744号    平成28年 4月 1日
     オール薬局　新宿駅西新宿区西新宿一丁目１３番１２号
     店 　西新宿昭和ビル１階
     03-6911-1980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10804,5673,1 フリージア薬局　北新〒169-0074 （後発調２）第284184号    平成28年 7月 1日
     宿店 新宿区北新宿三丁目２１番７号
     03-5937-4143  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10904,5681,4 龍生堂薬局　ワセダ東〒169-0075 （後発調２）第296688号    平成30年 3月 1日
     店 新宿区高田馬場一丁目６番１６号
     　ユニオンビル１階
     03-5291-7260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11004,5688,9 中川薬局　西落合店 〒161-0031 （後発調２）第281567号    平成28年 4月 1日
     新宿区西落合三丁目１番２２号　
     そはらビル地下１階
     03-6914-4871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11104,5693,9 ニュクス薬局 〒160-0021 （後発調２）第280743号    平成28年 4月 1日
     新宿区歌舞伎町二丁目３８番１号
     　三実ビル１階
     03-5272-1991  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11204,5699,6 なつめ薬局　高田馬場〒169-0075 （後発調２）第283022号    平成28年 5月 1日
     店 新宿区高田馬場二丁目１４番２７
     号　高橋ビル１階
     03-6205-6289  (050-3418-1399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11304,5702,8 モトキ薬局 〒161-0034 （後発調２）第287511号    平成29年 1月 1日
     新宿区上落合二丁目１８番９号
     03-6279-2301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11404,5703,6 龍生堂薬局　アイラン〒163-1301 （後発調２）第294625号    平成29年10月 1日
     ドタワー店 新宿区西新宿六丁目５番１号　新
     宿アイランドタワー　１階
     03-5325-6870  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    216

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11504,5712,7 スマイル薬局　神楽坂〒162-0825 （後発調２）第288268号    平成29年 3月 1日
     店 新宿区神楽坂三丁目２番地８　
     03-5227-5981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11604,5714,3 プラザ薬局　新宿２号〒160-0023 （後発調２）第295893号    平成30年 1月 1日
     店 新宿区西新宿一丁目１１番１１号
     　河野ビル２階
     03-6302-0480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11704,5716,8 ことぶき薬局　目白店〒161-0033 （後発調２）第282848号    平成28年 4月 1日
     新宿区下落合四丁目２０番２０号
     　１０１
     03-6908-1381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11804,5718,4 さくら薬局　中井店 〒161-0034 （後発調２）第296703号    平成30年 3月 1日
     新宿区上落合二丁目１８番１２号
     　レーヌ木下１０２号
     03-3362-8061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11904,5738,2 アイン薬局　西新宿店〒163-0023 （後発調２）第292397号    平成29年 6月 1日
     新宿区西新宿六丁目５番１号　新
     宿アイランドタワー西棟
     03-5323-4333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12004,5740,8 アリス薬局　早稲田店〒162-0041 （後発調２）第284400号    平成28年 7月 1日
     新宿区早稲田鶴巻町５１９番地　
     洛陽ビル１ＦＷ
     03-5291-7300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12104,5744,0 アイン薬局　ＮＥＷｏ〒160-0022 （後発調２）第284501号    平成28年 7月 1日
     Ｍａｎ新宿店 新宿区新宿四丁目１番６号　ＪＲ
     新宿ミライナタワー７階
     03-5315-4960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12204,5747,3 第二健康プラザ薬局 〒160-0021 （後発調２）第284929号    平成28年 8月 1日
     新宿区歌舞伎町二丁目４４番１号
     　健康プラザハイジア１階
     03-6228-0618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12304,5750,7 薬局マツモトキヨシ　〒161-0034 （後発調２）第294528号    平成29年10月 1日
     中井駅前店 新宿区上落合二丁目１７番１３号
     　シェルブルー上落合１階
     03-5338-2203  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    217

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12404,5751,5 薬局マツモトキヨシ　〒162-0825 （後発調２）第295075号    平成29年11月 1日
     神楽坂店 新宿区神楽坂二丁目１０番地　神
     楽ヒルズ１階
     03-3260-0582  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12504,5756,4 アイセイ薬局　富久店〒162-0067 （後発調２）第286507号    平成28年10月 1日
     新宿区富久町１７番２号　
     03-5366-6116  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12604,5758,0 クレヨン薬局　神楽坂〒162-0805 （後発調２）第287614号    平成28年12月 1日
     店 新宿区矢来町５７番地　メゾンド
     ゥ神楽坂１階
     03-5206-6931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12704,5761,4 地蔵通り薬局 〒162-0811 （後発調２）第288665号    平成29年 2月 1日
     新宿区水道町２番地２　淡路ビル
     １階
     03-3235-0543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12804,5765,5 そうごう薬局　東新宿〒160-0022 （後発調２）第294542号    平成29年10月 1日
     駅前店 新宿区新宿七丁目２７番１２号　
     コンフォリア東新宿ステーション
     フロント１階
     03-6273-8391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12904,5768,9 ヤマグチ薬局　西新宿〒163-0504 （後発調２）第295445号    平成29年12月 1日
     店 新宿区西新宿一丁目２６番２号　
     新宿野村ビル５階
     03-5339-3321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13004,5769,7 あつみ薬局　早稲田店〒169-0051 （後発調２）第294808号    平成29年10月 1日
     新宿区西早稲田三丁目１２番４号
     　サンハイツ早稲田１０２号
     03-6273-9144  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13104,5771,3 アイランド薬局　西早〒169-0075 （後発調２）第296261号    平成30年 2月 1日
     稲田店 新宿区高田馬場一丁目１番１号　
     メトロシティ西早稲田１階
     03-5291-6689  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13204,5781,2 つばさ薬局　新宿店 〒160-0022 （後発調２）第296835号    平成30年 3月 1日
     新宿区新宿二丁目１５番１号　秋
     場ビル１階
     03-5366-4915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    218

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13305,5202,6 カイエイ薬局 〒113-0022 （後発調２）第294109号    平成29年 9月 1日
     文京区千駄木五丁目５０番１号
     03-3828-8833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13405,5282,8 カテイ堂薬局 〒113-0001 （後発調２）第284928号    平成28年 8月 1日
     文京区白山一丁目８番６号
     03-3811-5843  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13505,5285,1 オアシス薬局 〒113-0033 （後発調２）第284622号    平成28年 8月 1日
     文京区本郷三丁目３２番７号
     03-5804-3129  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13605,5340,4 中川薬局　本駒込店 〒113-0021 （後発調２）第287478号    平成29年 1月 1日
     文京区本駒込二丁目２８番３８号
     　オ－ナーズプラザ本郷８　１階
     03-5319-0871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13705,5401,4 さくら薬局　団子坂店〒113-0023 （後発調２）第293819号    平成29年 8月 1日
     文京区向丘二丁目３４番３号　土
     橋ビル１階
     03-3821-5898  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13805,5402,2 さくら薬局　はくさん〒112-0001 （後発調２）第292989号    平成29年 7月 1日
     店 文京区白山五丁目２２番７号　白
     山ファミー１階
     03-3947-3810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13905,5403,0 さくら薬局　江戸川橋〒112-0014 （後発調２）第285076号    平成28年 8月 1日
     店 文京区関口一丁目１６番１号　東
     海文京マンション１階
     03-3235-1717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14005,5409,7 ぱぱす薬局　谷中店 〒113-0022 （後発調２）第294115号    平成29年 9月 1日
     文京区千駄木三丁目４２番１６号
     03-3823-9311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14105,5424,6 さくら薬局　向丘店 〒113-0023 （後発調２）第281131号    平成28年 4月 1日
     文京区向丘二丁目１４番１号
     03-3827-0011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14205,5425,3 あさひ薬局　駒込店 〒113-0022 （後発調２）第296446号    平成30年 3月 1日
     文京区千駄木五丁目４９番４号　
     作田ビル１０１号
     03-5842-1276  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    219

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14305,5426,1 いちご薬局 〒113-0033 （後発調２）第283552号    平成28年 4月 1日
     文京区本郷四丁目２７番１０号　
     リビオレゾン本郷１０１
     03-5684-1702  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14405,5434,5 日本調剤　弥生薬局 〒113-0022 （後発調２）第295459号    平成29年12月 1日
     文京区千駄木二丁目２番１７号　
     増田ビル１階２階
     03-3821-8410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14505,5443,6 根津調剤薬局 〒113-0031 （後発調２）第282807号    平成28年 4月 1日
     文京区根津一丁目４番４号　河内
     ビル１階
     03-5842-1499  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14605,5448,5 日本調剤　根津薬局 〒113-0032 （後発調２）第282725号    平成28年 4月 1日
     文京区弥生一丁目２番１６号　サ
     ンピア西須賀地下１階
     03-5805-9331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14705,5456,8 ぱぱす薬局　新大塚駅〒112-0012 （後発調２）第283911号    平成28年 6月 1日
     前店 文京区大塚四丁目５１番５号　大
     塚４丁目ビル
     03-5981-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14805,5457,6 スギ薬局　小石川１丁〒112-0002 （後発調２）第296745号    平成30年 3月 1日
     目店 文京区小石川一丁目２８番１号　
     フロンティア小石川ビル１階Ｂ号
     室
     03-6240-0735  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14905,5458,4 スギ薬局　茗荷谷店 〒112-0002 （後発調２）第295910号    平成30年 1月 1日
     文京区小石川五丁目３番２号　エ
     イト印刷本社ビル１階
     03-3868-3171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15005,5459,2 鈴薬局　茗荷谷店 〒112-0006 （後発調２）第291589号    平成29年 5月 1日
     文京区小日向四丁目７番２０号　
     コパーズ茗荷谷２０２号室
     03-6304-1423  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15105,5464,2 フローラ薬局　大塚店〒112-0012 （後発調２）第287824号    平成29年 2月 1日
     文京区大塚三丁目３６番９号　小
     室ビル１階
     03-5319-1626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    220

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15205,5466,7 竹内薬局　千駄木店 〒113-0022 （後発調２）第288220号    平成29年 3月 1日
     文京区千駄木三丁目２８番９号　
     前田ビル
     03-5842-1216  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15305,5468,3 南山堂薬局　本郷店 〒113-0033 （後発調２）第296735号    平成30年 3月 1日
     文京区本郷二丁目４０番８号　本
     郷三丁目ＴＨビル１階
     03-5615-8916  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15405,5472,5 ごんげん坂薬局 〒113-0031 （後発調２）第288719号    平成29年 2月 1日
     文京区根津一丁目２７番２号　サ
     ングレース町田１階
     03-3822-6371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15505,5473,3 ひかわ調剤薬局 〒112-0011 （後発調２）第288700号    平成29年 2月 1日
     文京区千石三丁目４番３号
     03-3944-1327  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15605,5474,1 さかした調剤薬局 〒112-0012 （後発調２）第288713号    平成29年 2月 1日
     文京区大塚六丁目３番３号
     03-3947-5523  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15705,5479,0 後楽薬局 〒112-0004 （後発調２）第296277号    平成30年 2月 1日
     文京区後楽二丁目２１番６号
     03-6801-5795  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15806,5338,6 つきな薬局 〒110-0016 （後発調２）第288663号    平成28年 4月 1日
     台東区台東四丁目２３番１０号
     03-5816-1777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15906,5360,0 みすじ薬局 〒111-0055 （後発調２）第284035号    平成28年 7月 1日
     台東区三筋二丁目１８番１２号　
     大塚ビル１階
     03-5825-0970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16006,5370,9 のぞみ薬局 〒110-0012 （後発調２）第281943号    平成28年 4月 1日
     台東区竜泉一丁目３４番１３号　
     第二中川ビル１階
     03-3874-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16106,5382,4 コスモ薬局　東上野店〒110-0015 （後発調２）第286533号    平成28年 4月 1日
     台東区東上野三丁目３６番１号　
     上野第２ビル　１階
     03-3834-5011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    221

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16206,5388,1 国際通り薬局 〒111-0042 （後発調２）第282002号    平成28年 4月 1日
     台東区寿一丁目１８番１号　サン
     ライズ浅草ビル１階
     03-5827-1125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16306,5389,9 せいしんどう薬局 〒110-0016 （後発調２）第282443号    平成28年 4月 1日
     台東区台東四丁目２０番６号　Ｔ
     ＆Ｋビル１階
     03-3836-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16406,5392,3 竜泉たかはし薬局 〒110-0012 （後発調２）第288649号    平成29年 4月 1日
     台東区竜泉三丁目３番３号
     03-3875-4611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16506,5427,7 くるみ薬局 〒111-0031 （後発調２）第284877号    平成28年 4月 1日
     台東区千束三丁目２３番９号
     03-3875-8281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16606,5429,3 ぱぱす薬局　千束店 〒111-0031 （後発調２）第296121号    平成30年 2月 1日
     台東区千束三丁目２０番１９号
     03-5610-8815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16706,5431,9 三ノ輪マル薬局 〒110-0011 （後発調２）第286004号    平成28年11月 1日
     台東区三ノ輪二丁目１３番３号
     03-5850-1251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16806,5432,7 薬樹薬局　新御徒町 〒111-0041 （後発調２）第290159号    平成29年 4月 1日
     台東区元浅草三丁目９番２号　１
     階
     03-5830-2784  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16906,5434,3 ファーマライズ薬局　〒111-0031 （後発調２）第284398号    平成28年 7月 1日
     浅草店 台東区千束三丁目２０番３号
     03-5808-1827  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17006,5437,6 ファーマライズ薬局　〒110-0015 （後発調２）第286443号    平成28年11月 1日
     上野店 台東区東上野三丁目１１番３号
     03-5807-8775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17106,5441,8 たけの薬局　浅草店 〒111-0032 （後発調２）第281751号    平成28年 4月 1日
     台東区浅草四丁目４２番９号
     03-5808-9301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17206,5442,6 さくら薬局　柳橋店 〒111-0052 （後発調２）第287528号    平成29年 1月 1日
     台東区柳橋二丁目２１番１４号
     03-5823-5624  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    222

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17306,5446,7 あさくさ薬局　雷門店〒111-0034 （後発調２）第285556号    平成28年10月 1日
     台東区雷門二丁目１９番７号
     03-3843-8803  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17406,5451,7 ウエキ薬局 〒111-0032 （後発調２）第283325号    平成28年 6月 1日
     台東区浅草三丁目２１番１０号
     03-3871-6407  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17506,5453,3 万代薬局　御徒町店 〒110-0005 （後発調２）第284041号    平成28年 7月 1日
     台東区上野六丁目２番１１号　１
     ～２階
     03-6806-0621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17606,5456,6 上野鈴薬局 〒110-0015 （後発調２）第283199号    平成28年 5月 1日
     台東区東上野五丁目６番４号　Ｉ
     －Ｆｏｒｔ　Ｕｅｎｏ１階
     03-5827-0407  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17706,5457,4 清川薬局 〒111-0022 （後発調２）第286490号    平成28年 4月 1日
     台東区清川二丁目８番１０号
     03-6240-6801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17806,5469,9 万代薬局　上野店 〒110-0005 （後発調２）第286304号    平成28年 4月 1日
     台東区上野六丁目１６番１６号　
     上野ＯＲＡＧＡビル１０１号室
     03-5817-8421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17906,5470,7 アシスト薬局　入谷店〒110-0004 （後発調２）第284399号    平成28年 7月 1日
     台東区下谷三丁目１０番２号　太
     陽ビル１０２号室
     03-6240-6485  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18006,5478,0 オオサカ薬局 〒110-0003 （後発調２）第287909号    平成28年 4月 1日
     台東区根岸三丁目１０番３号
     03-3872-2950  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18106,5479,8 オーラム薬局 〒110-0002 （後発調２）第280020号    平成28年 4月 1日
     台東区上野桜木一丁目１０番１１
     号　パークサイド関１０１
     03-5842-1454  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18206,5481,4 薬局日本メディカル 〒111-0051 （後発調２）第281480号    平成28年 4月 1日
     台東区蔵前三丁目４番９号　蔵ビ
     ル１階
     03-5829-8941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    223

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18306,5482,2 しんわ薬局上野店 〒111-0056 （後発調２）第289085号    平成29年 4月 1日
     台東区小島二丁目１８番１６号　
     日刃ビル１階
     03-5821-7998  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18406,5484,8 Ｓｍｉｌｅ調剤　入谷〒110-0012 （後発調２）第285786号    平成28年10月 1日
     薬局 台東区竜泉一丁目１０番２号　グ
     レースヒル上野１階
     03-6458-1616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18506,5489,7 南山堂薬局　浅草橋駅〒111-0053 （後発調２）第285403号    平成28年 9月 1日
     前店 台東区浅草橋一丁目３０番９号
     03-5829-8611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18606,5491,3 薬ヒグチ調剤薬局　千〒111-0031 （後発調２）第296567号    平成30年 3月 1日
     束店 台東区千束三丁目２０番２号
     03-5808-1887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18706,5492,1 アイン薬局　上野店 〒110-0015 （後発調２）第295467号    平成29年12月 1日
     台東区東上野三丁目１１番２号　
     オルビタールバースビル１階、２
     階
     03-5812-5781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18806,5493,9 アイン薬局　浅草店 〒111-0032 （後発調２）第295024号    平成29年11月 1日
     台東区浅草二丁目２９番１４号
     03-5827-1237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18906,5495,4 はしば薬局 〒111-0023 （後発調２）第284964号    平成28年 8月 1日
     台東区橋場一丁目１番８号
     03-6802-3165  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19006,5497,0 竹内薬局　上野店 〒110-0014 （後発調２）第296568号    平成30年 3月 1日
     台東区北上野一丁目１番１１号
     03-6231-7680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19106,5499,6 あやめ薬局 〒111-0024 （後発調２）第284691号    平成28年 6月 1日
     台東区今戸二丁目１４番６号
     03-3876-2418  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19206,5503,5 アイセイ薬局　三ノ輪〒110-0012 （後発調２）第288279号    平成29年 3月 1日
     店 台東区竜泉二丁目１９番１８号　
     中川ビル１階
     03-5808-1210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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２　薬局］ 平成30年 3月29日    224

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19306,5508,4 あおぞら薬局 〒110-0005 （後発調２）第295233号    平成29年11月 1日
     台東区上野一丁目１７番６号　扇
     園ビル２階
     03-3835-9083  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19407,5113,1 有限会社　森薬局 〒130-0026 （後発調２）第296276号    平成30年 2月 1日
     墨田区両国二丁目１８番１号
     03-3631-5359  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19507,5177,6 すずかぜ薬局 〒130-0022 （後発調２）第296150号    平成30年 2月 1日
     墨田区江東橋四丁目１５番５号　
     立田第九ビル
     03-3634-3575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19607,5209,7 秀和薬局 〒131-0033 （後発調２）第289203号    平成29年 4月 1日
     墨田区向島五丁目５０番７号
     03-3616-3538  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19707,5319,4 あけぼの薬局　墨田店〒131-0044 （後発調２）第283150号    平成28年 5月 1日
     墨田区文花一丁目１５番６号
     03-3617-8371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19807,5345,9 みずほ薬局 〒131-0043 （後発調２）第287075号    平成28年12月 1日
     墨田区立花一丁目２３番５ー１１
     ７号
     03-3618-3188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19907,5350,9 クオール薬局　押上店〒131-0044 （後発調２）第283025号    平成28年 5月 1日
     墨田区文花一丁目１７番１７号　
     福島ビル１階
     03-5247-1351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20007,5366,5 あおぞら薬局 〒131-0032 （後発調２）第281776号    平成28年 4月 1日
     墨田区東向島三丁目２９番１０号
     　ロングビル１階
     03-3617-3739  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20107,5379,8 ３丁目薬局 〒131-0031 （後発調２）第285292号    平成28年 4月 1日
     墨田区墨田三丁目４１番１５号
     03-3613-6840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20207,5389,7 オリーブ薬局 〒130-0012 （後発調２）第283182号    平成28年 5月 1日
     墨田区太平三丁目１０番５号
     03-5637-9123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    225

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20307,5391,3 わかば薬局 〒131-0031 （後発調２）第292667号    平成29年 7月 1日
     墨田区墨田三丁目３１番７号
     03-5631-6008  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20407,5393,9 くるみ薬局 〒131-0032 （後発調２）第280316号    平成28年 4月 1日
     墨田区東向島二丁目３１番１８号
     03-3612-8275  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20507,5395,4 たんぽぽ薬局 〒131-0031 （後発調２）第284757号    平成28年 4月 1日
     墨田区墨田五丁目３６番８号
     03-3613-1510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20607,5402,8 薬局はなファーマシー〒131-0046 （後発調２）第289731号    平成28年 4月 1日
     曳舟 墨田区京島一丁目１番１号　１１
     ３
     03-6657-2112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20707,5404,4 ユニバーサルドラッグ〒131-0031 （後発調２）第282418号    平成28年 4月 1日
     薬局　鐘ヶ淵店 墨田区墨田三丁目３１番１０号
     03-3612-2411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20807,5405,1 あおば薬局　住吉店 〒130-0022 （後発調２）第285234号    平成28年 4月 1日
     墨田区江東橋五丁目３番１３号　
     写測ビル２階
     03-5638-8701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20907,5408,5 薬局清水堂ファーマシ〒130-0003 （後発調２）第280356号    平成28年 4月 1日
     ー 墨田区横川三丁目１番８号
     03-3625-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21007,5410,1 第一薬局 〒130-0005 （後発調２）第280362号    平成28年 4月 1日
     墨田区東駒形四丁目２４番３号　
     伊藤ビル１階
     03-3623-6688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21107,5420,0 なりひら薬局 〒130-0002 （後発調２）第283330号    平成28年 4月 1日
     墨田区業平三丁目１２番１号　宇
     野澤ビル１階
     03-5619-4131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21207,5421,8 クオール薬局　八広店〒131-0041 （後発調２）第287513号    平成29年 1月 1日
     墨田区八広二丁目１番２号
     03-5631-3189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    226

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21307,5425,9 ベイ薬局　本所店 〒130-0004 （後発調２）第284614号    平成28年 8月 1日
     墨田区本所四丁目１４番５号　本
     所レジデンス１階
     03-6240-4976  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21407,5426,7 クリエイト薬局　墨田〒130-0002 （後発調２）第295008号    平成29年11月 1日
     業平店 墨田区業平四丁目５番１０号
     03-5619-4072  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21507,5442,4 クオール薬局　向島店〒131-0034 （後発調２）第289253号    平成28年 4月 1日
     墨田区堤通一丁目１９番１１号　
     リバーサイド隅田ガーデンプラザ
     ２階
     03-5631-7089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21607,5444,0 本木薬局　曳舟店 〒131-0046 （後発調２）第287147号    平成28年12月 1日
     墨田区京島一丁目３９番１号　曳
     舟西ビューハイツ１２０号
     03-6657-0616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21707,5446,5 りんご薬局　立花店 〒131-0043 （後発調２）第296661号    平成30年 3月 1日
     墨田区立花二丁目２５番７号
     03-6657-0824  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21807,5447,3 ウエルシア薬局　墨田〒131-0041 （後発調２）第286068号    平成28年 4月 1日
     八広店 墨田区八広一丁目３０番１０号
     03-5631-5525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21907,5453,1 アイエフ調剤薬局 〒130-0013 （後発調２）第284350号    平成28年 4月 1日
     墨田区錦糸一丁目４番１３号
     03-3626-0888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22007,5458,0 スギ薬局　江東橋店 〒130-0022 （後発調２）第295085号    平成29年11月 1日
     墨田区江東橋四丁目２２番７号
     03-5669-0661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22107,5460,6 コスモファーマ薬局　〒130-8575 （後発調２）第296182号    平成30年 2月 1日
     江東橋店 墨田区江東橋四丁目２２番１０号
     　深谷ビル１階
     03-6659-5093  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22207,5468,9 あけぼの薬局　業平店〒130-0002 （後発調２）第285956号    平成28年10月 1日
     墨田区業平五丁目１１番３号　押
     上スカイビューテラス１階
     03-3626-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    227

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22307,5469,7 ナカタ薬局 〒131-0041 （後発調２）第285819号    平成28年10月 1日
     墨田区八広六丁目４９番２号
     03-6657-5020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22407,5471,3 薬局くすりの福太郎　〒131-0046 （後発調２）第293242号    平成29年 7月 1日
     曳舟店 墨田区京島一丁目２５番４号　曳
     舟ダイヤモンドマンション１階　
     １０５号Ａ
     03-5631-4131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22507,5473,9 アイセイ薬局　錦糸町〒130-0012 （後発調２）第286788号    平成28年10月 1日
     北口店 墨田区太平二丁目５番７号　　　
     03-5819-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22607,5475,4 ファーマみらい東向島〒131-0032 （後発調２）第294129号    平成29年 9月 1日
     薬局 墨田区東向島二丁目３９番１０号
     　ナンカイパート１　１０２
     03-6657-0215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22707,5478,8 ユニバーサルドラッグ〒131-0031 （後発調２）第293827号    平成29年 8月 1日
     薬局　鐘ヶ淵駅前調剤墨田区墨田三丁目３０番７号
     店 03-3613-1200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22807,5479,6 こまがた薬局 〒130-0005 （後発調２）第293964号    平成29年 8月 1日
     墨田区東駒形二丁目１９番４号
     03-3829-5727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22908,5138,6 有限会社　枝川薬局 〒135-0051 （後発調２）第285197号    平成28年 9月 1日
     江東区枝川一丁目６番１２号
     03-3649-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23008,5176,6 斉藤薬局 〒136-0072 （後発調２）第292425号    平成29年 6月 1日
     江東区大島七丁目１１番１号
     03-3681-9560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23108,5221,0 秋山調剤薬局 〒135-0048 （後発調２）第284279号    平成28年 4月 1日
     江東区門前仲町一丁目２０番３号
     　東京建設自労会館４階
     03-3641-3246  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23208,5222,8 枝川薬局支店 〒136-0073 （後発調２）第286620号    平成28年12月 1日
     江東区北砂四丁目４０番１３号
     03-3648-9301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23308,5273,1 ベイ薬局 〒136-0071 （後発調２）第283292号    平成28年 6月 1日
     江東区亀戸三丁目５０番４号
     03-3685-3559  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    228

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23408,5323,4 薬局ワンザファーマシ〒135-0063 （後発調２）第281149号    平成28年 4月 1日
     ー 江東区有明３丁目６番１１号　東
     京ファッションタウンビル東館２
     階
     03-5530-5665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23508,5337,4 牡丹薬局 〒135-0046 （後発調２）第284887号    平成28年 8月 1日
     江東区牡丹三丁目７番４号　サン
     ドミール１階
     03-3630-1223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23608,5373,9 あかね薬局 〒136-0072 （後発調２）第285138号    平成28年 9月 1日
     江東区大島九丁目３番１６号　メ
     トロプラザ
     03-3636-4144  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23708,5386,1 薬局メディクス 〒135-0045 （後発調２）第287059号    平成28年12月 1日
     江東区古石場二丁目１４番１号　
     ウェルタワー深川１０４号室
     03-5639-1888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23808,5393,7 日本調剤　江東薬局 〒136-0071 （後発調２）第282701号    平成28年 4月 1日
     江東区亀戸九丁目１１番１号
     03-5858-2671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23908,5417,4 扇橋薬局 〒135-0011 （後発調２）第285107号    平成28年 9月 1日
     江東区扇橋二丁目１番７号　クレ
     ープメトル１階
     03-3640-1921  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24008,5423,2 たんぽぽ薬局　大島店〒136-0072 （後発調２）第281601号    平成28年 4月 1日
     江東区大島五丁目７番２号
     03-5858-2926  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24108,5425,7 パンダ薬局　東陽町店〒135-0016 （後発調２）第281725号    平成28年 4月 1日
     江東区東陽三丁目２７番２１号　
     信栄実業本社ビル１階
     03-5653-8916  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24208,5428,1 アスカ薬局 〒135-0022 （後発調２）第280507号    平成28年 4月 1日
     江東区三好三丁目８番８号　Ｔ’
     Ｓフィールドビル１階
     03-5646-6652  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24308,5431,5 有明薬局 〒135-0063 （後発調２）第296715号    平成30年 3月 1日
     江東区有明三丁目７番３号
     03-5500-5031  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    229

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24408,5462,0 のぞみ薬局 〒136-0071 （後発調２）第293808号    平成29年 8月 1日
     江東区亀戸６丁目１３番３号　グ
     レイスコート亀戸１階
     03-5627-8580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24508,5477,8 クオール薬局　豊洲駅〒135-0061 （後発調２）第296226号    平成30年 2月 1日
     前店 江東区豊洲四丁目１番２１号　鹿
     取ビル１階
     03-3534-2289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24608,5481,0 パレット薬局　北砂店〒136-0073 （後発調２）第296073号    平成30年 2月 1日
     江東区北砂六丁目１番４号
     03-6659-4765  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24708,5489,3 深川ゆうき薬局 〒135-0047 （後発調２）第282700号    平成28年 4月 1日
     江東区富岡一丁目１１番５号　辰
     巳第二ビル１階
     03-6662-7712  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24808,5491,9 高橋薬局　森下店 〒135-0004 （後発調２）第284298号    平成28年 4月 1日
     江東区森下二丁目３１番１３号　
     吉田ビル１０１
     03-5638-5560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24908,5497,6 あけぼの薬局　潮見店〒135-0052 （後発調２）第296644号    平成30年 3月 1日
     江東区潮見二丁目１番地１８
     03-3615-7289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25008,5509,8 みどり薬局 〒136-0073 （後発調２）第282382号    平成28年 4月 1日
     江東区北砂四丁目３５番１１号　
     クレアーレⅣ１階
     03-3640-0686  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25108,5515,5 ナチュラルローソンク〒135-0061 （後発調２）第296616号    平成30年 3月 1日
     オール薬局　豊洲三丁江東区豊洲三丁目５番２１号
     目店 03-5547-8690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25208,5531,2 スマイル調剤薬局 〒136-0072 （後発調２）第284754号    平成28年 8月 1日
     江東区大島二丁目３４番９号
     03-5875-5908  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25308,5534,6 さち薬局 〒135-0016 （後発調２）第286687号    平成28年 4月 1日
     江東区東陽四丁目８番２２号　Ｔ
     ＳＫビル１階
     03-6666-1572  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    230

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25408,5540,3 サンコウ薬局 〒136-0072 （後発調２）第283858号    平成28年 6月 1日
     江東区大島四丁目１番６号　１０
     ６
     03-3685-5231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25508,5543,7 大島南薬局 〒136-0072 （後発調２）第291595号    平成29年 5月 1日
     江東区大島五丁目４番８号
     03-5858-8676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25608,5544,5 めぐみ薬局 〒136-0072 （後発調２）第290057号    平成29年 4月 1日
     江東区大島八丁目２３番８号
     03-5836-7125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25708,5547,8 薬局くすりの福太郎　〒135-0061 （後発調２）第287920号    平成29年 2月 1日
     豊洲店 江東区豊洲五丁目５番１号　豊洲
     シエルタワー１階
     03-3533-3400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25808,5548,6 スギ薬局　江東富岡店〒135-0047 （後発調２）第294395号    平成29年10月 1日
     江東区富岡二丁目６番１１号
     03-5875-8010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25908,5552,8 ファーコス薬局　豊洲〒135-0061 （後発調２）第281812号    平成28年 4月 1日
     江東区豊洲五丁目４番９号　ＫＲ
     豊洲ビル１階
     03-5547-8033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26008,5555,1 ヘルス薬局　東大島店〒136-0072 （後発調２）第284519号    平成28年 7月 1日
     江東区大島七丁目３９番１号　ソ
     フィア東大島１０５号室
     03-6807-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26108,5571,8 森下駅前調剤薬局 〒135-0004 （後発調２）第290614号    平成29年 5月 1日
     江東区森下一丁目１３番１２号　
     小倉屋ビル１０２号室
     03-6659-4688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26208,5575,9 ハートフェルト薬局 〒135-0048 （後発調２）第284239号    平成28年 4月 1日
     江東区門前仲町二丁目１１番９号
     　あしたばビル１階
     03-6383-1066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26308,5576,7 さくら薬局　猿江店 〒135-0003 （後発調２）第283933号    平成28年 6月 1日
     江東区猿江二丁目１６番５号　ス
     ミセ深川ビル１階
     03-5625-2722  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    231

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26408,5577,5 なでしこ薬局 〒135-0033 （後発調２）第294541号    平成29年10月 1日
     江東区深川一丁目１番２号　協和
     ビル１階
     03-6458-5835  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26508,5585,8 象山薬局 〒136-0071 （後発調２）第296630号    平成30年 3月 1日
     江東区亀戸六丁目１２番９号　多
     比ビル
     03-5627-8551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26608,5589,0 くるみ薬局 〒135-0047 （後発調２）第296151号    平成30年 2月 1日
     江東区富岡一丁目１３番１１号
     03-3630-1275  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26708,5595,7 そうごう薬局　豊洲店〒135-0061 （後発調２）第285147号    平成28年 7月 4日
     江東区豊洲五丁目６番２９号　パ
     ークホームズ豊洲ザ　レジデンス
     １階
     03-6204-9521  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26808,5596,5 江東とよす薬局 〒135-0061 （後発調２）第295073号    平成29年11月 1日
     江東区豊洲五丁目６番２９号　パ
     ークホームズ豊洲ザ　レジデンス
     １階
     03-5547-8931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26908,5602,1 ユーワ会　しののめ薬〒135-0062 （後発調２）第288194号    平成29年 3月 1日
     局 江東区東雲二丁目１番２０号
     03-6457-1248  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27008,5603,9 スギ薬局　亀戸店 〒136-0071 （後発調２）第293141号    平成29年 7月 1日
     江東区亀戸二丁目１番１２号　コ
     モディイイダ亀戸店内
     03-5858-9386  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27108,5606,2 タイガー薬局 〒135-0013 （後発調２）第290430号    平成29年 4月 1日
     江東区千田７番９号
     03-3646-1721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27208,5607,0 ファーブケア薬局 〒136-0072 （後発調２）第294126号    平成29年 9月 1日
     江東区大島八丁目２２番２１号　
     シャトーレ大島１０１号
     03-5875-4613  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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２　薬局］ 平成30年 3月29日    232

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27308,5610,4 ユーワ薬局　東陽町駅〒135-0016 （後発調２）第293826号    平成29年 8月 1日
     前店 江東区東陽四丁目５番１５号　東
     陽町サンキビル５階Ａ室
     03-6666-5521  (03-6666-5354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27408,5615,3 日本調剤　豊洲駅前薬〒135-0061 （後発調２）第294959号    平成29年11月 1日
     局 江東区豊洲四丁目１番３号　豊洲
     タツミビル
     03-6225-0431  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27508,5619,5 ランド薬局 〒135-0042 （後発調２）第296552号    平成30年 3月 1日
     江東区木場二丁目１８番１４号　
     Ｓｅａ　Ｐｌａｃｅ　木場　ＡＮ
     ＮＥＸ　２階
     03-3642-4970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27608,5620,3 クローバー薬局 〒136-0071 （後発調２）第295241号    平成29年11月 1日
     江東区亀戸三丁目４６番２号　１
     ０２
     03-5626-0203  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27709,5303,4 旗の台天龍薬局 〒142-0064 （後発調２）第284307号    平成28年 4月 1日
     品川区旗の台二丁目１番１号　鈴
     木ビル１階
     03-3787-0063  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27809,5307,5 天龍調剤薬局 〒142-0064 （後発調２）第284207号    平成28年 4月 1日
     品川区旗の台一丁目３番２２号
     03-3788-7500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27909,5316,6 済生堂薬局 〒142-0053 （後発調２）第286966号    平成28年12月 1日
     品川区中延六丁目９番１６号
     03-3783-8829  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28009,5366,1 ゆたか調剤薬局 〒142-0042 （後発調２）第284263号    平成28年 7月 1日
     品川区豊町四丁目３番２０号
     03-3787-7510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28109,5382,8 友薬局 〒142-0062 （後発調２）第280934号    平成28年 4月 1日
     品川区小山六丁目６番１５号
     03-3785-7798  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28209,5388,5 天龍薬局 〒142-0064 （後発調２）第285089号    平成28年 8月 1日
     品川区旗の台一丁目６番１６号
     03-3785-0036  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    233

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28309,5422,2 こぐま薬局　テーオー〒141-0031 （後発調２）第288307号    平成29年 3月 1日
     シービル店 品川区西五反田七丁目２２番１７
     号　ＴＯＣビル２階７号
     03-3491-0423  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28409,5489,1 土屋薬局荏原 〒142-0063 （後発調２）第294639号    平成29年10月 1日
     品川区荏原二丁目１０番１２号
     03-3784-9000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28509,5491,7 土屋薬局小山 〒142-0063 （後発調２）第285441号    平成28年 9月 1日
     品川区荏原三丁目３番１２号
     03-3788-1613  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28609,5527,8 ひまわり薬局 〒142-0053 （後発調２）第280400号    平成28年 4月 1日
     品川区中延四丁目４番６号　中延
     ポイント１階
     03-3785-1246  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28709,5532,8 あおい薬局　小山店 〒142-0062 （後発調２）第287786号    平成28年 4月 1日
     品川区小山二丁目９番１５号
     03-3280-5036  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28809,5548,4 かむろ坂マル薬局 〒141-0031 （後発調２）第284165号    平成28年 7月 1日
     品川区西五反田四丁目３番１号　
     かむろ坂サンハイツ１階Ｂ
     03-5437-5045  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28909,5550,0 日生薬局　大井町２号〒140-0011 （後発調２）第287840号    平成29年 2月 1日
     店 品川区東大井六丁目４番３号　エ
     ストメール東大井
     03-5767-8050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29009,5552,6 コトブキ調剤薬局　品〒140-0011 （後発調２）第296173号    平成30年 2月 1日
     川店 品川区東大井六丁目２番１３号　
     １階
     03-5753-5305  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29109,5553,4 タカラ薬局　品川シー〒140-0002 （後発調２）第290398号    平成29年 4月 1日
     サイド 品川区東品川四丁目１２番８号　
     　品川シーサイドイーストタワー
     １階
     03-5769-0755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29209,5567,4 ゆりの木薬局　目黒店〒141-0021 （後発調２）第296272号    平成30年 2月 1日
     品川区上大崎二丁目１２番２号
     03-5791-7057  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    234

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29309,5584,9 ひので薬局　大井店 〒140-0014 （後発調２）第296251号    平成30年 2月 1日
     品川区大井三丁目６番１２号
     03-5742-3133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29409,5585,6 スズキ調剤薬局 〒140-0015 （後発調２）第281416号    平成28年 4月 1日
     品川区西大井四丁目４番１１号
     03-3778-0278  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29509,5600,3 スマイル薬局　東大井〒140-0011 （後発調２）第293117号    平成29年 7月 1日
     店 品川区東大井二丁目１２番１９号
     　ＭＫビル１階
     03-3762-8350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29609,5609,4 あさひ薬局　大井町店〒140-0014 （後発調２）第296594号    平成30年 3月 1日
     品川区大井一丁目５２番８号　オ
     キナビル１０１
     03-5746-2707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29709,5617,7 日本調剤　旗の台薬局〒142-0064 （後発調２）第282442号    平成28年 4月 1日
     品川区旗の台一丁目３番１号
     03-5788-5301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29809,5618,5 あい薬局　戸越銀座店〒142-0051 （後発調２）第296755号    平成30年 3月 1日
     品川区平塚一丁目７番１６号
     03-5750-3621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29909,5620,1 明倫堂薬局 〒142-0062 （後発調２）第284483号    平成28年 7月 1日
     品川区小山三丁目２６番１号　ヒ
     ルズムサコビル７階
     03-5749-0085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30009,5641,7 乾調剤薬局　旗の台店〒142-0064 （後発調２）第284443号    平成28年 7月 1日
     品川区旗の台二丁目６番９号　サ
     ンヴィアーレノーブル旗の台
     03-6426-9402  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30109,5648,2 さくら薬局　旗の台店〒142-0064 （後発調２）第287943号    平成29年 2月 1日
     品川区旗の台一丁目３番１７号
     03-3787-4661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30209,5649,0 さくら薬局　昭和大学〒142-0064 （後発調２）第287006号    平成28年 4月 1日
     前店 品川区旗の台一丁目３番６号
     03-3786-1030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30309,5652,4 あおい薬局　五反田店〒141-0031 （後発調２）第287794号    平成28年 4月 1日
     品川区西五反田一丁目６番３号
     03-3492-0170  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    235

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30409,5657,3 東大井調剤薬局 〒140-0011 （後発調２）第284276号    平成28年 7月 1日
     品川区東大井六丁目２番９号　小
     島ビル１階
     03-3763-5576  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30509,5661,5 クオール薬局　大崎店〒141-0032 （後発調２）第295384号    平成29年12月 1日
     品川区大崎一丁目６番５号　大崎
     ニューシティ５号館２階
     03-5759-5589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30609,5673,0 日本調剤　戸越公園薬〒142-0041 （後発調２）第282447号    平成28年 4月 1日
     局 品川区戸越五丁目１９番１３号　
     サンシティ２１ビル１階
     03-5749-3183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30709,5677,1 アイリス薬局　旗の台〒142-0064 （後発調２）第285057号    平成28年 8月 1日
     店 品川区旗の台一丁目３番９号　Ｏ
     Ｎビル１階
     03-5788-2412  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30809,5681,3 ファーコス薬局　品川〒140-0014 （後発調２）第287415号    平成29年 1月 1日
     品川区大井五丁目５番２９号　石
     井ビル１階
     03-5746-2092  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30909,5711,8 大井町ロイヤル薬局 〒140-0011 （後発調２）第285846号    平成28年10月 1日
     品川区東大井六丁目２番１２号　
     ヴィラトーコー１階
     03-5767-8858  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31009,5718,3 あすなろ薬局 〒142-0053 （後発調２）第283044号    平成28年 5月 1日
     品川区中延六丁目５番６号　近藤
     ビル１０１
     03-6426-7420  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31109,5726,6 田辺薬局　天王洲駅店〒140-0002 （後発調２）第287083号    平成28年12月 1日
     品川区東品川二丁目２番２０号　
     天王洲郵船ビル２階　２０４Ａ
     03-5781-0571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31209,5730,8 さくら薬局　上大崎店〒141-0021 （後発調２）第287529号    平成29年 1月 1日
     品川区上大崎三丁目３番５号　新
     陽ＣＫビル１０２
     03-5791-4384  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    236

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31309,5733,2 公園通り薬局　駅前店〒142-0041 （後発調２）第296737号    平成30年 3月 1日
     品川区戸越五丁目１８番７号　１
     階
     03-5750-6631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31409,5737,3 ぱぱす薬局　西五反田〒141-0031 （後発調２）第294116号    平成29年 9月 1日
     店 品川区西五反田三丁目１０番１２
     号　ＴＦＸ五反田ビル１階
     03-5719-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31509,5743,1 友愛薬局　東品川店 〒140-0002 （後発調２）第296189号    平成30年 2月 1日
     品川区東品川三丁目１７番６号　
     シーサイドⅤ
     03-6712-4040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31609,5749,8 めぐみ薬局 〒140-0014 （後発調２）第283889号    平成28年 6月 1日
     品川区大井五丁目７番１号
     03-3776-8214  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31709,5758,9 ユニバーサルドラッグ〒140-0004 （後発調２）第287492号    平成29年 1月 1日
     薬局　大井町調剤店 品川区南品川六丁目１５番５号
     03-3472-2255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31809,5759,7 さくら薬局　品川池田〒141-0022 （後発調２）第288243号    平成29年 3月 1日
     山店 品川区東五反田四丁目１１番１号
     　池田山マンション１階
     03-6423-7700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31909,5765,4 あけぼの薬局　新馬場〒140-0001 （後発調２）第287800号    平成29年 2月 1日
     店 品川区北品川二丁目２３番２号　
     レジデンス品川１階
     03-5769-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32009,5766,2 ココカラファイン薬局〒140-0011 （後発調２）第295379号    平成29年12月 1日
     　大井町東口店 品川区東大井五丁目２番３号　お
     おい元気館２階
     03-5783-7883  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32109,5775,3 リブラ薬局　旗の台店〒142-0064 （後発調２）第294121号    平成29年 9月 1日
     品川区旗の台五丁目１７番１９号
     03-6426-2433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32209,5776,1 フタバ薬局　品川店 〒141-0001 （後発調２）第296417号    平成30年 3月 1日
     品川区北品川五丁目８番１５号
     03-3440-8250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    237

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32309,5779,5 大正堂薬局　品川店 〒140-0015 （後発調２）第296691号    平成30年 3月 1日
     品川区西大井一丁目１番２－２０
     ２号
     03-5743-3539  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32410,5182,0 碑文谷薬局 〒152-0003 （後発調２）第291218号    平成29年 5月 1日
     目黒区碑文谷五丁目１０番１８号
     03-2794-1300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32510,5237,2 日本調剤池尻大橋薬局〒153-0044 （後発調２）第282556号    平成28年 4月 1日
     目黒区大橋二丁目１６番２９号　
     日本調剤大橋ビル地下１階・１階
     03-3460-2151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32610,5245,5 喜久薬局 〒153-0043 （後発調２）第283977号    平成28年 7月 1日
     目黒区東山三丁目１５番１４号
     03-3713-6246  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32710,5273,7 目黒本町薬局 〒152-0002 （後発調２）第296048号    平成30年 2月 1日
     目黒区目黒本町六丁目６番５号
     03-5720-5048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32810,5278,6 ウエル薬局 〒152-0002 （後発調２）第287646号    平成29年 2月 1日
     目黒区目黒本町四丁目１番７号
     03-3715-2170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32910,5307,3 日本調剤山手薬局 〒153-0044 （後発調２）第296615号    平成30年 3月 1日
     目黒区大橋二丁目２２番４５号
     03-5790-6301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33010,5308,1 クオール薬局　恵比寿〒153-0062 （後発調２）第288252号    平成29年 3月 1日
     店 目黒区三田一丁目１１番１号　Ｙ
     ・Ｔタナカビル１階
     03-5721-8541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33110,5349,5 日生薬局　三宿店 〒153-0051 （後発調２）第293102号    平成29年 7月 1日
     目黒区上目黒五丁目３２番１１号
     03-5725-3891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33210,5355,2 イシダ薬局　不動前店〒153-0064 （後発調２）第280398号    平成28年 4月 1日
     目黒区下目黒三丁目９番１３号　
     目黒・炭やビル１階
     03-5719-2921  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33310,5358,6 ことぶき薬局 〒153-0053 （後発調２）第282819号    平成28年 4月 1日
     目黒区五本木二丁目９番３４号
     03-5768-2107  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    238

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33410,5393,3 さくら薬局　目黒本町〒152-0002 （後発調２）第285470号    平成28年 9月 1日
     店 目黒区目黒本町一丁目１４番４号
     　山田ビル１０１
     03-5720-7333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33510,5411,3 日本調剤都立大薬局 〒152-0031 （後発調２）第282536号    平成28年 4月 1日
     目黒区中根二丁目１２番１号　Ｋ
     ＆Ｋビル１階
     03-5731-1124  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33610,5421,2 ハート薬局　学芸大学〒152-0004 （後発調２）第296332号    平成30年 2月 1日
     店 目黒区鷹番三丁目１４番１０号　
     保母ビル１階
     03-6303-4974  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33710,5451,9 フルール薬局 〒153-0065 （後発調２）第287530号    平成29年 1月 1日
     目黒区中町二丁目５０番１３号　
     ＴＨＥ　ＰＥＡＫ１階Ｂ室
     03-5720-7780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33810,5455,0 アルプス薬局　目黒店〒153-0064 （後発調２）第296299号    平成30年 2月 1日
     目黒区下目黒二丁目２番１４号　
     第２池田ビル１階
     03-5759-7505  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33910,5472,5 フローラ薬局　自由が〒152-0023 （後発調２）第296775号    平成30年 3月 1日
     丘店 目黒区八雲二丁目８番１３号　
     03-5731-0866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34010,5476,6 目黒通り薬局 〒153-0063 （後発調２）第296146号    平成30年 2月 1日
     目黒区目黒三丁目１０番１３号　
     大鳥エステートビル地下１階
     03-3792-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34110,5482,4 カメイ調剤薬局　目黒〒152-0004 （後発調２）第296646号    平成30年 3月 1日
     鷹番店 目黒区鷹番一丁目１０番１号　１
     階
     03-5724-5022  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34210,5483,2 オレンジ薬局　自由が〒152-0035 （後発調２）第296196号    平成30年 2月 1日
     丘店 目黒区自由が丘一丁目２４番１４
     号　１階
     03-5726-9065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34311,5470,7 中村薬局 〒144-0034 （後発調２）第284981号    平成28年 4月 1日
     大田区西糀谷四丁目１４番１５号
     03-3741-8144  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    239

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34411,5476,4 日本調剤蒲田薬局 〒144-0035 （後発調２）第282638号    平成28年 4月 1日
     大田区南蒲田二丁目１６番２号　
     テクノポート三井生命ビル別館１
     階
     03-5703-3971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34511,5509,2 薬局ミドリ・ファーマ〒146-0091 （後発調２）第295537号    平成30年 1月 1日
     シー　鵜の木店 大田区鵜の木二丁目６番４号
     03-3756-6340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34611,5563,9 吉田薬局 〒144-0053 （後発調２）第282350号    平成28年 4月 1日
     大田区蒲田本町二丁目２１番１号
     03-3731-7768  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34711,5596,9 ひよこ薬局 〒143-0016 （後発調２）第282581号    平成28年 4月 1日
     大田区大森北一丁目２１番７号　
     三井ビル１０３号
     03-5471-0145  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34811,5606,6 薬樹薬局　はすぬま 〒146-0094 （後発調２）第283717号    平成28年 6月 1日
     大田区東矢口三丁目８番４号　並
     木ビル１階
     03-3739-8939  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34911,5617,3 多田薬局 〒144-0054 （後発調２）第281828号    平成28年 4月 1日
     大田区新蒲田二丁目２１番１９号
     03-3731-1706  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35011,5621,5 スカイ薬局　久が原店〒146-0085 （後発調２）第283713号    平成28年 6月 1日
     大田区久が原三丁目２７番１０号
     03-3751-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35111,5659,5 東六郷一丁目薬局 〒144-0046 （後発調２）第295868号    平成30年 1月 1日
     大田区東六郷一丁目２４番１６号
     　中井川荘１階
     03-5714-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35211,5681,9 げんき薬局 〒146-0084 （後発調２）第284891号    平成28年 4月 1日
     大田区南久が原二丁目７番９号
     03-3750-8445  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35311,5716,3 江島薬局 〒143-0016 （後発調２）第288199号    平成29年 3月 1日
     大田区大森北一丁目３７番２号　
     江島ビル１０１
     03-3298-0269  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    240

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35411,5746,0 つばさ薬局 〒144-0034 （後発調２）第285232号    平成28年 4月 1日
     大田区西糀谷二丁目１番１０号　
     ＦＬＡＴ－Ｔ１階
     03-5705-2725  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35511,5772,6 日本調剤大森薬局 〒143-0013 （後発調２）第282635号    平成28年 4月 1日
     大田区大森南四丁目１５番１２号
     　グリタァパレスⅡ１階
     03-5736-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35611,5832,8 矢口の渡薬局 〒146-0095 （後発調２）第285480号    平成28年 4月 1日
     大田区多摩川一丁目６番２１号　
     藤森ビル１階
     03-5741-9977  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35711,5837,7 ことぶき薬局　蒲田店〒144-0051 （後発調２）第283917号    平成28年 6月 1日
     大田区西蒲田六丁目７番１号　筑
     波荘
     03-3737-2185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35811,5842,7 大森薬局 〒143-0014 （後発調２）第280962号    平成28年 4月 1日
     大田区大森中一丁目２２番１号　
     サンパレス１階
     03-3298-4901  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35911,5847,6 志宝薬局　田園調布店〒145-0071 （後発調２）第296580号    平成30年 3月 1日
     大田区田園調布二丁目４８番１５
     号　田園舎ビル１階
     03-3721-7833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36011,5848,4 糀谷薬局 〒144-0034 （後発調２）第287062号    平成28年12月 1日
     大田区西糀谷二丁目９番４号　美
     園ビル１０５号
     03-5735-1185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36111,5855,9 ウエルシア薬局　大田〒144-0047 （後発調２）第288110号    平成29年 3月 1日
     萩中店 大田区萩中一丁目７番１号
     03-5735-1985  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36211,5864,1 スマイル薬局　池上駅〒146-0082 （後発調２）第294131号    平成29年 9月 1日
     前店 大田区池上六丁目９番９号
     03-5747-6106  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36311,5880,7 大岡山北口薬局 〒145-0062 （後発調２）第293239号    平成29年 7月 1日
     大田区北千束一丁目４０番２号
     03-6459-5131  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    241

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36411,5889,8 中川薬局　雑色店 〒144-0055 （後発調２）第281572号    平成28年 4月 1日
     大田区仲六郷二丁目１２番１４号
     03-5744-3471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36511,5893,0 くすの木薬局　矢口渡〒146-0095 （後発調２）第293236号    平成29年 7月 1日
     店 大田区多摩川一丁目２０番１３号
     03-6459-8899  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36611,5894,8 日本調剤　東邦大前薬〒143-0015 （後発調２）第282632号    平成28年 4月 1日
     局 大田区大森西五丁目２１番２０号
     03-5767-5877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36711,5898,9 日本調剤　大森日赤前〒143-0024 （後発調２）第282628号    平成28年 4月 1日
     薬局 大田区中央四丁目３３番６号
     03-5742-7618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36811,5901,1 さくら薬局　大森日赤〒143-0024 （後発調２）第284371号    平成28年 7月 1日
     前店 大田区中央四丁目３３番５号
     03-5742-7056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36911,5903,7 スマイル薬局　大森中〒143-0024 （後発調２）第287500号    平成29年 1月 1日
     央店 大田区中央三丁目２６番２２号
     03-6809-9011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37011,5911,0 日本調剤　梅屋敷薬局〒143-0015 （後発調２）第282625号    平成28年 4月 1日
     大田区大森西六丁目１５番１６号
     　ハイツアオキ第２０ビル１階
     03-5767-6265  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37111,5919,3 すばる中央薬局南雪谷〒145-0066 （後発調２）第290352号    平成29年 4月 1日
     店 大田区南雪谷二丁目１０番７号　
     １０１
     03-5754-3410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37211,5926,8 日本調剤　大森駅前薬〒143-0016 （後発調２）第282622号    平成28年 4月 1日
     局 大田区大森北一丁目９番７号　旭
     ビル１階
     03-5753-2080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37311,5927,6 そうごう薬局　蒲田駅〒144-0051 （後発調２）第293020号    平成29年 7月 1日
     西口店 大田区西蒲田七丁目４４番６号　
     パシフィックタワー１階
     03-5711-7101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    242

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37411,5929,2 ココカラファイン薬局〒143-0016 （後発調２）第294644号    平成29年10月 1日
     Ｌｕｚ大森店 大田区大森北一丁目１０番１４号
     　Ｌｕｚ大森１階
     03-5767-7047  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37511,5935,9 さくら薬局　萩中店 〒144-0047 （後発調２）第286919号    平成28年 4月 1日
     大田区萩中二丁目９番３号　萩中
     田中ビル１階
     03-5736-0300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37611,5936,7 さくら薬局　萩中２号〒144-0047 （後発調２）第286923号    平成28年 4月 1日
     店 大田区萩中二丁目９番１号
     03-3744-1500  (03-6423-7856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37711,5947,4 日本調剤　蒲田中央薬〒144-0052 （後発調２）第282618号    平成28年 4月 1日
     局 大田区蒲田四丁目２３番１５号　
     ＮＪｐｌａｃｅ１階
     03-5714-4350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37811,5948,2 スパーテル薬局　南せ〒145-0063 （後発調２）第284219号    平成28年 4月 1日
     んぞく 大田区南千束一丁目１番６号　南
     千束山本ビル１階
     03-5788-2322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37911,5952,4 クオール薬局　大森店〒143-0015 （後発調２）第290399号    平成29年 4月 1日
     大田区大森西六丁目１２番２１号
     　１階
     03-5767-7589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38011,5953,2 日本調剤　南久が原薬〒146-0084 （後発調２）第282616号    平成28年 4月 1日
     局 大田区南久が原二丁目８番３号　
     ライオンズマンション久が原駅前
     １０１
     03-5741-2385  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38111,5956,5 たくみ薬局 〒145-0071 （後発調２）第294847号    平成29年11月 1日
     大田区田園調布五丁目３４番１１
     号
     03-3721-6228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38211,5978,9 なの花薬局　武蔵新田〒146-0083 （後発調２）第294142号    平成29年 9月 1日
     店 大田区千鳥二丁目２７番２号
     03-6715-2156  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    243

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38311,5997,9 福寿堂藥局 〒146-0083 （後発調２）第284292号    平成28年 7月 1日
     大田区千鳥三丁目２０番５号　１
     階
     03-6715-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38411,5998,7 トモニティ薬局　馬込〒143-0022 （後発調２）第294633号    平成29年10月 1日
     店 大田区東馬込一丁目１９番３号　
     コーポ白樺１階
     03-6429-9366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38511,5999,5 そよかぜ薬局 〒146-0095 （後発調２）第283239号    平成28年 5月 1日
     大田区多摩川一丁目２６番１９号
     03-6715-5481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38612,5060,4 有限会社　渡辺薬局 〒154-0011 （後発調２）第283077号    平成28年 4月 1日
     世田谷区上馬一丁目１７番１０号
     03-3421-0359  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38712,5537,1 福寿薬局 〒154-0017 （後発調２）第280222号    平成28年 4月 1日
     世田谷区世田谷三丁目２４番１４
     号
     03-3426-2811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38812,5558,7 ひとみ薬局　喜多見団〒157-0067 （後発調２）第296319号    平成30年 2月 1日
     地店 世田谷区喜多見二丁目１０番３号
     　１０２号
     03-3416-3413  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38912,5658,5 清水薬局 〒157-0067 （後発調２）第291374号    平成29年 5月 1日
     世田谷区喜多見九丁目１番７号　
     喜多見平和堂ビル地下１階
     03-3488-9031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39012,5688,2 薬樹薬局　大原 〒156-0041 （後発調２）第293803号    平成29年 8月 1日
     世田谷区大原一丁目５６番３号　
     代田橋ビル１０１
     03-3466-0870  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39112,5705,4 のぞみ薬局 〒158-0097 （後発調２）第289081号    平成29年 4月 1日
     世田谷区用賀四丁目１６番２号
     03-5717-3661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39212,5768,2 アミー薬局 〒154-0004 （後発調２）第296153号    平成30年 2月 1日
     世田谷区太子堂四丁目２４番１３
     号
     03-5481-7828  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    244

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39312,5788,0 レインボー薬局 〒157-0062 （後発調２）第284520号    平成28年 7月 1日
     世田谷区南烏山一丁目１２番１８
     号　江戸ハイムＤ
     03-5357-3123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39412,5791,4 あい調剤薬局 〒157-0062 （後発調２）第293770号    平成29年 8月 1日
     世田谷区南烏山六丁目２７番１１
     号　司ビル１０１号室
     03-5314-5915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39512,5831,8 明大前はなぞの薬局 〒156-0043 （後発調２）第284264号    平成28年 7月 1日
     世田谷区松原二丁目４５番１０号
     　レインボー明大前１階
     03-3325-9321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39612,5832,6 カトレア薬局 〒158-0095 （後発調２）第280461号    平成28年 4月 1日
     世田谷区瀬田三丁目１２番３０号
     03-3705-3405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39712,5841,7 プロムナード薬局 〒158-0097 （後発調２）第281942号    平成28年 4月 1日
     世田谷区用賀四丁目９番７号　ア
     ルイグスビル２階
     03-3709-6905  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39812,5896,1 クオール薬局　下北沢〒155-0031 （後発調２）第282141号    平成28年 4月 1日
     店 世田谷区北沢二丁目２０番１４号
     　古川ビル１階
     03-3419-0771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39912,5897,9 いもと薬局 〒154-0021 （後発調２）第281515号    平成28年 4月 1日
     世田谷区豪徳寺二丁目３１番５号
     　宮ノ坂ビル１階
     03-5450-7309  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40012,5899,5 あんず調剤薬局　成城〒157-0066 （後発調２）第283410号    平成28年 6月 1日
     店 世田谷区成城二丁目２９番５号　
     関山マンション２０２号室
     03-5494-5002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40112,5927,4 日本調剤千歳烏山薬局〒157-0062 （後発調２）第282548号    平成28年 4月 1日
     世田谷区南烏山六丁目２７番１０
     号　１階
     03-5314-3471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    245

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40212,5956,3 日本調剤　祖師谷薬局〒157-0072 （後発調２）第284342号    平成28年 7月 1日
     世田谷区祖師谷三丁目３２番５号
     　アソルティ祖師谷大蔵１階
     03-5429-7066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40312,5966,2 なの花薬局　若林店 〒154-0023 （後発調２）第292608号    平成29年 6月 1日
     世田谷区若林三丁目３３番１６号
     03-3413-0170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40412,5974,6 たんぽぽ薬局 〒157-0071 （後発調２）第295917号    平成30年 1月 1日
     世田谷区千歳台五丁目１８番５号
     　千歳台ヒガキビル１階
     03-5429-2145  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40512,5978,7 サンドラッグ赤堤薬局〒156-0044 （後発調２）第295446号    平成29年12月 1日
     世田谷区赤堤三丁目２４番４号
     03-3321-6775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40612,5992,8 つばさ薬局　三軒茶屋〒154-0024 （後発調２）第280548号    平成28年 4月 1日
     店 世田谷区三軒茶屋一丁目３２番１
     ４号　園田ビル１階
     03-6805-3732  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40713,5185,7 たくみ外苑薬局 〒151-0051 （後発調２）第282695号    平成28年 4月 1日
     渋谷区千駄ヶ谷一丁目２９番９号
     　日本パーティービル１階
     03-3497-5741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40813,5196,4 不動薬局 〒151-0071 （後発調２）第293809号    平成29年 8月 1日
     渋谷区本町二丁目４番６号
     03-3376-0388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40913,5311,9 クオール薬局　幡ヶ谷〒151-0072 （後発調２）第295905号    平成30年 1月 1日
     店 渋谷区幡ヶ谷二丁目１８番１７号
     　ジュエリー・パーツ幡ヶ谷１階
     １０１号１０２号
     03-3320-5751  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41013,5349,9 有限会社　斉藤薬局 〒151-0053 （後発調２）第281186号    平成28年 4月 1日
     渋谷区代々木一丁目３８番５号　
     ＫＤＸ代々木ビル２０１号室
     03-3374-7759  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41113,5359,8 リカリ薬局 〒150-0013 （後発調２）第290564号    平成29年 5月 1日
     渋谷区恵比寿四丁目２７番３号　
     内藤ビル１階
     03-5475-6266  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    246

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41213,5372,1 薬樹薬局　北参道 〒151-0051 （後発調２）第289151号    平成28年 4月 1日
     渋谷区千駄ヶ谷三丁目２７番９号
     　ウェスト青山１階１０３号室
     03-6438-0552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41313,5398,6 日生薬局　天現寺店 〒150-0012 （後発調２）第286379号    平成28年11月 1日
     渋谷区広尾五丁目２５番１２号　
     バルビゾン７２
     03-5447-1471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41413,5404,2 初台鈴薬局 〒151-0071 （後発調２）第296275号    平成30年 2月 1日
     渋谷区本町一丁目４番３号　エバ
     ーグレイス本町１－Ｃ号室
     03-6276-5153  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41513,5406,7 ひまわり薬局　広尾店〒150-0012 （後発調２）第285487号    平成28年 9月 1日
     渋谷区広尾五丁目１１番１２号
     03-6721-7066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41613,5409,1 日本調剤　幡ヶ谷駅前〒151-0072 （後発調２）第282756号    平成28年 4月 1日
     薬局 渋谷区幡ケ谷一丁目３２番１９号
     　１階
     03-5738-2921  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41713,5426,5 ハラダ薬局　渋谷本町〒151-0071 （後発調２）第292420号    平成29年 6月 1日
     店 渋谷区本町四目１６番１０号
     03-6300-5981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41813,5427,3 日本調剤　表参道薬局〒150-0001 （後発調２）第293802号    平成29年 8月 1日
     渋谷区神宮前四丁目１１番６号　
     表参道千代田ビル地下１階
     03-5413-8139  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41913,5429,9 日本調剤　宮益坂薬局〒150-0002 （後発調２）第285976号    平成28年10月 1日
     渋谷区渋谷一丁目９番８号　宮益
     坂センスビル１階
     03-5468-5681  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42013,5431,5 アルプス薬局　渋谷店〒150-0042 （後発調２）第294643号    平成29年10月 1日
     渋谷区宇田川町３番１２号　Ｓ：
     ｖｏｒｔ渋谷神南２階
     03-3780-5020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42113,5432,3 かもめ薬局　代々木店〒151-0051 （後発調２）第296278号    平成30年 2月 1日
     渋谷区千駄ヶ谷四丁目２６番１１
     号　１階
     03-6804-6910  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    247

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42213,5445,5 クオール薬局　宮益坂〒150-0002 （後発調２）第286460号    平成28年11月 1日
     店 渋谷区渋谷一丁目７番５号　青山
     セブンハイツ１０２
     03-6427-9189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42313,5447,1 新宿薬局 〒151-0053 （後発調２）第284975号    平成28年 8月 1日
     渋谷区代々木二丁目９番５号　森
     本ビル８階
     03-6300-9405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42413,5448,9 スギ薬局　代官山店 〒150-0021 （後発調２）第289087号    平成29年 4月 1日
     渋谷区恵比寿西一丁目３４番１７
     号　ＺａＨｏｕｓｅビル１階
     03-6416-3435  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42513,5450,5 日本調剤　恵比寿ガー〒150-0013 （後発調２）第296619号    平成30年 3月 1日
     デン薬局 渋谷区恵比寿四丁目２０番３号　
     恵比寿ガーデンプレイスタワー３
     階
     03-5422-7821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42614,5223,4 青葉調剤薬局 〒164-0001 （後発調２）第284995号    平成28年 4月 1日
     中野区中野五丁目４７番１０号
     03-3389-7110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42714,5255,6 ちひろ薬局 〒165-0025 （後発調２）第284427号    平成28年 4月 1日
     中野区沼袋二丁目３０番７号　貴
     志ビル１階
     03-3387-3426  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42814,5260,6 わかば薬局 〒164-0013 （後発調２）第284425号    平成28年 4月 1日
     中野区弥生町三丁目２７番１１号
     03-3372-5664  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42914,5275,4 中野ミキ薬局 〒165-0026 （後発調２）第285489号    平成28年 9月 1日
     中野区新井一丁目３５番１７号
     03-3385-0786  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43014,5278,8 いまくま調剤薬局 〒164-0014 （後発調２）第283958号    平成28年 7月 1日
     中野区南台三丁目３２番５号
     03-3229-5038  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43114,5285,3 新中野調剤薬局 〒164-0011 （後発調２）第296177号    平成30年 2月 1日
     中野区中央四丁目１番３号　ボニ
     ータ新中野ビル１階
     03-3381-0077  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    248

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43214,5302,6 中野新橋調剤薬局 〒164-0012 （後発調２）第294590号    平成29年10月 1日
     中野区本町三丁目１番８号　ハイ
     ムフロイデ１階
     03-3379-0072  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43314,5317,4 日本調剤江古田薬局 〒165-0022 （後発調２）第282778号    平成28年 4月 1日
     中野区江古田四丁目１９番７号
     03-5343-1421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43414,5348,9 桃園薬局 〒164-0001 （後発調２）第284423号    平成28年 4月 1日
     中野区中野三丁目３番２号　喜多
     ハイツ１階
     03-3384-5527  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43514,5366,1 やまと花公園薬局 〒165-0034 （後発調２）第283840号    平成28年 6月 1日
     中野区大和町一丁目５７番４号　
     サンハイツ１階１０１号
     03-3386-3775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43614,5376,0 沼袋薬局 〒165-0025 （後発調２）第296337号    平成30年 2月 1日
     中野区沼袋一丁目８番２０号　松
     下１階
     03-3387-8668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43714,5409,9 スカイ薬局 〒164-0001 （後発調２）第296336号    平成30年 2月 1日
     中野区中野四丁目２番１号　中野
     サンキビル１０階
     03-3387-6210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43814,5442,0 ひかり薬局　中野坂上〒164-0011 （後発調２）第283241号    平成28年 4月 1日
     店 中野区中央二丁目２番３０号　ミ
     ンワハイツ２階
     03-3366-1866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43914,5476,8 すみれ薬局 〒164-0003 （後発調２）第283835号    平成28年 6月 1日
     中野区東中野三丁目１７番１７号
     03-3362-2933  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44014,5487,5 シンワ薬局　病院前店〒165-0027 （後発調２）第295376号    平成29年12月 1日
     中野区野方一丁目５番３号　ヴァ
     ンクレールＯＯＫＩ１階
     03-5380-5900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44114,5509,6 日本調剤　中野薬局 〒165-0027 （後発調２）第282775号    平成28年 4月 1日
     中野区野方一丁目１番１号
     03-5318-2203  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    249

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44214,5523,7 スギ薬局　新井薬師店〒165-0026 （後発調２）第295911号    平成30年 1月 1日
     中野区新井五丁目１番３号　パス
     テル中野１階
     03-5345-7011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44314,5540,1 日本調剤　野方駅前薬〒165-0027 （後発調２）第295874号    平成30年 1月 1日
     局 中野区野方六丁目３１番１２号　
     １階
     03-5356-2161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44414,5542,7 とよかわ薬局 〒165-0026 （後発調２）第293838号    平成29年 9月 1日
     中野区新井一丁目３０番６号　三
     富ビル１階
     03-3387-0016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44514,5554,2 日本調剤　東中野薬局〒164-0003 （後発調２）第296618号    平成30年 3月 1日
     中野区東中野三丁目１０番１０号
     　ループ山の手１階
     03-5348-4190  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44614,5570,8 日本調剤　鷺ノ宮薬局〒165-0032 （後発調２）第282753号    平成28年 4月 1日
     中野区鷺宮三丁目１９番１号　連
     城ビル１階
     03-5327-6381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44714,5579,9 みんなの薬局　東中野〒164-0003 （後発調２）第284601号    平成28年 4月 1日
     駅前店 中野区東中野一丁目５８番１１号
     03-3364-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44814,5589,8 スギ薬局　中野南台店〒164-0014 （後発調２）第296325号    平成30年 2月 1日
     中野区南台一丁目１番１４号　サ
     ンハイツ１階
     03-6300-6091  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44914,5605,2 アイン薬局　中野セン〒164-0001 （後発調２）第295028号    平成29年11月 1日
     トラルパーク店 中野区中野四丁目１０番１号
     03-5345-7450  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45014,5621,9 ソーシン薬局　さぎの〒165-0031 （後発調２）第293737号    平成29年 8月 1日
     宮店 中野区上鷺宮二丁目４番１号　マ
     インドチャージパレス１　１－２
     Ｂ号室
     03-5848-3229  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    250

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45114,5624,3 フラワー薬局　野方店〒165-0027 （後発調２）第296635号    平成30年 3月 1日
     中野区野方五丁目２５番４号　栗
     田ビル１階東側
     03-5356-9044  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45214,5626,8 ココ薬局　中野店 〒164-0014 （後発調２）第292724号    平成29年 5月 1日
     中野区南台三丁目６番１９号　ワ
     イズコート中野南台１階
     03-6382-6051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45314,5627,6 なごみ薬局　上高田店〒164-0002 （後発調２）第294495号    平成29年10月 1日
     中野区上高田一丁目８番１３号
     03-5942-6080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45414,5630,0 茜調剤薬局　中野坂上〒164-0012 （後発調２）第295627号    平成30年 1月 1日
     店 中野区本町二丁目４２番１５号
     03-6300-6122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45514,5631,8 イオックス薬局　鷺ノ〒165-0035 （後発調２）第296681号    平成30年 3月 1日
     宮店 中野区白鷺一丁目７番１５号　マ
     アヤ白鷺１０１
     03-6265-5840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45615,5105,0 三仁堂薬局 〒167-0053 （後発調２）第282539号    平成28年 4月 1日
     杉並区西荻南二丁目２１番１０号
     03-3333-1320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45715,5229,8 サカモト薬局 〒168-0072 （後発調２）第286585号    平成28年 4月 1日
     杉並区高井戸東二丁目２５番１９
     号
     03-3334-3088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45815,5392,4 やぎ調剤薬局 〒166-0016 （後発調２）第284599号    平成28年 8月 1日
     杉並区成田西三丁目２０番４３号
     　クレシーダ１階
     03-3393-7793  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45915,5417,9 ライズ薬局 〒166-0015 （後発調２）第285104号    平成28年 9月 1日
     杉並区成田東四丁目３５番１号　
     石井ビル１階
     03-5377-3954  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46015,5459,1 西荻みなみ薬局 〒167-0053 （後発調２）第283234号    平成28年 5月 1日
     杉並区西荻南一丁目１４番１９号
     　ダイヤハイム１階
     03-3335-7200  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    251

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46115,5534,1 松庵薬局 〒167-0054 （後発調２）第296682号    平成30年 3月 1日
     杉並区松庵二丁目３番１４号
     03-3334-3545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46215,5539,0 なごみ薬局 〒167-0032 （後発調２）第284413号    平成28年 4月 1日
     杉並区天沼三丁目２８番８号
     03-5347-0671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46315,5546,5 スマイル薬局　久我山〒168-0082 （後発調２）第283017号    平成28年 5月 1日
     ３丁目店 杉並区久我山三丁目２５番９号
     03-5370-4553  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46415,5567,1 エンゼル薬局 〒168-0082 （後発調２）第286479号    平成28年 4月 1日
     杉並区久我山二丁目２４番１１号
     03-5336-8555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46515,5609,1 かもめ薬局　下高井戸〒168-0073 （後発調２）第294128号    平成29年 9月 1日
     健康館 杉並区下高井戸一丁目１番７号　
     幸ビル１０３号室
     03-3327-8751  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46615,5612,5 ウエルシア薬局　杉並〒166-0014 （後発調２）第296435号    平成30年 3月 1日
     松ノ木店 杉並区松ノ木二丁目４１番７号
     03-5929-3770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46715,5650,5 日本調剤高円寺薬局 〒166-0002 （後発調２）第282768号    平成28年 4月 1日
     杉並区高円寺北三丁目３５番２６
     号　Ｔ’ｓ　ｇａｒｄｅｎ高円寺
     １階
     03-5327-3810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46815,5655,4 シンワ薬局　高円寺店〒166-0003 （後発調２）第286298号    平成28年 4月 1日
     杉並区高円寺南五丁目４０番１８
     号　ハウスシイダ１００
     03-5913-7101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46915,5661,2 ファーコス薬局　阿佐〒166-0004 （後発調２）第285243号    平成28年 9月 1日
     谷 杉並区阿佐谷南三丁目３７番４号
     　パルティールアサガヤ１階
     03-5335-5813  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47015,5662,0 ファーコス薬局　西荻〒167-0042 （後発調２）第295806号    平成30年 1月 1日
     窪 杉並区西荻北四丁目３３番１４号
     03-5303-1960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    252

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47115,5677,8 なごみ薬局　西荻南口〒167-0053 （後発調２）第283946号    平成28年 7月 1日
     駅前店 杉並区西荻南三丁目９番７号　西
     荻南口駅前富士ビル建物１棟
     03-6454-2865  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47215,5681,0 そうごう薬局　井荻店〒167-0021 （後発調２）第288060号    平成28年 4月 1日
     杉並区井草三丁目１７番１４号
     03-5303-5761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47315,5705,7 ほうなん薬局 〒168-0062 （後発調２）第282889号    平成28年 4月 1日
     杉並区方南一丁目４６番１０号　
     シャトーニイザキ１階
     03-6265-7645  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47415,5706,5 志宝薬局　方南町店 〒168-0063 （後発調２）第294540号    平成29年10月 1日
     杉並区和泉四丁目５０番１５号
     03-6383-1260  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47515,5713,1 プラザ薬局　富士見ヶ〒168-0074 （後発調２）第289110号    平成29年 4月 1日
     丘 杉並区上高井戸二丁目１８番１号
     　１０４
     03-3334-3301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47615,5715,6 そうごう薬局　和田店〒166-0012 （後発調２）第296148号    平成30年 2月 1日
     杉並区和田二丁目２４番１６号　
     ＲＫコート和田１階
     03-5340-7581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47715,5724,8 なつみ薬局 〒167-0021 （後発調２）第283079号    平成28年 5月 1日
     杉並区井草四丁目５番２号　ザ・
     メデル１Ｆ－Ｃ
     03-3395-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47815,5732,1 クオール薬局　下井草〒167-0021 （後発調２）第288343号    平成29年 3月 1日
     店 杉並区井草一丁目２番１号　氏井
     ビル１階
     03-6913-9189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47915,5735,4 つばさ薬局　和泉店 〒168-0063 （後発調２）第280989号    平成28年 4月 1日
     杉並区和泉三丁目４６番８号　フ
     ァミーユ和泉１階
     03-5300-1605  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48015,5742,0 薬局マツモトキヨシ　〒167-0022 （後発調２）第296296号    平成30年 2月 1日
     下井草店 杉並区下井草三丁目３８番１８号
     　レヴォ１階
     03-3394-6515  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    253

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48115,5743,8 薬局マツモトキヨシ　〒167-0043 （後発調２）第295873号    平成30年 1月 1日
     荻窪店 杉並区上荻一丁目２３番１７号　
     クレヴィアリグゼ荻窪１階
     03-5347-2502  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48215,5745,3 フリージア薬局　杉並〒166-0012 （後発調２）第285495号    平成28年 9月 1日
     店 杉並区和田三丁目３０番１０号　
     アルス東高円寺１０２号室
     03-5929-8915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48315,5748,7 グラム薬局　浜田山店〒168-0072 （後発調２）第295867号    平成30年 1月 1日
     杉並区高井戸東三丁目１６番２４
     号　浜田山ニューハウジング１０
     １号室
     03-5941-0641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48415,5752,9 あけぼの薬局　荻窪店〒167-0033 （後発調２）第295866号    平成30年 1月 1日
     杉並区清水一丁目１６番２号　ア
     ゼリアシミズ１階
     03-3390-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48515,5760,2 ファーコス薬局方南町〒168-0062 （後発調２）第296632号    平成30年 3月 1日
     杉並区方南二丁目１８番１４号　
     藤田ビル１階
     03-5378-1716  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48615,5762,8 アイセイ薬局　西荻松〒167-0054 （後発調２）第295869号    平成30年 1月 1日
     庵店 杉並区松庵三丁目２０番１０号
     03-5336-1880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48715,5763,6 フラワー薬局　永福町〒168-0063 （後発調２）第294935号    平成29年11月 1日
     駅前店 杉並区和泉三丁目４番７号　永福
     町駅前クリニックモール１階
     03-6265-8792  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48815,5765,1 ユニバーサルドラッグ〒167-0034 （後発調２）第295814号    平成30年 1月 1日
     薬局　荻窪調剤店 杉並区桃井二丁目２番２号
     03-5311-9061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48915,5766,9 ＳＦＣ薬局　阿佐谷店〒166-0001 （後発調２）第296327号    平成30年 2月 1日
     杉並区阿佐谷北一丁目４番６号　
     コルヌイエ北阿佐谷１階中央店舗
     03-5327-3373  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    254

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49015,5769,3 なないろ薬局　あさが〒166-0001 （後発調２）第295839号    平成30年 1月 1日
     や２号店 杉並区阿佐谷北一丁目３番８号　
     城西阿佐ヶ谷ビル１階
     03-5364-9085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49115,5772,7 セントラル薬局　永福〒168-0064 （後発調２）第296605号    平成30年 3月 1日
     杉並区永福四丁目１８番５号　フ
     ェリーチェ杉並１階
     03-6379-4988  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49216,5366,6 みやこ薬局　巣鴨店 〒170-0002 （後発調２）第284464号    平成28年 7月 1日
     豊島区巣鴨四丁目２９番３号　パ
     ールコートいせや１階
     03-5907-7785  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49316,5382,3 ハタ薬局 〒171-0043 （後発調２）第282788号    平成28年 4月 1日
     豊島区要町三丁目１１番３号
     03-5966-3621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49416,5404,5 薬局マツモトキヨシ　〒170-0013 （後発調２）第295862号    平成30年 1月 1日
     池袋パート２店 豊島区東池袋一丁目２２番８号
     03-5951-0051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49516,5407,8 友仁堂薬局 〒170-0001 （後発調２）第285009号    平成28年 8月 1日
     豊島区西巣鴨一丁目１９番２０号
     03-3915-6900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49616,5442,5 薬局アポック　池袋店〒170-6008 （後発調２）第293792号    平成29年 8月 1日
     豊島区東池袋三丁目１番１号サン
     シャイン６０　８階
     03-3987-0102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49716,5471,4 いるか薬局 〒170-0012 （後発調２）第281526号    平成28年 4月 1日
     豊島区上池袋一丁目３８番１０号
     　不二ビル１０１
     03-5974-8606  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49816,5488,8 御代の台薬局　西巣鴨〒170-0001 （後発調２）第296579号    平成30年 3月 1日
     店 豊島区西巣鴨四丁目６番５号　ピ
     エール西巣鴨１Ａ
     03-3940-4070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49916,5501,8 スギ薬局　東池袋店 〒170-0013 （後発調２）第293757号    平成29年 8月 1日
     豊島区東池袋二丁目２２番１号　
     信越ビル１階
     03-5985-9550  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    255

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50016,5502,6 日本調剤　上池袋薬局〒170-0012 （後発調２）第282672号    平成28年 4月 1日
     豊島区上池袋一丁目３７番２２号
     03-5961-5863  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50116,5524,0 まごころ薬局 〒171-0052 （後発調２）第286544号    平成28年 4月 1日
     豊島区南長崎一丁目３番３号　ク
     レインパレス南長崎１０１
     03-6908-0861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50216,5531,5 西池薬局 〒171-0021 （後発調２）第294111号    平成29年 9月 1日
     豊島区西池袋一丁目４番１０号　
     西池袋一丁目ビル新館１階
     03-5944-9733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50316,5548,9 薬局マツモトキヨシ　〒171-0031 （後発調２）第295872号    平成30年 1月 1日
     目白店 豊島区目白三丁目５番１５号　目
     白ビル１階
     03-5988-7073  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50416,5555,4 さくら薬局　池袋２丁〒171-0014 （後発調２）第288359号    平成29年 3月 1日
     目店 豊島区池袋二丁目１８番１号　タ
     ムラ第一ビル１階
     03-3982-8021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50516,5564,6 よつば薬局　池袋店 〒171-0022 （後発調２）第283128号    平成28年 4月 1日
     豊島区南池袋二丁目２９番１０号
     　金井ビル７階Ｂ号室
     03-6914-1943  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50616,5569,5 なの花薬局　大塚店 〒170-0004 （後発調２）第283005号    平成28年 5月 1日
     豊島区北大塚一丁目１７番９号　
     平松ビル１階
     03-5907-3995  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50716,5571,1 そうごう薬局　東池袋〒171-0022 （後発調２）第287413号    平成29年 1月 1日
     店 豊島区南池袋二丁目４５番３号　
     としまエコミューゼタウン２階
     03-5904-8371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50816,5572,9 さくら薬局　池袋駅西〒171-0021 （後発調２）第294140号    平成29年 9月 1日
     店 豊島区西池袋一丁目３番５号　山
     中ビル１階
     03-5985-1827  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    256

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50916,5574,5 鈴薬局　池袋店 〒171-0014 （後発調２）第283794号    平成28年 6月 1日
     豊島区池袋二丁目２４番４号　１
     階
     03-5944-8801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51016,5576,0 田辺薬局　豊島長崎店〒171-0051 （後発調２）第281358号    平成28年 4月 1日
     豊島区長崎二丁目１４番１１号　
     １階
     03-5986-9100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51116,5578,6 たかしん薬局　池袋店〒171-0022 （後発調２）第285847号    平成28年10月 1日
     豊島区南池袋二丁目２７番２号　
     マルグリットビル１階
     03-5944-9585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51216,5579,4 よつば薬局　池袋西口〒171-0021 （後発調２）第284697号    平成28年 6月 1日
     店 豊島区西池袋一丁目１５番８号　
     三仲ビル６階
     03-6914-0854  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51316,5580,2 ヒロ薬局　下板橋店 〒170-0011 （後発調２）第286064号    平成28年 9月 1日
     豊島区池袋本町三丁目２３番１１
     号
     03-5985-2033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51416,5582,8 あけぼの薬局　南長崎〒171-0052 （後発調２）第295865号    平成30年 1月 1日
     店 豊島区南長崎三丁目１５番６号
     03-3952-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51516,5583,6 近藤薬局 〒170-0011 （後発調２）第286586号    平成28年12月 1日
     豊島区池袋本町三丁目７番２７号
     　第二横山ビル１０１号
     03-5951-4970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51616,5585,1 アイセイ薬局　千川店〒171-0043 （後発調２）第290455号    平成29年 4月 1日
     豊島区要町三丁目３９番地５　ア
     ジリア千川駅前２階
     03-5986-0222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51716,5586,9 西参道薬局 〒171-0032 （後発調２）第288706号    平成29年 2月 1日
     豊島区雑司が谷三丁目３番１８号
     　飛田ビル１階
     03-5396-3865  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    257

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51816,5588,5 いちょう薬局 〒171-0021 （後発調２）第291237号    平成29年 3月 1日
     豊島区西池袋三丁目２９番１２号
     　大地屋ビル３階Ｂ
     03-6912-5952  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51916,5599,2 せんし堂薬局　要町店〒171-0043 （後発調２）第296386号    平成30年 3月 1日
     豊島区要町一丁目１８番３号
     03-5926-6313  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52016,5600,8 アリス薬局　北大塚店〒170-0004 （後発調２）第296657号    平成30年 3月 1日
     豊島区北大塚一丁目１９番２号　
     バッカス大塚１階
     03-5972-4480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52117,5226,0 サクマ薬局 〒114-0004 （後発調２）第280938号    平成28年 4月 1日
     北区堀船一丁目１９番７号
     03-3911-4891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52217,5266,6 マエダ薬局 〒115-0042 （後発調２）第296170号    平成30年 2月 1日
     北区志茂二丁目３４番１１号
     03-3901-2351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52317,5328,4 御代の台薬局　岸町店〒114-0021 （後発調２）第285375号    平成28年 9月 1日
     北区岸町二丁目９番１号
     03-5993-9522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52417,5364,9 マエノ薬局 〒115-0056 （後発調２）第284963号    平成28年 8月 1日
     北区西が丘一丁目１５番１１号
     03-3905-1122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52517,5394,6 滝野川薬局 〒114-0023 （後発調２）第285842号    平成28年 4月 1日
     北区滝野川三丁目４０番１号
     03-5907-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52617,5399,5 薬局アポック　赤羽店〒115-0045 （後発調２）第296164号    平成30年 2月 1日
     北区赤羽二丁目６４番１５号　栃
     木屋ビル１階
     03-5249-3337  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52717,5407,6 御代の台薬局　板橋店〒114-0023 （後発調２）第287146号    平成28年12月 1日
     北区滝野川七丁目３０番９号
     03-3916-3721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52817,5413,4 ワカバ薬局 〒115-0051 （後発調２）第282967号    平成28年 5月 1日
     北区浮間二丁目２２番１６号　１
     ０１
     03-5392-0039  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    258

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52917,5430,8 いけだ薬局 〒114-0023 （後発調２）第296581号    平成30年 3月 1日
     北区滝野川五丁目１５番５号　ハ
     イツ大野１階
     03-3940-3010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53017,5439,9 はなまる薬局　赤羽店〒115-0045 （後発調２）第284385号    平成28年 7月 1日
     北区赤羽二丁目１５番１０号　山
     田ビル１階
     03-5249-5202  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53117,5449,8 しらゆき薬局 〒115-0045 （後発調２）第286278号    平成28年 4月 1日
     北区赤羽二丁目１２番８号　稲見
     ビル１階
     03-5939-4322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53217,5483,7 サンドラッグ赤羽台薬〒115-0053 （後発調２）第296191号    平成30年 2月 1日
     局 北区赤羽台四丁目１１番８号
     03-5924-3710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53317,5496,9 雄飛堂薬局　上十条一〒114-0034 （後発調２）第295857号    平成30年 1月 1日
     丁目店 北区上十条一丁目１０番９号
     03-3906-1235  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53417,5501,6 御代の台薬局　駒込店〒114-0015 （後発調２）第294539号    平成29年10月 1日
     北区中里二丁目１７番１２号　１
     階
     03-3576-1941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53517,5506,5 赤羽調剤薬局　ＬａＬ〒115-0045 （後発調２）第296235号    平成30年 2月 1日
     ａ店 北区赤羽二丁目４番１０号　金剛
     第二ビル１階
     03-3598-9171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53617,5508,1 阪神調剤薬局　エステ〒115-0051 （後発調２）第296595号    平成30年 3月 1日
     ィ薬局店 北区浮間三丁目１番５２号　リレ
     ント北赤羽１階
     03-3966-5577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53717,5528,9 ひばり薬局　東十条店〒114-0001 （後発調２）第287056号    平成28年12月 1日
     北区東十条三丁目１６番１７号　
     茂木マンション１階
     03-5902-3200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53817,5530,5 薬局くすりの福太郎　〒114-0012 （後発調２）第285461号    平成28年 9月 1日
     田端新町店 北区田端新町一丁目３１番２号　
     １階
     03-5855-1708  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    259

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53917,5538,8 さくら薬局　東十条店〒114-0001 （後発調２）第286948号    平成28年 4月 1日
     北区東十条三丁目３番１号　東十
     条マンション１階１０４
     03-5902-3441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54017,5552,9 クオール薬局　王子店〒114-0002 （後発調２）第295462号    平成29年12月 1日
     北区王子一丁目５番２号　テング
     第一ビル１階２階
     03-5902-9089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54117,5553,7 東十条調剤薬局 〒114-0001 （後発調２）第284130号    平成28年 4月 1日
     北区東十条三丁目１番１０号　秦
     野ビル１階
     03-5390-0608  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54217,5557,8 アイランド薬局　アポ〒114-0002 （後発調２）第296404号    平成30年 3月 1日
     ロン王子店 北区王子二丁目１４番１３号
     03-5902-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54317,5562,8 サン薬局　王子店 〒114-0002 （後発調２）第285399号    平成28年 9月 1日
     北区王子一丁目２２番５号　サン
     プレイ王子ビル１０１
     03-3913-8373  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54417,5567,7 雄飛堂薬局　中十条店〒114-0032 （後発調２）第295858号    平成30年 1月 1日
     北区中十条二丁目１２番２号　写
     光ハイム東十条１０２号
     03-3905-6551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54517,5573,5 尾久駅前薬局 〒114-0011 （後発調２）第285246号    平成28年 4月 1日
     北区昭和町二丁目８番３号　１０
     １
     03-5901-9575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54617,5576,8 共創未来　赤羽薬局 〒115-0045 （後発調２）第287139号    平成28年 4月 1日
     北区赤羽一丁目４０番２号　大同
     ビル１階
     03-3598-9755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54717,5579,2 竹内薬局　赤羽店 〒115-0045 （後発調２）第296245号    平成30年 2月 1日
     北区赤羽一丁目２０番６号
     03-3903-7751  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54817,5581,8 ウメザワ薬局 〒115-0055 （後発調２）第295647号    平成30年 1月 1日
     北区赤羽西二丁目２１番１６号
     03-3900-3881  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    260

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  54917,5582,6 あさひ調剤薬局　西ケ〒114-0024 （後発調２）第295824号    平成30年 1月 1日
     原店 北区西ケ原二丁目３番２号
     03-6903-5793  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55017,5583,4 雄飛堂薬局　ＬａＬａ〒115-0045 （後発調２）第296742号    平成30年 3月 1日
     赤羽店 北区赤羽二丁目１６番３号
     03-5939-9011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55117,5592,5 王子東口薬局 〒114-0002 （後発調２）第282617号    平成28年 4月 1日
     北区王子一丁目１２番１０号　王
     子ビル２階
     03-3912-0294  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55217,5593,3 ファーマライズ薬局　〒114-0001 （後発調２）第283010号    平成28年 5月 1日
     東十条店 北区東十条三丁目１番１２号
     03-3912-5161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55317,5594,1 ハート薬局　滝野川店〒114-0023 （後発調２）第286152号    平成28年11月 1日
     北区滝野川六丁目８番１号
     03-5972-1424  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55417,5601,4 アイン薬局　王子店 〒114-0003 （後発調２）第285608号    平成28年 4月 1日
     北区豊島三丁目８番４号
     03-5902-8500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55517,5602,2 調剤薬局ツルハドラッ〒114-0001 （後発調２）第286282号    平成28年11月 1日
     グ　東十条北口店 北区東十条三丁目１６番９号　１
     階
     03-5959-1268  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55617,5605,5 雄飛堂薬局　在宅セン〒114-0034 （後発調２）第283429号    平成28年 4月 1日
     ター　十条店 北区上十条一丁目２６番３号
     03-5948-5977  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55717,5610,5 薬局　風のガーデン 〒115-0055 （後発調２）第286484号    平成28年11月 1日
     北区赤羽西一丁目２２番１５号　
     大亜コーポ１０１号
     03-5948-8078  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55817,5612,1 ハックドラッグ　にし〒115-0056 （後発調２）第292745号    平成29年 7月 1日
     がおか薬局 北区西が丘一丁目５番１１号　ハ
     イツトーワ１０１
     03-5963-6330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55917,5613,9 ハックドラッグ　赤羽〒115-0053 （後発調２）第296433号    平成30年 3月 1日
     台薬局 北区赤羽台一丁目５番１８号
     03-5963-5062  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    261

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  56017,5614,7 田辺薬局　赤羽東口店〒115-0045 （後発調２）第295808号    平成30年 1月 1日
     北区赤羽一丁目３８番６号　中央
     ビル１階
     03-5939-4171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56117,5616,2 デイジー薬局　滝野川〒114-0023 （後発調２）第290355号    平成29年 4月 1日
     店 北区滝野川四丁目１５番９号
     03-5948-6819  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56217,5621,2 あすか薬局 〒114-0003 （後発調２）第288669号    平成29年 2月 1日
     北区豊島三丁目５番６号　セント
     ラルマンション１階
     03-3912-7478  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56317,5622,0 ひまわり薬局 〒114-0001 （後発調２）第288677号    平成29年 2月 1日
     北区東十条二丁目６番５号　第２
     富士ビル１階
     03-3912-0293  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56417,5623,8 ひまわり薬局　浮間店〒115-0051 （後発調２）第288683号    平成29年 2月 1日
     北区浮間三丁目２２番５号　二ノ
     宮ビル１階
     03-3558-3081  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56517,5624,6 すずらん薬局 〒115-0042 （後発調２）第294135号    平成29年 9月 1日
     北区志茂四丁目１４番１号　マン
     ションベアーズ１０２号室
     03-3598-3085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56617,5628,7 ひのき薬局 〒115-0043 （後発調２）第295757号    平成30年 1月 1日
     北区神谷一丁目１５番１号　セン
     テニアル王子神谷Ｂ
     03-6903-2361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56717,5631,1 スリー薬局 〒114-0001 （後発調２）第294663号    平成29年11月 1日
     北区東十条四丁目５番２０号　ハ
     イマートＩＧ１０１号
     03-5944-6777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56818,5175,7 日本調剤宮ノ前薬局 〒116-0011 （後発調２）第284359号    平成28年 7月 1日
     荒川区西尾久二丁目９番１０号
     03-3810-9481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56918,5179,9 金龍薬局 〒116-0002 （後発調２）第287589号    平成28年 4月 1日
     荒川区荒川六丁目６９番４号
     03-3895-4013  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    262

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57018,5241,7 ファーコス薬局　西尾〒116-0011 （後発調２）第281855号    平成28年 4月 1日
     久めぐみ 荒川区西尾久二丁目３４番１１号
     03-5855-7231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57118,5273,0 さくら薬局　町屋店 〒116-0001 （後発調２）第283821号    平成28年 6月 1日
     荒川区町屋四丁目１０番１２号
     03-3819-8020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57218,5274,8 つくし薬局　日暮里店〒116-0014 （後発調２）第280319号    平成28年 4月 1日
     荒川区東日暮里六丁目２１番１号
     03-3801-7415  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57318,5279,7 たかはし薬局　荒川店〒116-0012 （後発調２）第286728号    平成28年 4月 1日
     荒川区東尾久二丁目９番１２号
     03-3819-0210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57418,5347,2 アイン薬局　汐入店 〒116-0003 （後発調２）第286600号    平成28年 4月 1日
     荒川区南千住八丁目４番４号
     03-5604-7093  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57518,5350,6 薬局ナチュラル・メデ〒116-0003 （後発調２）第295805号    平成30年 1月 1日
     ィクス 荒川区南千住七丁目１番１号　ア
     クレスティ南千住１０３号室
     03-3807-3855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57618,5366,2 スミダ薬局 〒116-0003 （後発調２）第283718号    平成28年 6月 1日
     荒川区南千住三丁目４番５号　１
     階
     03-3805-8989  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57718,5368,8 あすか薬局　西日暮里〒116-0013 （後発調２）第288624号    平成28年 4月 1日
     店 荒川区西日暮里五丁目１１番８号
     　三共セントラルプラザビル４階
     03-6806-5530  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57818,5383,7 ＯＧＰ薬局　荒川店 〒116-0002 （後発調２）第286657号    平成28年 4月 1日
     荒川区荒川五丁目１１番１８号
     03-5604-9995  (03-5604-9996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57918,5384,5 入江薬局　本店 〒116-0012 （後発調２）第296229号    平成30年 2月 1日
     荒川区東尾久三丁目３１番９号　
     １０１
     03-3895-0129  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    263

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58018,5391,0 薬局マツモトキヨシ　〒116-0014 （後発調２）第293009号    平成29年 7月 1日
     三河島駅前店 荒川区東日暮里三丁目４０番１３
     号　ニュートーキョー三河島ビル
     １階
     03-3801-5062  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58118,5396,9 アイセイ薬局　南千住〒116-0003 （後発調２）第286842号    平成28年10月 1日
     店 荒川区南千住八丁目４番５号　１
     ０６
     03-5850-5599  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58218,5398,5 スギ薬局　東尾久店 〒116-0012 （後発調２）第296322号    平成30年 2月 1日
     荒川区東尾久四丁目８番１１号
     03-5901-9205  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58318,5399,3 あらかわ虹薬局 〒116-0002 （後発調２）第288673号    平成29年 2月 1日
     荒川区荒川四丁目５４番１号
     03-3803-1005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58418,5403,3 しちゅう薬局 〒116-0011 （後発調２）第295994号    平成30年 1月 1日
     荒川区西尾久二丁目３５番４号　
     藤村ビル１０１
     03-6458-2758  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58519,5270,4 あい薬局 〒174-0071 （後発調２）第285557号    平成28年10月 1日
     板橋区常盤台四丁目３２番１０号
     　キャッスルカナイビル１階
     03-5398-1291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58619,5304,1 ヒルマ薬局　小豆沢店〒174-0051 （後発調２）第296591号    平成30年 3月 1日
     板橋区小豆沢二丁目１７番１号
     03-5970-2911  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58719,5381,9 南條薬局 〒174-0054 （後発調２）第288808号    平成28年 4月 1日
     板橋区宮本町５０番９号
     03-3967-1482  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58819,5393,4 おおにし薬局 〒174-0071 （後発調２）第287241号    平成29年 1月 1日
     板橋区常盤台三丁目２６番１６号
     03-3965-7255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58919,5399,1 ひばり薬局 〒173-0001 （後発調２）第290415号    平成29年 4月 1日
     板橋区本町３６番１３号
     03-5375-4500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    264

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59019,5417,1 ソーシン薬局　ときわ〒174-0072 （後発調２）第283569号    平成28年 4月 1日
     台店 板橋区南常盤台二丁目１４番１４
     ー１０１号　さくら第一ビル１階
     03-3966-4434  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59119,5426,2 ほその薬局　東新町店〒174-0074 （後発調２）第296372号    平成30年 3月 1日
     板橋区東新町一丁目１３番１１号
     03-5964-7230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59219,5472,6 氷川薬局 〒175-0092 （後発調２）第288902号    平成28年 4月 1日
     板橋区赤塚四丁目１４番１４号
     03-3938-4511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59319,5500,4 かみいた調剤薬局 〒174-0076 （後発調２）第289264号    平成28年 4月 1日
     板橋区上板橋二丁目２番１７号　
     サンライズ上板橋１階
     03-3931-5370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59419,5503,8 元気堂薬局 〒175-0094 （後発調２）第288580号    平成28年 4月 1日
     板橋区成増三丁目１９番２１号　
     幸栄ビル１階
     03-5998-8005  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59519,5512,9 はまなす薬局 〒174-0076 （後発調２）第283960号    平成28年 7月 1日
     板橋区上板橋二丁目１番１０号　
     メゾンプルミエール１階
     03-3559-3107  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59619,5514,5 赤塚並木調剤薬局 〒175-0092 （後発調２）第286591号    平成28年12月 1日
     板橋区赤塚二丁目１１番１号　あ
     みだビル１階
     03-3938-5931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59719,5524,4 みゆき薬局 〒175-0083 （後発調２）第291629号    平成29年 5月 1日
     板橋区徳丸三丁目１１番１号
     03-5921-0122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59819,5542,6 金芳堂薬局 〒173-0035 （後発調２）第287205号    平成29年 1月 1日
     板橋区大谷口一丁目１５番８号
     03-3956-2488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59919,5555,8 みずほ薬局 〒174-0046 （後発調２）第287714号    平成29年 2月 1日
     板橋区蓮根二丁目１９番１９号
     03-5916-0556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    265

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  60019,5564,0 大山鈴薬局 〒173-0014 （後発調２）第284970号    平成28年 8月 1日
     板橋区大山東町１８番４号　北岡
     ビル１階
     03-5248-7027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60119,5568,1 薬局くすりの福太郎　〒174-0075 （後発調２）第285939号    平成28年10月 1日
     上板橋店 板橋区桜川三丁目２３番２号　コ
     モディイイダ桜川店２階
     03-5921-2029  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60219,5586,3 ソーシン薬局　板橋志〒174-0056 （後発調２）第283563号    平成28年 4月 1日
     村店 板橋区志村一丁目３４番１６号　
     １階　シャトル坂上
     03-3558-5808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60319,5596,2 つばさ薬局 〒175-0083 （後発調２）第287267号    平成29年 1月 1日
     板橋区徳丸六丁目４５番６号　１
     ０２号
     03-5922-6558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60419,5605,1 ユニバーサルドラッグ〒174-0051 （後発調２）第287949号    平成29年 2月 1日
     薬局　志村坂上調剤店板橋区小豆沢三丁目６番５号
     03-5392-2258  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60519,5607,7 すみれ薬局 〒175-0082 （後発調２）第289170号    平成28年 4月 1日
     板橋区高島平一丁目７２番１４号
     １０１
     03-3935-3080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60619,5609,3 ゆみ薬局 〒175-0082 （後発調２）第283820号    平成28年 6月 1日
     板橋区高島平一丁目７４番７号　
     藤ハイム１階
     03-3934-3973  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60719,5611,9 成増調剤薬局 〒175-0094 （後発調２）第286003号    平成28年11月 1日
     板橋区成増一丁目１４番１９号
     03-3977-3520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60819,5612,7 まえの６丁目薬局 〒174-0063 （後発調２）第282269号    平成28年 4月 1日
     板橋区前野町六丁目２７番５号
     03-3965-8107  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60919,5613,5 ケイロン薬局　ターミ〒175-0082 （後発調２）第280541号    平成28年 4月 1日
     ナル店 板橋区高島平六丁目１番１号　板
     橋トラックターミナル管理棟１階
     03-6905-8536  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    266

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61019,5619,2 サニー薬局 〒173-0014 （後発調２）第289668号    平成28年 4月 1日
     板橋区大山東町５７番６号　トナ
     ハイツ１階
     03-5248-2058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61119,5620,0 たんぽぽ薬局　中板橋〒173-0021 （後発調２）第296185号    平成30年 2月 1日
     店 板橋区弥生町２９番１０号　弥生
     ファミリーハイツ１０２号
     03-5964-6480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61219,5637,4 共創未来　大山薬局 〒173-0033 （後発調２）第283888号    平成28年 6月 1日
     板橋区大山西町３番９号
     03-5965-6203  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61319,5642,4 さくら薬局　板橋店 〒173-0032 （後発調２）第294593号    平成29年10月 1日
     板橋区大谷口上町２９番８号
     03-5995-5683  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61419,5643,2 さくら薬局　小茂根店〒173-0037 （後発調２）第291646号    平成29年 5月 1日
     板橋区小茂根四丁目９番１０号　
     酒井ビル１階
     03-5995-1511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61519,5644,0 さくら薬局　本店 〒173-0032 （後発調２）第292500号    平成29年 6月 1日
     板橋区大谷口上町２８番１１号
     03-3957-1122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61619,5648,1 すみれ薬局　本店 〒175-0082 （後発調２）第289167号    平成28年 4月 1日
     板橋区高島平一丁目６９番１４－
     １０１号　ヴィラ高島平
     03-6915-7040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61719,5649,9 にしたか薬局 〒175-0091 （後発調２）第280307号    平成28年 4月 1日
     板橋区三園一丁目４７番９号
     03-3938-3133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61819,5660,6 アップル薬局　成増店〒175-0094 （後発調２）第284489号    平成28年 7月 1日
     板橋区成増一丁目２８番１５号３
     ０３号　林屋ビル
     03-6915-6481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61919,5663,0 ソーシン薬局　徳丸店〒175-0083 （後発調２）第283567号    平成28年 4月 1日
     板橋区徳丸五丁目３番２３号
     03-3931-7780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    267

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62019,5667,1 日本調剤　上板橋薬局〒174-0076 （後発調２）第285968号    平成28年10月 1日
     板橋区上板橋二丁目３６番１号
     03-5922-3680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62119,5671,3 ファーコス薬局　かみ〒174-0076 （後発調２）第292455号    平成29年 6月 1日
     いたばし 板橋区上板橋三丁目１７番７－１
     ０１号　シンメイ上板橋マンショ
     ン
     03-5922-1566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62219,5673,9 グリーン薬局 〒173-0004 （後発調２）第291772号    平成29年 5月 1日
     板橋区板橋二丁目２３番６号　コ
     ーポタナカ１階
     03-5944-1944  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62319,5680,4 日本調剤　成増薬局 〒175-0094 （後発調２）第285969号    平成28年10月 1日
     板橋区成増二丁目２１番４号　１
     階
     03-5967-3061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62419,5683,8 みその薬局 〒175-0091 （後発調２）第284822号    平成28年 8月 1日
     板橋区三園一丁目１５番８号
     03-5383-2289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62519,5693,7 そうごう薬局　高島平〒175-0082 （後発調２）第284881号    平成28年 8月 1日
     店 板橋区高島平２丁目３３番１号　
     ピーコックストア高島平店２階
     03-5399-1211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62619,5703,4 メディスンショップ　〒175-0094 （後発調２）第296705号    平成30年 3月 1日
     なります薬局 板橋区成増二丁目２１番２１号　
     東京飯店ビル１階
     03-5968-8558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62719,5705,9 クリエイト薬局　板橋〒174-0043 （後発調２）第285062号    平成28年 8月 1日
     蓮根店 板橋区坂下二丁目１６番５号
     03-5916-6551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62819,5710,9 プラザ薬局 〒175-0082 （後発調２）第293629号    平成29年 8月 1日
     板橋区高島平二丁目２２番８号　
     高島平セレナビル１階
     03-5398-6321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62919,5712,5 幸町ロイヤル薬局 〒173-0034 （後発調２）第294960号    平成29年11月 1日
     板橋区幸町４０番７号　雅マンシ
     ョン１階
     03-3530-8667  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    268

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  63019,5715,8 こぐま薬局 〒174-0041 （後発調２）第283554号    平成28年 4月 1日
     板橋区舟渡二丁目４番１号
     03-6279-8842  (03-6279-8843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63119,5720,8 サンドラッグ高島平薬〒175-0082 （後発調２）第283259号    平成28年 5月 1日
     局 板橋区高島平八丁目１３番６号
     03-3936-3663  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63219,5722,4 成増薬局　駅前店 〒175-0094 （後発調２）第290416号    平成29年 4月 1日
     板橋区成増二丁目１１番６号
     03-6786-2020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63319,5725,7 御代の台薬局　前野町〒174-0063 （後発調２）第294928号    平成29年11月 1日
     店 板橋区前野町二丁目４８番２号
     03-5918-8844  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63419,5727,3 さくら薬局　高島平東〒175-0082 （後発調２）第291647号    平成29年 5月 1日
     口店 板橋区高島平八丁目５番１０号　
     ＭＡビル１階
     03-5399-2759  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63519,5732,3 スギ薬局　高島平店 〒175-0082 （後発調２）第287540号    平成29年 1月 1日
     板橋区高島平一丁目５４番１６号
     　ローヤル高穂１階
     03-6906-5391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63619,5734,9 ケイワ薬局　板橋区役〒173-0004 （後発調２）第296216号    平成30年 2月 1日
     所前店 板橋区板橋二丁目６６番１６号
     03-5969-8827  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63719,5737,2 ケイワ薬局　赤塚店 〒175-0092 （後発調２）第295418号    平成29年12月 1日
     板橋区赤塚五丁目１番４号
     03-5876-5611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63819,5738,0 フジ薬局板橋大山店 〒173-0033 （後発調２）第296318号    平成30年 2月 1日
     板橋区大山西町６３番３号　ドエ
     ルフローラ１階
     03-5926-3289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63919,5740,6 イオン薬局　板橋前野〒174-0063 （後発調２）第286147号    平成28年11月 1日
     町店 板橋区前野町四丁目２１番２２号
     03-5916-8120  (03-5916-8121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64019,5741,4 そうごう薬局　大谷口〒173-0031 （後発調２）第295831号    平成30年 1月 1日
     北店 板橋区大谷口北町７０番７号
     03-3959-7298  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    269

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  64119,5742,2 薬林堂薬局 〒173-0024 （後発調２）第295742号    平成30年 1月 1日
     板橋区大山金井町５５番３号　ビ
     ューステージ１階
     03-3974-3737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64219,5745,5 スギ薬局　成増駅南口〒175-0094 （後発調２）第291802号    平成29年 5月 1日
     店 板橋区成増二丁目１５番１８号　
     成増プライムビル１階
     03-6909-9681  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64319,5746,3 ときわ台薬局 〒174-0071 （後発調２）第290088号    平成29年 4月 1日
     板橋区常盤台一丁目４４番３号
     03-6454-9470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64419,5749,7 キタマチ薬局　宮の下〒175-0083 （後発調２）第285498号    平成28年 9月 1日
     店 板橋区徳丸二丁目２９番１３号
     03-5922-1666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64519,5756,2 いたばし薬局 〒174-0071 （後発調２）第293138号    平成29年 7月 1日
     板橋区常盤台四丁目３２番１号
     03-6915-7729  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64619,5763,8 あすか薬局 〒175-0083 （後発調２）第296498号    平成30年 3月 1日
     板橋区徳丸三丁目１番１７号
     03-5922-6560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64719,5764,6 さんさん薬局 〒174-0056 （後発調２）第287045号    平成28年12月 1日
     板橋区志村一丁目１３番３号　第
     二土方会計ビル１０１
     03-3960-3331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64819,5766,1 オリーブ薬局 〒173-0011 （後発調２）第287591号    平成29年 2月 1日
     板橋区双葉町４０番１３号
     03-6905-6472  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64919,5769,5 あけぼの薬局　中板橋〒173-0016 （後発調２）第287089号    平成28年12月 1日
     店 板橋区中板橋２０番５－１０１号
     　モダ・ビエント中板橋
     03-5944-3778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65019,5771,1 そうごう薬局　志村坂〒174-0056 （後発調２）第287804号    平成29年 2月 1日
     上店 板橋区志村二丁目１０番１号　Ｐ
     ＬＡＺＡ　ＮＩＫＩ　１階
     03-5948-7611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    270

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  65119,5772,9 笑和生活薬局 〒174-0046 （後発調２）第286859号    平成28年10月 3日
     板橋区蓮根二丁目１７番７号
     03-5918-7549  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65219,5774,5 はちま薬局 〒175-0092 （後発調２）第287865号    平成29年 2月 1日
     板橋区赤塚三丁目９番１号　リバ
     ティカイト１階
     03-3938-0877  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65319,5775,2 成増けやき薬局 〒175-0094 （後発調２）第287593号    平成28年12月 1日
     板橋区成増二丁目１７番８号
     03-5967-3800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65419,5776,0 日本調剤　高島平薬局〒175-0082 （後発調２）第291685号    平成29年 5月 1日
     板橋区高島平二丁目３３番７－１
     ０３号
     03-6912-3671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65519,5781,0 みどり薬局 〒174-0051 （後発調２）第288731号    平成29年 2月 1日
     板橋区小豆沢一丁目９番１４号
     03-3558-7993  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65619,5782,8 志村薬局 〒174-0043 （後発調２）第295079号    平成29年11月 1日
     板橋区坂下一丁目１２番２１号
     03-3966-0680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65719,5783,6 りおん薬局　志村坂店〒174-0042 （後発調２）第295109号    平成29年11月 1日
     板橋区東坂下一丁目９番５号　２
     階
     03-6279-8164  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65819,5785,1 まえの本通り薬局 〒174-0063 （後発調２）第290904号    平成29年 3月 1日
     板橋区前野町四丁目１４番１号
     03-5970-2971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65919,5786,9 ファーマライズ薬局　〒175-0094 （後発調２）第291437号    平成29年 3月 1日
     西友成増店 板橋区成増三丁目１１番３号　西
     友成増店１階
     03-3976-2852  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66019,5787,7 むさしの薬局　赤塚店〒175-0092 （後発調２）第294586号    平成29年10月 1日
     板橋区赤塚一丁目１０番８号
     03-5968-3966  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66119,5789,3 セイリン薬局 〒174-0046 （後発調２）第292701号    平成29年 5月 1日
     板橋区蓮根二丁目１５番３号
     03-5994-4947  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    271

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  66219,5791,9 のぞみ薬局　板橋本町〒173-0001 （後発調２）第292692号    平成29年 4月20日
     店 板橋区本町３９番２号　タカミハ
     イツ１階
     03-5944-1704  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66319,5793,5 片山薬局　蓮沼 〒174-0052 （後発調２）第296338号    平成30年 2月 1日
     板橋区蓮沼町２０番１２号
     03-3558-0860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66419,5795,0 西台ファミリー薬局 〒175-0045 （後発調２）第293691号    平成29年 7月 1日
     板橋区西台四丁目５番６号
     03-3932-9800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66519,5796,8 クオール薬局　中板橋〒173-0016 （後発調２）第294716号    平成29年10月 1日
     店 板橋区中板橋２０番１号　モダ・
     ビエント中板橋プラシア１０３
     03-5944-7164  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66619,5797,6 そよ風薬局　成増店 〒175-0094 （後発調２）第295609号    平成29年12月 1日
     板橋区成増三丁目３番７号　川嶋
     ビル１階
     03-3979-3421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66719,5798,4 高島通り薬局 〒175-0082 （後発調２）第295898号    平成29年12月 1日
     板橋区高島平八丁目２番２号
     03-5921-1480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66820,5184,5 幸福堂薬局 〒178-0063 （後発調２）第285112号    平成28年 9月 1日
     練馬区東大泉七丁目３８番２９号
     　加昌マンション１階１０７
     03-3978-0012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66920,5228,0 ジョイント薬局 〒176-0021 （後発調２）第295478号    平成29年12月 1日
     練馬区貫井三丁目１１番１２号
     03-3999-3608  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67020,5305,6 関町薬局 〒177-0051 （後発調２）第283961号    平成28年 7月 1日
     練馬区関町北一丁目８番８号
     03-3929-8110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67120,5330,4 小花和薬局 〒177-0042 （後発調２）第282241号    平成28年 4月 1日
     練馬区下石神井四丁目１４番１０
     号
     03-5372-0808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    272

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  67220,5362,7 おがわ薬局 〒177-0045 （後発調２）第283269号    平成28年 5月 1日
     練馬区石神井台三丁目３４番７号
     　ノブレカスティージョ１－Ｂ
     03-5372-6352  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67320,5369,2 ポラス薬局 〒178-0065 （後発調２）第282672号    平成28年 4月 1日
     練馬区西大泉六丁目４番２０号
     03-3922-8768  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67420,5372,6 スエヤス薬局　練馬店〒179-0074 （後発調２）第296724号    平成30年 3月 1日
     練馬区春日町三丁目２９番４１号
     　ＡＺＡ中の宮Ａ
     03-3999-6363  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67520,5374,2 エース薬局　豊玉店 〒176-0012 （後発調２）第295304号    平成29年12月 1日
     練馬区豊玉北六丁目７番１３号
     03-5984-0941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67620,5388,2 あゆみ薬局 〒177-0045 （後発調２）第282431号    平成28年 4月 1日
     練馬区石神井台五丁目１番２８号
     　ダイアパレスパークデュオ上石
     神井
     03-5927-5100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67720,5409,6 富士薬局　高松店 〒179-0075 （後発調２）第295098号    平成29年11月 1日
     練馬区高松一丁目１４番５号　ロ
     ーズガーデン１階
     03-5971-3865  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67820,5432,8 クオール薬局　南田中〒177-0035 （後発調２）第295907号    平成30年 1月 1日
     店 練馬区南田中二丁目８番１６号
     03-3904-3806  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67920,5462,5 むさしの薬局　平和台〒179-0083 （後発調２）第287576号    平成29年 1月 1日
     店 練馬区平和台一丁目３１番１７号
     　１０２
     03-5921-3915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68020,5471,6 オレンジ薬局 〒177-0053 （後発調２）第289638号    平成28年 4月 1日
     練馬区関町南三丁目６番８号
     03-5927-0607  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68120,5501,0 さつき薬局 〒179-0081 （後発調２）第284643号    平成28年 8月 1日
     練馬区北町二丁目１５番１３号
     03-3932-6070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    273

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  68220,5503,6 ひまわり薬局 〒178-0061 （後発調２）第287554号    平成29年 1月 1日
     練馬区大泉学園町七丁目３番１６
     号
     03-5947-4884  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68320,5525,9 ソーシン薬局　練馬錦〒179-0082 （後発調２）第283573号    平成28年 4月 1日
     店 練馬区錦二丁目７番６号　１階
     03-3550-5866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68420,5534,1 タツミ調剤薬局 〒176-0021 （後発調２）第284946号    平成28年 8月 1日
     練馬区貫井一丁目４番１０号
     03-3577-2071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68520,5545,7 すみれ薬局 〒177-0041 （後発調２）第285479号    平成28年 9月 1日
     練馬区石神井町七丁目６番１号
     03-3995-7575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68620,5549,9 ひまわり薬局　都民農〒178-0061 （後発調２）第290509号    平成29年 4月 1日
     園店 練馬区大泉学園町六丁目２７番４
     ３号
     03-5387-7501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68720,5573,9 ひまわり薬局　西大泉〒178-0065 （後発調２）第286418号    平成28年 4月 1日
     店 練馬区西大泉五丁目２番２号
     03-6903-2030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68820,5577,0 雄飛堂薬局　田柄店 〒179-0073 （後発調２）第295058号    平成29年11月 1日
     練馬区田柄四丁目４５番２号
     03-3976-7611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68920,5580,4 サンセイ関町薬局 〒177-0051 （後発調２）第294517号    平成29年10月 1日
     練馬区関町北四丁目４番４号
     03-5927-0061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69020,5593,7 グリーンシア・ミニス〒176-0012 （後発調２）第283334号    平成28年 6月 1日
     トップサテライト練馬練馬区豊玉北六丁目１番２号　デ
     豊玉薬局 ィアマークスキャピタルタワー１
     階
     03-5912-5808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69120,5594,5 めぐみ薬局 〒179-0073 （後発調２）第284924号    平成28年 8月 1日
     練馬区田柄四丁目２７番２５号
     03-3976-3123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    274

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  69220,5595,2 あおい薬局 〒176-0021 （後発調２）第287336号    平成28年 4月 1日
     練馬区貫井四丁目３０番２５号　
     寿光ビル１階Ｂ号
     03-5987-3334  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69320,5596,0 鈴薬局学園通り店 〒178-0061 （後発調２）第287543号    平成29年 1月 1日
     練馬区大泉学園町一丁目２８番５
     号　ハピネスオミノ１階１０１号
     室
     03-5935-4760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69420,5603,4 ウエルシア薬局　練馬〒176-0022 （後発調２）第288949号    平成29年 4月 1日
     向山店 練馬区向山四丁目３４番３号
     03-3577-8501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69520,5605,9 雄飛堂薬局　旭町店 〒179-0071 （後発調２）第295413号    平成29年12月 1日
     練馬区旭町一丁目１５番１１号
     03-5968-3835  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69620,5606,7 さくら薬局　谷原店 〒177-0031 （後発調２）第287551号    平成29年 1月 1日
     練馬区三原台二丁目１番１号　木
     田ビル１０２号
     03-3921-5631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69720,5621,6 スギ薬局　富士見台店〒177-0034 （後発調２）第296764号    平成30年 3月 1日
     練馬区富士見台二丁目１番１５号
     03-3577-8057  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69820,5636,4 くすのき薬局　学園通〒178-0063 （後発調２）第296690号    平成30年 3月 1日
     り店 練馬区東大泉四丁目２７番４０号
     03-3978-1366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69920,5638,0 中川薬局　関町店 〒177-0051 （後発調２）第295856号    平成30年 1月 1日
     練馬区関町北二丁目４番２号　カ
     ーサヒロ１階
     03-5927-5122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70020,5643,0 雄飛堂薬局　練馬店 〒176-0012 （後発調２）第296741号    平成30年 3月 1日
     練馬区豊玉北六丁目１８番９号
     03-5912-3077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70120,5646,3 のぞみ薬局 〒178-0062 （後発調２）第280182号    平成28年 4月 1日
     練馬区大泉町三丁目５番１８号　
     円山マンション１０４号
     03-6904-5426  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    275

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  70220,5647,1 アスカ薬局 〒179-0074 （後発調２）第283209号    平成28年 5月 1日
     練馬区春日町五丁目７番９号
     03-3970-0097  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70320,5649,7 ファーコス薬局　学園〒178-0061 （後発調２）第285874号    平成28年10月 1日
     中央 練馬区大泉学園町四丁目２２番６
     号　松井ビル１階
     03-3921-8557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70420,5650,5 ファーコス薬局　学園〒178-0061 （後発調２）第296633号    平成30年 3月 1日
     五丁目 練馬区大泉学園町五丁目７番２３
     号
     03-3923-8232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70520,5652,1 ファーコス薬局　大泉〒178-0061 （後発調２）第295803号    平成30年 1月 1日
     学園 練馬区大泉学園町六丁目１１番４
     ０号　松下ビル１階
     03-3921-8519  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70620,5653,9 ファーコス薬局　東大〒178-0063 （後発調２）第283926号    平成28年 6月 1日
     泉 練馬区東大泉七丁目６番７号　セ
     ンチュリー東大泉１０７
     03-5933-3087  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70720,5656,2 ファーコス薬局　錦 〒179-0082 （後発調２）第290294号    平成29年 4月 1日
     練馬区錦一丁目２０番１７号　サ
     ンハイツフジ１０１
     03-5920-2122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70820,5657,0 小茂根薬局 〒176-0004 （後発調２）第283655号    平成28年 6月 1日
     練馬区小竹町二丁目８１番１３号
     　クレール小竹１０１
     03-5966-8829  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70920,5662,0 えびす薬局 〒177-0044 （後発調２）第293067号    平成29年 7月 1日
     練馬区上石神井一丁目１９番１１
     号　フェニックス上石神井１０２
     号
     03-5903-8664  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71020,5669,5 のぞみ薬局 〒179-0085 （後発調２）第294561号    平成29年10月 1日
     練馬区早宮二丁目２４番１６号
     03-3937-0320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    276

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  71120,5672,9 スマイル薬局　大泉学〒178-0061 （後発調２）第293627号    平成29年 8月 1日
     園店 練馬区大泉学園町五丁目８番２３
     号　クリーンヒルズ１階
     03-5935-7230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71220,5675,2 日本調剤　練馬桜台薬〒176-0002 （後発調２）第282684号    平成28年 4月 1日
     局 練馬区桜台１丁目８番４号　丸菱
     ビル１階
     03-5912-2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71320,5677,8 ローソンクオール薬局〒178-0062 （後発調２）第296169号    平成30年 2月 1日
     練馬大泉町三丁目店 練馬区大泉町三丁目３２番１０号
     03-5947-5289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71420,5682,8 中川薬局　関町２号店〒177-0051 （後発調２）第296352号    平成30年 2月 1日
     練馬区関町北二丁目３番９号
     03-6904-9518  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71520,5683,6 グラム薬局　石神井店〒177-0044 （後発調２）第295486号    平成29年12月 1日
     練馬区上石神井三丁目６番３６号
     03-5393-9821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71620,5684,4 くまさん薬局 〒179-0084 （後発調２）第281562号    平成28年 4月 1日
     練馬区氷川台三丁目３９番２号　
     グレイス氷川台１０２号
     03-6914-5600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71720,5697,6 やはら薬局 〒177-0032 （後発調２）第282678号    平成28年 4月 1日
     練馬区谷原三丁目２番１８号
     03-6913-2442  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71820,5703,2 たから薬局　成増店 〒179-0071 （後発調２）第294440号    平成29年10月 1日
     練馬区旭町三丁目２５番１８号　
     ワイズビル
     03-6915-6021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71920,5710,7 まごころ薬局　練馬店〒176-0001 （後発調２）第293564号    平成29年 8月 1日
     練馬区練馬一丁目２６番１号
     03-5946-9860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72020,5712,3 子リス薬局 〒177-0051 （後発調２）第296155号    平成30年 2月 1日
     練馬区関町北一丁目２２番１０号
     　ＳＡＴＯ　１ｓｔ　ｂｕｉｌｄ
     ｉｎｇ１０１
     03-3928-1661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    277

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  72120,5713,1 ひかり薬局　練馬店 〒176-0012 （後発調２）第280523号    平成28年 4月 1日
     練馬区豊玉北五丁目１２番７号　
     03-5946-6585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72220,5720,6 新星薬局　新桜台店 〒176-0003 （後発調２）第285277号    平成28年 4月 1日
     練馬区羽沢二丁目２番１８号
     03-6914-8352  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72320,5723,0 あおぞら薬局 〒177-0034 （後発調２）第295400号    平成29年12月 1日
     練馬区富士見台二丁目３１番３０
     号
     03-5933-9591  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72420,5727,1 薬局ファミリー 〒179-0073 （後発調２）第281798号    平成28年 4月 1日
     練馬区田柄一丁目１５番１８号
     03-5998-0336  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72520,5729,7 のぞみ薬局　小竹町店〒176-0004 （後発調２）第281952号    平成28年 4月 1日
     練馬区小竹町二丁目７１番５号　
     北野ビル１階
     03-6883-5021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72620,5731,3 スギ薬局　練馬三丁目〒176-0001 （後発調２）第295084号    平成29年11月 1日
     店 練馬区練馬三丁目２３番１号　ベ
     ルデ１階
     03-5946-6751  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72720,5732,1 メディスンショップ　〒178-0064 （後発調２）第288137号    平成28年 4月 1日
     タマナ薬局 練馬区南大泉五丁目３１番１４号
     03-6904-4941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72820,5734,7 ハートかねまん薬局　〒177-0045 （後発調２）第287903号    平成29年 2月 1日
     石神井台店 練馬区石神井台四丁目７番３号
     03-6904-9821  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72920,5737,0 セントラル薬局　練馬〒178-0062 （後発調２）第292439号    平成29年 6月 1日
     練馬区大泉町三丁目２番９号
     03-6904-4581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73020,5739,6 なずな薬局 〒178-0062 （後発調２）第287880号    平成29年 2月 1日
     練馬区大泉町二丁目２１番９号
     03-3978-2266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73120,5741,2 スギ薬局　大泉学園店〒178-0061 （後発調２）第292334号    平成29年 6月 1日
     練馬区大泉学園町六丁目１１番４
     ２号
     03-6904-5891  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    278

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  73220,5743,8 マイネ薬局 〒179-0081 （後発調２）第287872号    平成29年 2月 1日
     練馬区北町二丁目２０番１０号　
     03-5945-8561  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73320,5744,6 キタマチ薬局 〒179-0081 （後発調２）第288272号    平成29年 3月 1日
     練馬区北町一丁目３０番３号
     03-3934-0405  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73420,5745,3 しんどう薬局　北町店〒179-0081 （後発調２）第286171号    平成28年11月 1日
     練馬区北町七丁目１７番１０号　
     03-5922-6623  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73520,5746,1 しんせい薬局 〒179-0074 （後発調２）第285380号    平成28年 4月 1日
     練馬区春日町二丁目１４番４号
     03-5848-6813  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73620,5757,8 飛鳥薬局 〒178-0063 （後発調２）第294609号    平成29年10月 1日
     練馬区東大泉一丁目１９番３６号
     03-5933-1630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73720,5766,9 スギ薬局　東大泉店 〒178-0063 （後発調２）第290502号    平成29年 4月 1日
     練馬区東大泉三丁目２番１５号　
     島崎ビル１階
     03-5935-8051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73820,5767,7 大信薬局　豊島園店 〒176-0001 （後発調２）第290324号    平成29年 4月 1日
     練馬区練馬四丁目１４番１６号
     03-6914-7713  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73920,5768,5 南山堂薬局　下石神井〒177-0042 （後発調２）第291600号    平成29年 5月 1日
     店 練馬区下石神井四丁目７番２８号
     　グランバトー・Ｍ
     03-6913-1890  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74020,5769,3 日本調剤　小竹向原薬〒176-0004 （後発調２）第292514号    平成29年 6月 1日
     局 練馬区小竹町二丁目３番１号　Ｇ
     ｒａｎｄｅ　Ｋｏｔａｋｅ　１０
     ５
     03-5926-3461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74120,5771,9 ひがし大泉薬局 〒177-0045 （後発調２）第288775号    平成29年 2月 1日
     練馬区石神井台六丁目５番１８号
     03-5933-0851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74220,5772,7 平和台薬局 〒179-0083 （後発調２）第288737号    平成29年 2月 1日
     練馬区平和台四丁目２０番１６号
     03-3931-6172  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    279

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  74320,5776,8 あかね薬局 〒178-0061 （後発調２）第292711号    平成29年 5月 1日
     練馬区大泉学園町六丁目２７番２
     号
     03-3925-7441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74420,5777,6 日本調剤　石神井公園〒177-0041 （後発調２）第295420号    平成29年12月 1日
     薬局 練馬区石神井町三丁目２１番９号
     　第３島光ビル１階
     03-6913-4800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74520,5782,6 スギ薬局　保谷駅北口〒178-0064 （後発調２）第296323号    平成30年 2月 1日
     店 練馬区南大泉五丁目３５番２３号
     　モアメーム１階
     03-6904-5816  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74620,5787,5 アルト薬局 〒179-0081 （後発調２）第295164号    平成29年11月 1日
     練馬区北町八丁目３７番８号　ベ
     ルソーナ北町１０１
     03-5398-9351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74720,5788,3 雄飛堂薬局　西大泉店〒178-0065 （後発調２）第295171号    平成29年11月 1日
     練馬区西大泉六丁目２０番２号
     03-5387-9908  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74821,5164,5 トモエ薬局 〒123-0842 （後発調２）第284935号    平成28年 4月 1日
     足立区栗原二丁目４番１１号
     03-3883-9795  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74921,5252,8 イコー薬局　本町店 〒121-0823 （後発調２）第280260号    平成28年 4月 1日
     足立区伊興四丁目１番２９号
     03-3855-2037  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75021,5270,0 前沼調剤薬局 〒121-0822 （後発調２）第285786号    平成28年 4月 1日
     足立区西竹の塚二丁目１５番３１
     号
     03-3855-6167  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75121,5280,9 薬局ファーマシーイシ〒121-0813 （後発調２）第281764号    平成28年 4月 1日
     イ 足立区竹の塚一丁目４０番１５号
     　庄栄ビル１階
     03-3883-4059  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75221,5294,0 竹ノ塚薬局 〒121-0813 （後発調２）第286518号    平成28年 4月 1日
     足立区竹の塚三丁目１２番７号
     03-3859-2443  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    280

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  75321,5320,3 保木間団地薬局 〒121-0063 （後発調２）第287581号    平成28年 4月 1日
     足立区東保木間一丁目５番　第四
     保木間都営団地５－１０２
     03-3883-5844  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75421,5333,6 本木薬局 〒123-0857 （後発調２）第287427号    平成29年 1月 1日
     足立区本木北町１４番１０号
     03-5691-0783  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75521,5339,3 平井尽誠堂薬局 〒123-0845 （後発調２）第287948号    平成28年 4月 1日
     足立区西新井本町二丁目２１番２
     ５号
     03-3890-2963  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75621,5353,4 サカエ薬局 〒120-0026 （後発調２）第288953号    平成29年 4月 1日
     足立区千住旭町９番１４号
     03-3879-1601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75721,5354,2 くぼ健康堂薬局竹の塚〒121-0813 （後発調２）第285814号    平成28年10月 1日
     店 足立区竹の塚二丁目３１番１０号
     庄栄ビル三　１階
     03-3858-0350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75821,5359,1 薬局くすりの福太郎　〒123-0841 （後発調２）第285721号    平成28年 4月 1日
     西新井大師前駅店 足立区西新井一丁目３番１号　東
     武西新井大師前駅ビル内１階
     03-5691-7314  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75921,5360,9 本木薬局　曙店 〒120-0023 （後発調２）第287899号    平成29年 2月 1日
     足立区千住曙町４１番２号　１０
     ８号
     03-3888-9314  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76021,5387,2 クオール薬局　竹の塚〒121-0813 （後発調２）第295729号    平成30年 1月 1日
     店 足立区竹の塚五丁目１１番６号
     03-5242-9388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76121,5411,0 けやき薬局　千住店 〒120-0034 （後発調２）第291767号    平成29年 5月 1日
     足立区千住二丁目３７番地　ロイ
     ヤルハイツ白根１階
     03-5244-7831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76221,5421,9 みなみ薬局 〒120-0022 （後発調２）第288704号    平成28年 4月 1日
     足立区柳原一丁目２５番１５号
     03-3882-7301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    281

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  76321,5426,8 すばる薬局 〒121-0822 （後発調２）第286412号    平成28年11月 1日
     足立区西竹の塚二丁目１１番６号
     03-3855-1318  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76421,5436,7 きぼう堂薬局 〒123-0851 （後発調２）第281860号    平成28年 4月 1日
     足立区梅田五丁目２６番７号
     03-3840-6200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76521,5455,7 ツルミ薬局 〒121-0813 （後発調２）第281215号    平成28年 4月 1日
     足立区竹の塚一丁目１９番２号
     03-5242-5304  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76621,5482,1 オゾン薬局 〒121-0816 （後発調２）第283123号    平成28年 5月 1日
     足立区梅島一丁目１３番８号
     03-3886-2200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76721,5484,7 もみじ薬局 〒121-0012 （後発調２）第280967号    平成28年 4月 1日
     足立区青井六丁目１番９号
     03-3848-1280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76821,5492,0 十字堂ひので薬局 〒120-0021 （後発調２）第283394号    平成28年 4月 1日
     足立区日ノ出町１３番４号
     03-5813-3710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76921,5499,5 にしほ薬局 〒121-0812 （後発調２）第281845号    平成28年 4月 1日
     足立区西保木間四丁目５番１４ー
     １１２号
     03-3884-2618  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77021,5514,1 おうぎ薬局 〒123-0873 （後発調２）第280286号    平成28年 4月 1日
     足立区扇二丁目４６番１３号
     03-5837-8401  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77121,5537,2 あおば薬局 〒121-0076 （後発調２）第286567号    平成28年 4月 1日
     足立区平野一丁目９番２号
     03-5831-1525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77221,5538,0 ファーコス薬局　あさ〒123-0855 （後発調２）第296292号    平成30年 2月 1日
     がお 足立区本木南町２７番４号　プレ
     ステージ本木１階
     03-5845-4131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77321,5539,8 コトブキ調剤薬局　足〒123-0845 （後発調２）第283771号    平成28年 6月 1日
     立店 足立区西新井本町一丁目１３番２
     １号　ベルレージュ大師前１階
     03-5838-2651  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    282

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  77421,5546,3 竹の塚みのり薬局 〒121-0813 （後発調２）第284680号    平成28年 4月 1日
     足立区竹の塚二丁目２４番５号　
     グリーンフォート１階
     03-3859-3313  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77521,5551,3 東あやせ薬局 〒120-0003 （後発調２）第287218号    平成28年 4月 1日
     足立区東和三丁目４番２５号
     03-3605-9771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77621,5553,9 ソーシン薬局　竹の塚〒121-0064 （後発調２）第283571号    平成28年 4月 1日
     店 足立区保木間一丁目２３番５号
     03-3860-4617  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77721,5556,2 ウィズ薬局 〒120-0005 （後発調２）第291476号    平成29年 5月 1日
     足立区綾瀬二丁目５番２１号
     03-5650-2717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77821,5559,6 ヒカル薬局 〒121-0816 （後発調２）第288228号    平成29年 3月 1日
     足立区梅島二丁目３５番３号
     03-5845-2515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77921,5565,3 つつじ薬局 〒123-0845 （後発調２）第295115号    平成29年12月 1日
     足立区西新井本町一丁目１番１３
     号　テックスビル１階
     03-5780-1181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78021,5568,7 ウエルシア薬局　足立〒123-0861 （後発調２）第288113号    平成29年 3月 1日
     加賀店 足立区加賀二丁目１０番１号
     03-5839-3590  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78121,5576,0 薬局はなファーマシー〒120-0034 （後発調２）第295746号    平成30年 1月 1日
     足立区千住三丁目９８番地　ミル
     ディスⅡ番館
     03-3879-6600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78221,5577,8 本木薬局　島根店 〒121-0815 （後発調２）第284503号    平成28年 4月 1日
     足立区島根二丁目２０番１２号　
     03-3850-3997  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78321,5579,4 梅島薬局 〒121-0816 （後発調２）第287230号    平成29年 1月 1日
     足立区梅島一丁目６番１２号
     03-3887-1736  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78421,5581,0 保木間つくし薬局 〒121-0064 （後発調２）第289218号    平成29年 4月 1日
     足立区保木間二丁目２番１１号　
     コーポミハルⅡ１階
     03-3883-5400  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    283

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  78521,5594,3 ジョイ薬局 〒121-0807 （後発調２）第288878号    平成28年 4月 1日
     足立区伊興本町一丁目２番２号
     03-5839-6266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78621,5606,5 さくら薬局　鹿浜店 〒123-0864 （後発調２）第286400号    平成28年 4月 1日
     足立区鹿浜五丁目６番１６号
     03-3855-8181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78721,5612,3 ライブ薬局 〒123-0853 （後発調２）第289958号    平成28年 4月 1日
     足立区本木一丁目３番４号
     03-5875-0300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78821,5618,0 ファーコス薬局　千住〒120-0045 （後発調２）第284210号    平成28年 7月 1日
     桜木 足立区千住桜木二丁目１１番７号
     03-3870-9871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78921,5621,4 アルファ薬局 〒120-0003 （後発調２）第287946号    平成28年 4月 1日
     足立区東和二丁目２４番６号
     03-5682-6900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79021,5629,7 こぐま薬局 〒121-0812 （後発調２）第284676号    平成28年 8月 1日
     足立区西保木間二丁目１５番２１
     号
     03-3884-0100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79121,5642,0 木ノ花薬局 〒121-0815 （後発調２）第280717号    平成28年 4月 1日
     足立区島根三丁目３番４号
     03-6413-1477  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79221,5644,6 ウエルシア薬局　足立〒121-0055 （後発調２）第295606号    平成30年 1月 1日
     加平店 足立区加平三丁目４番１６号
     03-5613-1831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79321,5646,1 クオール薬局　西新井〒123-0845 （後発調２）第283814号    平成28年 6月 1日
     店 足立区西新井本町一丁目１番１３
     号
     03-3899-7003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79421,5647,9 は～とらんど薬局　北〒120-0043 （後発調２）第281638号    平成28年 4月 1日
     千住店 足立区千住宮元町１番１号
     03-5813-5818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79521,5653,7 薬局フォレスト 〒121-0836 （後発調２）第285454号    平成28年 9月 1日
     足立区入谷一丁目６番１５号
     03-6659-8701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    284

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  79621,5654,5 薬樹薬局　西保木間 〒121-0812 （後発調２）第286286号    平成28年11月 1日
     足立区西保木間三丁目２２番１２
     号
     03-5831-6801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79721,5659,4 あすなろ薬局　梅島店〒121-0816 （後発調２）第291632号    平成29年 5月 1日
     足立区梅島一丁目４番４号
     03-5845-8760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79821,5662,8 ウエルシア薬局　足立〒121-0813 （後発調２）第295196号    平成29年12月 1日
     竹の塚店 足立区竹の塚五丁目２４番１１号
     03-5831-2341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79921,5664,4 アスカ薬局　西新井店〒123-0843 （後発調２）第286870号    平成28年12月 1日
     足立区西新井栄町一丁目１８番１
     １号　１階
     03-6914-1265  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80021,5669,3 アキラ薬局 〒120-0036 （後発調２）第284278号    平成28年 7月 1日
     足立区千住仲町２４番１号
     03-3879-0975  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80121,5670,1 ココカラファイン薬局〒123-0865 （後発調２）第295367号    平成29年12月 1日
     　ハートアイランド店足立区新田三丁目３４番５号　日
     土地新田ビル１階
     03-5902-3543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80221,5672,7 雄飛堂薬局　柳原店 〒120-0022 （後発調２）第294550号    平成29年10月 1日
     足立区柳原一丁目３６番６号
     03-3879-5522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80321,5673,5 雄飛堂薬局　足立新田〒123-0865 （後発調２）第290410号    平成29年 4月 1日
     店 足立区新田二丁目１５番３号
     03-5902-7171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80421,5679,2 ユニバーサルドラッグ〒123-0864 （後発調２）第287948号    平成29年 2月 1日
     薬局　鹿浜調剤店 足立区鹿浜五丁目５番２１号
     03-3856-4512  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80521,5681,8 コスモ薬局　綾瀬１丁〒120-0005 （後発調２）第285114号    平成28年 9月 1日
     目店 足立区綾瀬一丁目３２番９号
     03-5629-7433  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80621,5685,9 イワミドー薬局　谷在〒123-0863 （後発調２）第293840号    平成29年 9月 1日
     家店 足立区谷在家三丁目２１番１３号
     03-5837-4345  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    285

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  80721,5693,3 日本調剤　北千住薬局〒120-0034 （後発調２）第295421号    平成29年12月 1日
     足立区千住二丁目４６番地　大室
     ビル１階２階
     03-5284-3831  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80821,5699,0 さくら薬局　青井店 〒120-0012 （後発調２）第286956号    平成28年 4月 1日
     足立区青井三丁目２１番１号
     03-3849-0023  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80921,5706,3 日本調剤　西新井薬局〒123-0842 （後発調２）第282719号    平成28年 4月 1日
     足立区栗原三丁目１０番１９号　
     東武大師前サンライトマンション
     ３号館１階
     03-5845-5981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81021,5713,9 まんまる薬局 〒121-0062 （後発調２）第291475号    平成29年 4月 1日
     足立区南花畑二丁目１３番１７号
     　マンション友義Ⅲ１０２号室
     03-5856-7146  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81121,5716,2 アポスシロモト薬局 〒120-0006 （後発調２）第287380号    平成29年 1月 1日
     足立区谷中二丁目１０番１号　小
     倉ビル１階
     03-5682-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81221,5719,6 わかば薬局 〒120-0015 （後発調２）第281884号    平成28年 4月 1日
     足立区足立四丁目４１番６号
     03-3889-1701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81321,5720,4 あだち谷中薬局 〒120-0006 （後発調２）第282094号    平成28年 4月 1日
     足立区谷中一丁目１７番４号
     03-5697-2410  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81421,5723,8 中川薬局　ひとつや店〒121-0075 （後発調２）第287570号    平成29年 1月 1日
     足立区一ツ家四丁目４番６号
     03-3850-3323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81521,5728,7 コアラ薬局 〒120-0003 （後発調２）第283169号    平成28年 5月 1日
     足立区東和五丁目１２番１３号　
     小田萬ビル２階
     03-5697-3787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81621,5730,3 にじ薬局 〒121-0011 （後発調２）第280925号    平成28年 4月 1日
     足立区中央本町三丁目５番３号　
     ＴＦビル１階
     03-6904-0624  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    286

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  81721,5731,1 田辺薬局　西新井栄店〒123-0843 （後発調２）第295799号    平成30年 1月 1日
     足立区西新井栄町一丁目１７番１
     ０号
     03-5888-0540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81821,5732,9 五反野駅前薬局 〒120-0014 （後発調２）第280506号    平成28年 4月 1日
     足立区西綾瀬二丁目２３番８号
     03-3886-7501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81921,5733,7 くすの木薬局 〒123-0851 （後発調２）第285017号    平成28年 8月 1日
     足立区梅田七丁目１８番１１号
     03-3889-7700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82021,5736,0 いちょう薬局 〒123-0873 （後発調２）第285303号    平成28年 4月 1日
     足立区扇三丁目１３番１０号
     03-6803-1660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82121,5738,6 ファーコス薬局　みや〒120-0047 （後発調２）第287957号    平成29年 2月 1日
     ぎ 足立区宮城一丁目３３番１号　ア
     コハイツウエスト１階
     03-5390-5071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82221,5740,2 しらゆり薬局　西新井〒123-0843 （後発調２）第285720号    平成28年10月 1日
     店 足立区西新井栄町二丁目７番７号
     　ユリカロゼ西新井駅前１０１
     03-5845-5440  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82321,5745,1 田辺薬局　西新井西店〒123-0841 （後発調２）第281365号    平成28年 4月 1日
     足立区西新井五丁目２９番１４号
     03-5691-7900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82421,5749,3 はなはた薬局 〒121-0062 （後発調２）第286473号    平成28年11月 1日
     足立区南花畑五丁目１７番６号
     03-5831-8550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82521,5750,1 ぱぱす薬局　江北６丁〒123-0872 （後発調２）第288331号    平成28年 4月 1日
     目店 足立区江北六丁目１９番２号
     03-5838-0605  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82621,5751,9 中川薬局　西新井店 〒123-0845 （後発調２）第281578号    平成28年 4月 1日
     足立区西新井本町一丁目１３番２
     ２号　Ｄｏｕｘ－１　１階
     03-5647-6551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82721,5753,5 ウエルシア薬局　足立〒123-0841 （後発調２）第296432号    平成30年 3月 1日
     西新井店 足立区西新井四丁目３２番１４号
     03-5838-0775  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    287

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  82821,5755,0 きりん薬局　あやせ駅〒120-0005 （後発調２）第288117号    平成28年 4月 1日
     前店 足立区綾瀬三丁目６番２０号
     03-6802-5313  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82921,5756,8 ウエルシア薬局　足立〒121-0813 （後発調２）第283332号    平成28年 6月 1日
     竹の塚１丁目店 足立区竹の塚一丁目１３番１０号
     03-5831-3227  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83021,5758,4 そうごう薬局　綾瀬店〒120-0005 （後発調２）第287135号    平成28年12月 1日
     足立区綾瀬四丁目１８番９号
     03-5616-8868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83121,5759,2 そうごう薬局　五反野〒120-0015 （後発調２）第296740号    平成30年 3月 1日
     店 足立区足立四丁目３７番９号　１
     ０２
     03-3840-0139  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83221,5762,6 水戸薬局北綾瀬店 〒121-0055 （後発調２）第282801号    平成28年 4月 1日
     足立区加平三丁目４番１号　ウィ
     ステリアガーデン３階
     03-5849-5812  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83321,5764,2 りぼん薬局 〒120-0013 （後発調２）第289294号    平成28年 4月 1日
     足立区弘道一丁目３番２６号
     03-5888-5371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83421,5767,5 薬局はなファーマシー〒120-0033 （後発調２）第287904号    平成29年 2月 1日
     寿町 足立区千住寿町８丁目１８番地
     03-5284-8887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83521,5774,1 あすなろ薬局　足立店〒123-0851 （後発調２）第283645号    平成28年 6月 1日
     足立区梅田五丁目２５番３３号　
     ロイヤルパークス梅島１階
     03-3886-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83621,5776,6 フロンティア薬局　綾〒121-0055 （後発調２）第280558号    平成28年 4月 1日
     瀬店 足立区加平三丁目２番１０号
     03-5856-0920  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83721,5777,4 共創未来　足立薬局 〒121-0061 （後発調２）第283890号    平成28年 6月 1日
     足立区花畑四丁目３２番９号
     03-5851-7692  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83821,5779,0 すず薬局　中央本町店〒121-0011 （後発調２）第286160号    平成28年 4月 1日
     足立区中央本町四丁目９番９号
     03-5845-5646  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    288

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  83921,5783,2 はるかぜ薬局 〒121-0061 （後発調２）第283225号    平成28年 4月 1日
     足立区花畑四丁目３５番２０号　
     ブルーメ花畑２９　１０２号
     03-5856-6946  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84021,5787,3 薬局マツモトキヨシ　〒120-0038 （後発調２）第295861号    平成30年 1月 1日
     ポンテポルタ千住店 足立区千住橋戸町１番地１３
     03-5284-3448  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84121,5791,5 たんぽぽ薬局　西新井〒123-0841 （後発調２）第285494号    平成28年 9月 1日
     ５丁目店 足立区西新井五丁目３番１号
     03-5647-1251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84221,5792,3 そうごう薬局　江北店〒123-0872 （後発調２）第284953号    平成28年 8月 1日
     足立区江北五丁目１番１号　モン
     リッシュⅡ　１階
     03-5856-8931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84321,5793,1 本木薬局　保木間一丁〒121-0064 （後発調２）第287428号    平成29年 1月 1日
     目店 足立区保木間一丁目３３番１６号
     　第４６新井ビル１階
     03-5851-8981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84421,5794,9 シャルール薬局 〒120-0034 （後発調２）第284594号    平成28年 8月 1日
     足立区千住四丁目４番１５号
     03-6806-2907  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84521,5795,6 フラワー調剤薬局　あ〒120-0005 （後発調２）第284554号    平成28年 4月 1日
     やせ店 足立区綾瀬四丁目８番１７号　Ｂ
     03-6802-5871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84621,5801,2 みのり薬局　増田橋店〒121-0813 （後発調２）第285736号    平成28年10月 1日
     足立区竹の塚三丁目４番１２号　
     ＳＫアネックス１階
     03-5809-6545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84721,5807,9 ひとつや薬局 〒121-0075 （後発調２）第291597号    平成29年 5月 1日
     足立区一ツ家一丁目３番９号　ガ
     ーデンハウス春風１０２
     03-5242-8980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84821,5811,1 そうごう薬局　竹の塚〒121-0813 （後発調２）第287136号    平成28年12月 1日
     店 足立区竹の塚一丁目３９番１４号
     　１０３号
     03-3860-6767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    289

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  84921,5812,9 永寿薬局　大谷田橋店〒120-0003 （後発調２）第288325号    平成28年 4月 1日
     足立区東和四丁目２０番１５号
     03-5697-2101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85021,5814,5 さなえ薬局 〒120-0014 （後発調２）第285609号    平成28年 4月 1日
     足立区西綾瀬二丁目２番２号　グ
     ランパレ西綾瀬１１０
     03-3840-4888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85121,5815,2 アイン薬局　鹿浜２号〒123-0864 （後発調２）第293037号    平成29年 7月 1日
     店 足立区鹿浜五丁目１２番４号
     03-5856-9490  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85221,5816,0 アイン薬局　舎人店 〒121-0831 （後発調２）第285417号    平成28年 9月 1日
     足立区舎人二丁目２０番１６号
     03-3853-5511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85321,5818,6 くるみ薬局 〒123-0845 （後発調２）第284294号    平成28年 7月 1日
     足立区西新井本町五丁目７番１６
     号　ホープビル１階
     03-5888-7101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85421,5819,4 えん薬局　足立谷在家〒123-0862 （後発調２）第284582号    平成28年 7月 1日
     店 足立区皿沼二丁目１番１９号　小
     林ビル３階
     03-5837-4101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85521,5820,2 ハートかねまん薬局　〒120-0004 （後発調２）第296212号    平成30年 2月 1日
     綾瀬店 足立区東綾瀬一丁目９番４号　プ
     ラザ白うめ１階
     03-5849-3537  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85621,5821,0 エール薬局　六丁目店〒123-0841 （後発調２）第284548号    平成28年 7月 1日
     足立区西新井六丁目３１番１４号
     03-5647-8073  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85721,5822,8 エール薬局　西新井店〒123-0841 （後発調２）第294236号    平成29年 9月 1日
     足立区西新井六丁目３１番１３号
     　宮崎ビル１～２階
     03-3855-7340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85821,5824,4 サン薬局　西新井店 〒123-0841 （後発調２）第296363号    平成30年 3月 1日
     足立区西新井六丁目３２番８号
     03-5837-4888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    290

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  85921,5825,1 アイン薬局　鹿浜店 〒123-0864 （後発調２）第286387号    平成28年11月 1日
     足立区鹿浜五丁目１２番８号
     03-3853-1420  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86021,5826,9 りんりん薬局 〒120-0012 （後発調２）第283351号    平成28年 4月 1日
     足立区青井二丁目３２番１２号　
     03-6806-4468  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86121,5827,7 サカエ薬局　竹の塚店〒121-0813 （後発調２）第283296号    平成28年 4月 1日
     足立区竹の塚一丁目３０番２０号
     03-5242-2010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86221,5830,1 虎ノ門前薬局　北綾瀬〒120-0001 （後発調２）第292089号    平成29年 6月 1日
     店 足立区大谷田三丁目９番１７号
     03-5849-3815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86321,5832,7 なつめ薬局 〒123-0841 （後発調２）第284744号    平成28年 6月 1日
     足立区西新井五丁目４２番７号
     03-5647-9822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86421,5833,5 江北薬局 〒123-0872 （後発調２）第284500号    平成28年 7月 1日
     足立区江北一丁目３３番２３号　
     ロイヤルＫＪ１階
     03-5837-4415  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86521,5836,8 プラチナ薬局　花畑公〒121-0061 （後発調２）第285629号    平成28年 8月 1日
     園前店 足立区花畑四丁目２６番７号
     03-5851-6200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86621,5837,6 プラチナ薬局　扇店 〒123-0873 （後発調２）第295072号    平成29年11月 1日
     足立区扇三丁目２５番８号
     03-5838-2575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86721,5842,6 アイセイ薬局　足立西〒121-0824 （後発調２）第286709号    平成28年10月 1日
     伊興店 足立区西伊興一丁目４番５号　伊
     興コーポ１階
     03-5838-1301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86821,5843,4 アイセイ薬局　西新井〒123-0845 （後発調２）第286371号    平成28年11月 1日
     店 足立区西新井本町一丁目１２番１
     ２号
     03-5838-1155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86921,5844,2 薬局マツモトキヨシ　〒123-0851 （後発調２）第294832号    平成29年11月 1日
     梅島駅前店 足立区梅田八丁目１４番７３号
     03-3840-7880  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    291

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  87021,5846,7 田辺薬局　足立江北店〒123-0872 （後発調２）第296188号    平成30年 2月 1日
     足立区江北六丁目２４番１１号　
     セレーナ江北１階
     03-3898-9722  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87121,5847,5 せせらぎ薬局 〒121-0815 （後発調２）第290150号    平成29年 4月 1日
     足立区島根三丁目１６番１８号　
     １０１
     03-5851-8518  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87221,5848,3 シーエス薬局　五反野〒120-0015 （後発調２）第292517号    平成29年 6月 1日
     店 足立区足立四丁目４１番５号　レ
     ーベン五反野ルナタワー２０１
     03-6806-3727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87321,5849,1 まごころ薬局　舎人公〒121-0824 （後発調２）第293080号    平成29年 7月 1日
     園店 足立区西伊興二丁目３番５号
     03-5837-4381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87421,5850,9 たから薬局　北千住店〒120-0031 （後発調２）第288479号    平成29年 2月 1日
     足立区千住大川町３７番２号
     03-3870-1957  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87521,5851,7 かえで薬局 〒123-0872 （後発調２）第288765号    平成29年 2月 1日
     足立区江北一丁目２６番８号　サ
     クラ１階
     03-3896-6620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87621,5852,5 しんでん薬局 〒123-0865 （後発調２）第288756号    平成29年 2月 1日
     足立区新田二丁目１２番７号
     03-3911-2274  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87721,5853,3 わかくさ薬局 〒121-0836 （後発調２）第288760号    平成29年 2月 1日
     足立区入谷三丁目１番４号
     03-3854-3054  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87821,5855,8 かばさん薬局　綾瀬店〒120-0005 （後発調２）第294250号    平成29年 9月 1日
     足立区綾瀬三丁目１７番２５号　
     １０２
     03-5849-3040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87921,5856,6 アイセイ薬局　舎人店〒121-0831 （後発調２）第294219号    平成29年 9月 1日
     足立区舎人一丁目１１番１０号
     03-5837-1777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    292

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  88021,5857,4 ちぐさ薬局 〒120-0023 （後発調２）第292706号    平成29年 5月 1日
     足立区千住曙町３７番１０号
     03-5813-7251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88121,5858,2 レモン薬局　六町店 〒121-0073 （後発調２）第293309号    平成29年 6月 5日
     足立区六町二丁目６番２４号
     03-5856-4661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88221,5864,0 センター薬局　竹ノ塚〒121-0813 （後発調２）第295756号    平成29年12月 1日
     店 足立区竹の塚五丁目７番３号　竹
     の塚Ｊｏｙぷらざ２階
     03-5809-6255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88321,5866,5 保塚調剤薬局 〒121-0072 （後発調２）第295948号    平成29年12月19日
     足立区保塚町１８番１５号
     03-3884-3323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88421,5867,3 綾瀬鈴薬局 〒120-0005 （後発調２）第296107号    平成30年 1月 1日
     足立区綾瀬三丁目２８番７－１０
     ３号
     03-5856-3931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88522,5222,9 水元調剤薬局 〒125-0041 （後発調２）第296718号    平成30年 3月 1日
     葛飾区東金町四丁目１番１２号　
     １０４
     03-3607-1670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88622,5229,4 秋山薬局　第二支店 〒124-0006 （後発調２）第283988号    平成28年 7月 1日
     葛飾区堀切五丁目１４番８号
     03-3690-5377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88722,5309,4 高砂団地調剤薬局 〒125-0054 （後発調２）第287891号    平成28年 4月 1日
     葛飾区高砂四丁目２番２６号　１
     １０
     03-3673-7253  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88822,5329,2 堀切調剤薬局 〒124-0006 （後発調２）第287894号    平成28年 4月 1日
     葛飾区堀切二丁目１３番８号
     03-5698-5791  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88922,5350,8 スミダ薬局　四つ木店〒124-0011 （後発調２）第283225号    平成28年 5月 1日
     葛飾区四つ木四丁目５番１１号
     03-5698-1189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    293

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  89022,5357,3 へいわ橋薬局 〒124-0014 （後発調２）第282707号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東四つ木四丁目４５番１０
     号
     03-5698-0502  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89122,5360,7 ハート薬局　金町６丁〒125-0042 （後発調２）第288197号    平成28年 4月 1日
     目店 葛飾区金町六丁目１１番１号　グ
     リーンヒル仲田１階
     03-3627-7780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89222,5376,3 和光薬局　新宿店 〒125-0051 （後発調２）第285592号    平成28年10月 1日
     葛飾区新宿二丁目５番９号
     03-3608-8666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89322,5377,1 パール薬局　柴又店 〒125-0052 （後発調２）第282996号    平成28年 5月 1日
     葛飾区柴又六丁目４番３号
     03-5612-7285  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89422,5393,8 しらとり薬局 〒125-0063 （後発調２）第284463号    平成28年 7月 1日
     葛飾区白鳥三丁目１２番１号
     03-3604-8267  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89522,5411,8 ほほえみ薬局 〒125-0062 （後発調２）第282702号    平成28年 4月 1日
     葛飾区青戸三丁目４１番１１号
     03-3838-3359  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89622,5425,8 薬局モリファーマシー〒125-0041 （後発調２）第282337号    平成28年 4月 1日
     東金町店 葛飾区東金町七丁目４番３号
     03-5648-5320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89722,5446,4 かなえ薬局 〒124-0004 （後発調２）第282949号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東堀切三丁目１７番６号
     03-3604-8780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89822,5457,1 あき薬局 〒125-0052 （後発調２）第284559号    平成28年 4月 1日
     葛飾区柴又四丁目３６番２５号
     03-5612-4173  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89922,5472,0 まりも薬局 〒125-0054 （後発調２）第284557号    平成28年 4月 1日
     葛飾区高砂五丁目４７番３号
     03-3627-8312  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90022,5481,1 加神調剤薬局 〒124-0022 （後発調２）第280679号    平成28年 4月 1日
     葛飾区奥戸二丁目３２番５号
     03-3694-2915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    294

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  90122,5487,8 あかね薬局 〒125-0054 （後発調２）第295396号    平成29年12月 1日
     葛飾区高砂三丁目２７番５号
     03-3650-1839  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90222,5501,6 アリス薬局 〒124-0024 （後発調２）第283975号    平成28年 7月 1日
     葛飾区新小岩二丁目７番６号
     03-5662-0398  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90322,5505,7 みなみ調剤薬局 〒125-0042 （後発調２）第280309号    平成28年 4月 1日
     葛飾区金町六丁目８番９号　１０
     １
     03-3600-3207  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90422,5525,5 蘭薬局　堀切店 〒124-0006 （後発調２）第283858号    平成28年 4月 1日
     葛飾区堀切二丁目６６番１５号　
     フジモトビル１階
     03-5670-8151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90522,5528,9 ひよこ薬局 〒124-0024 （後発調２）第283948号    平成28年 7月 1日
     葛飾区新小岩二丁目２番１９号
     03-3651-7511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90622,5542,0 ベル薬局　宝町店 〒124-0005 （後発調２）第285123号    平成28年 9月 1日
     葛飾区宝町一丁目１番７号　グラ
     ンデール宝秀１階
     03-5698-1021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90722,5549,5 パンダ薬局　新小岩店〒124-0024 （後発調２）第281731号    平成28年 4月 1日
     葛飾区新小岩二丁目１番１号　リ
     ーフコンフォート新小岩２階
     03-5607-5387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90822,5557,8 あおぞら薬局　堀切菖〒124-0006 （後発調２）第296081号    平成30年 2月 1日
     蒲園店 葛飾区堀切三丁目３番３号
     03-5672-1150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90922,5558,6 永寿薬局　水元店 〒125-0032 （後発調２）第284407号    平成28年 4月 1日
     葛飾区水元三丁目２２番２１号
     03-3826-5856  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91022,5565,1 奥戸中央薬局 〒124-0022 （後発調２）第287375号    平成29年 1月 1日
     葛飾区奥戸二丁目１６番７号　米
     山ビル１０１号室
     03-5698-1025  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    295

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  91122,5570,1 くるみ薬局 〒124-0002 （後発調２）第289590号    平成28年 4月 1日
     葛飾区西亀有二丁目２４番１１号
     03-5680-9180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91222,5579,2 くすの木薬局 〒125-0061 （後発調２）第296179号    平成30年 2月 1日
     葛飾区亀有五丁目１６番３号
     03-5682-9300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91322,5583,4 吉田薬局 〒124-0024 （後発調２）第285492号    平成28年 9月 1日
     葛飾区新小岩二丁目３０番１号
     03-3651-7162  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91422,5586,7 のぞみ薬局 〒124-0011 （後発調２）第285878号    平成28年10月 1日
     葛飾区四つ木五丁目１１番１０号
     03-6657-6501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91522,5588,3 大正堂薬局 〒124-0006 （後発調２）第295745号    平成30年 1月 1日
     葛飾区堀切五丁目２番１号
     03-5629-7480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91622,5597,4 たんぽぽ薬局　金町店〒125-0041 （後発調２）第296168号    平成30年 2月 1日
     葛飾区東金町一丁目３９番１号　
     グリーンハイツ金町１０６号
     03-3607-8946  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91722,5605,5 日本調剤　亀有薬局 〒125-0061 （後発調２）第282602号    平成28年 4月 1日
     葛飾区亀有三丁目２５番１号
     03-5673-0557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91822,5609,7 ゆみ薬局　堀切店 〒124-0006 （後発調２）第285264号    平成28年 4月 1日
     葛飾区堀切二丁目６６番１８号　
     シャルテ堀切１階
     03-5672-2040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91922,5610,5 フラワー調剤薬局 〒124-0003 （後発調２）第284551号    平成28年 4月 1日
     葛飾区お花茶屋一丁目２３番１号
     　１階
     03-5680-7372  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92022,5618,8 日本調剤　新青戸薬局〒125-0062 （後発調２）第296676号    平成30年 3月 1日
     葛飾区青戸六丁目１９番２１号
     03-5650-1761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92122,5619,6 薬局ぽっぽ 〒124-0024 （後発調２）第287887号    平成28年 4月 1日
     葛飾区新小岩一丁目５５番６号　
     メディカルプラザビル１階
     03-5661-6290  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    296

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  92222,5622,0 ミツワ薬局　柴又店 〒125-0052 （後発調２）第285369号    平成28年 9月 1日
     葛飾区柴又一丁目５番１４号
     03-3627-3486  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92322,5625,3 そうごう薬局　在宅調〒125-0062 （後発調２）第283827号    平成28年 6月 1日
     剤センター青砥店 葛飾区青戸五丁目１４番５号　青
     山マンション１０３
     03-3838-3011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92422,5632,9 日本調剤　青砥駅前薬〒125-0062 （後発調２）第282611号    平成28年 4月 1日
     局 葛飾区青戸三丁目３９番１１号
     03-5650-5431  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92522,5637,8 調剤薬局マツモトキヨ〒125-0041 （後発調２）第295318号    平成29年12月 1日
     シ　金町駅前店 葛飾区東金町一丁目２２番１１号
     03-5648-2024  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92622,5638,6 堀切のぞみ調剤薬局 〒124-0006 （後発調２）第280992号    平成28年 4月 1日
     葛飾区堀切三丁目３５番１０号　
     ｙビル１０２
     03-5672-2051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92722,5643,6 さくら薬局　堀切店 〒124-0006 （後発調２）第292470号    平成29年 6月 1日
     葛飾区堀切七丁目５番４号
     03-3838-6716  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92822,5648,5 薬局　日本メディカル〒125-0061 （後発調２）第281521号    平成28年 4月 1日
     葛飾区亀有三丁目２６番１号　リ
     リオ館６階
     03-6662-6288  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92922,5651,9 ピーチ薬局　亀有店 〒125-0061 （後発調２）第296167号    平成30年 2月 1日
     葛飾区亀有三丁目３３番１５号　
     コーポラス雅１階１０２号
     03-3838-2292  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93022,5656,8 あおぞら薬局　東新小〒124-0023 （後発調２）第287270号    平成28年 4月 1日
     岩店 葛飾区東新小岩六丁目１番７号
     03-5670-3737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93122,5657,6 リーフ薬局　東水元店〒125-0033 （後発調２）第283848号    平成28年 4月 1日
     葛飾区東水元二丁目１０番２５号
     03-5876-3191  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93222,5661,8 クオール薬局　葛飾高〒125-0054 （後発調２）第285962号    平成28年 4月 1日
     砂店 葛飾区高砂三丁目２７番１３号　
     03-6657-8889  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    297

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  93322,5662,6 日本調剤　立石駅前薬〒124-0012 （後発調２）第294956号    平成29年11月 1日
     局 葛飾区立石一丁目１５番５号
     03-5671-2231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93422,5664,2 アイン薬局　金町店 〒125-0041 （後発調２）第286383号    平成28年11月 1日
     葛飾区東金町一丁目１０番８号　
     03-5699-7890  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93522,5665,9 アイン薬局　よつぎ店〒124-0011 （後発調２）第291778号    平成29年 5月 1日
     葛飾区四つ木一丁目４７番１２号
     　ハルメディカルビル１階
     03-6657-6386  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93622,5666,7 ほしぞら薬局 〒125-0062 （後発調２）第293086号    平成29年 7月 1日
     葛飾区青戸五丁目１８番１０号　
     03-5629-4122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93722,5667,5 あさひ調剤薬局　亀有〒125-0061 （後発調２）第285517号    平成28年 9月 1日
     店 葛飾区亀有二丁目１８番２７号
     03-6231-2793  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93822,5669,1 ウエルシア薬局　葛飾〒125-0032 （後発調２）第295197号    平成29年12月 1日
     水元店 葛飾区水元四丁目１０番２３号
     03-3826-4461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93922,5671,7 あさひ調剤薬局　立石〒124-0012 （後発調２）第286477号    平成28年11月 1日
     ２号店 葛飾区立石五丁目７番５号
     03-6662-8693  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94022,5672,5 とらさん薬局新小岩 〒124-0025 （後発調２）第291635号    平成29年 5月 1日
     葛飾区西新小岩一丁目７番２号　
     03-6657-7036  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94122,5674,1 フローラ薬局　東立石〒124-0013 （後発調２）第286605号    平成28年10月 1日
     店 葛飾区東立石一丁目１番８号
     03-5672-1125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94222,5675,8 スギ薬局　葛飾青戸店〒125-0062 （後発調２）第295512号    平成29年12月 1日
     葛飾区青戸四丁目２１番２６号　
     03-6662-9350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94322,5679,0 いいづか薬局 〒125-0035 （後発調２）第293042号    平成29年 7月 1日
     葛飾区南水元一丁目２３番１７号
     03-5876-9387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    298

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  94422,5681,6 かめりあ薬局 〒124-0012 （後発調２）第296339号    平成30年 2月 1日
     葛飾区立石八丁目１番２号　グレ
     イスカメリア１０１
     03-6657-6303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94522,5682,4 ぱぱす薬局　新小岩店〒124-0025 （後発調２）第294022号    平成29年 9月 1日
     葛飾区西新小岩二丁目１番１１号
     03-5671-6122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94622,5683,2 アイセイ薬局　西新小〒124-0025 （後発調２）第293632号    平成29年 8月 1日
     岩店 葛飾区西新小岩四丁目１７番６号
     03-5671-5024  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94722,5685,7 西新小岩薬局 〒124-0025 （後発調２）第293704号    平成29年 8月 1日
     葛飾区西新小岩四丁目１６番９号
     03-5654-9011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94822,5686,5 上平井クリーン薬局 〒124-0025 （後発調２）第293934号    平成29年 7月16日
     葛飾区西新小岩四丁目４２番１１
     号
     03-6413-8720  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94922,5687,3 新生堂薬局　新小岩店〒124-0025 （後発調２）第295798号    平成30年 1月 1日
     葛飾区西新小岩四丁目１７番２号
     03-5654-9702  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95022,5688,1 ハロー薬局 〒124-0012 （後発調２）第294322号    平成29年 9月 1日
     葛飾区立石七丁目１０番２１号　
     トワモリオ１０１Ａ
     03-5670-6528  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95122,5689,9 あさひ調剤薬局　立石〒124-0012 （後発調２）第296653号    平成30年 3月 1日
     店 葛飾区立石五丁目２番１号
     03-6657-7220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95222,5692,3 オリーブ薬局 〒125-0032 （後発調２）第295597号    平成29年12月 1日
     葛飾区水元一丁目２２番１６号
     03-5648-6130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95323,5138,5 藤井薬局 〒134-0083 （後発調２）第282830号    平成28年 4月 1日
     江戸川区中葛西四丁目２０番３号
     03-3688-1148  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95423,5216,9 さくら薬局 〒133-0065 （後発調２）第294282号    平成29年10月 1日
     江戸川区南篠崎町一丁目１９番地
     ９
     03-3678-1353  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    299

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  95523,5234,2 ハルキ調剤薬局 〒133-0057 （後発調２）第287596号    平成29年 2月 1日
     江戸川区西小岩四丁目１番５号
     03-3650-4963  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95623,5265,6 サン薬局 〒132-0021 （後発調２）第283981号    平成28年 7月 1日
     江戸川区中央二丁目１６番１９号
     03-3651-2645  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95723,5277,1 サン薬局 〒134-0084 （後発調２）第284971号    平成28年 4月 1日
     江戸川区東葛西五丁目１３番９号
     03-3686-0338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95823,5287,0 シオン薬局 〒134-0088 （後発調２）第288618号    平成29年 4月 1日
     江戸川区西葛西六丁目１３番７号
     　第七山秀ビル３階
     03-3804-1155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95923,5298,7 トマト薬局 〒134-0083 （後発調２）第283854号    平成28年 6月 1日
     江戸川区中葛西三丁目１８番１７
     号　フジマンション葛西１階
     03-5696-6065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96023,5334,0 薬局メディクス 〒133-0061 （後発調２）第288196号    平成29年 3月 1日
     江戸川区篠崎町七丁目２５番地１
     １
     03-5243-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96123,5348,0 薬局メディクス 〒134-0091 （後発調２）第295389号    平成29年12月 1日
     江戸川区船堀三丁目２番２２号　
     田中ビル１階
     03-5605-6655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96223,5375,3 鈴木薬局 〒132-0013 （後発調２）第294466号    平成29年10月 1日
     江戸川区江戸川一丁目４５番地１
     ０８　エムハイツ１階
     03-5243-7712  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96323,5383,7 ことぶき薬局　西小岩〒133-0057 （後発調２）第283214号    平成28年 5月 1日
     店 江戸川区西小岩三丁目５番５号
     03-3671-2501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96423,5440,5 スカイ薬局 〒132-0011 （後発調２）第280590号    平成28年 4月 1日
     江戸川区瑞江二丁目１５番１３号
     　ランドステージ瑞江１階
     03-5636-5720  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    300

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  96523,5452,0 ししぼね薬局 〒133-0073 （後発調２）第287648号    平成29年 2月 1日
     江戸川区鹿骨三丁目１８番地４
     03-5636-5960  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96623,5461,1 わかば薬局 〒134-0088 （後発調２）第283147号    平成28年 5月 1日
     江戸川区西葛西五丁目１番８号　
     トーショービル第２ディア西葛西
     １階
     03-5674-9360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96723,5465,2 平成薬局 〒132-0024 （後発調２）第287972号    平成29年 3月 1日
     江戸川区一之江七丁目３５番２２
     号
     03-5607-2166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96823,5466,0 マリーン薬局 〒132-0024 （後発調２）第285926号    平成28年 4月 1日
     江戸川区一之江八丁目１５番１７
     号　クリアウエスト１階
     03-5678-6833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96923,5473,6 なぎさ薬局 〒134-0085 （後発調２）第286027号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南葛西二丁目１２番１号
     　かさい保健医療福祉ビル１階
     03-5679-7137  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97023,5474,4 東小松川薬局 〒132-0033 （後発調２）第286465号    平成28年11月 1日
     江戸川区東小松川一丁目１２番１
     ０号
     03-5661-2585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97123,5478,5 モリタ薬局 〒132-0003 （後発調２）第283106号    平成28年 5月 1日
     江戸川区春江町二丁目４１番地３
     　アクアシティ春江１０５
     03-3676-8199  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97223,5493,4 さくらんぼ薬局 〒133-0057 （後発調２）第295855号    平成30年 1月 1日
     江戸川区西小岩一丁目２６番５号
     　ファースト小岩マンション１階
     03-5668-3748  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97323,5496,7 パンダ薬局　篠崎店 〒133-0061 （後発調２）第281723号    平成28年 4月 1日
     江戸川区篠崎町二丁目７番１号イ
     ーストハイム篠崎　１階
     03-5664-5885  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    301

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  97423,5498,3 パンダ薬局　小岩店 〒133-0052 （後発調２）第281727号    平成28年 4月 1日
     江戸川区東小岩四丁目５番４号　
     金本ビル１階
     03-5693-5560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97523,5509,7 パンダ薬局　瑞江店 〒133-0065 （後発調２）第281735号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南篠崎町三丁目１番２号
     　渡辺ビル１階
     03-5664-2107  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97623,5510,5 ウエルシア薬局　江戸〒132-0024 （後発調２）第284066号    平成28年 7月 1日
     川一之江店 江戸川区一之江七丁目７３番５号
     03-5661-7717  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97723,5516,2 サンドラッグ西葛西薬〒134-0088 （後発調２）第287905号    平成29年 2月 1日
     局 江戸川区西葛西四丁目２番２８号
     03-3680-4980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97823,5519,6 スマイル薬局 〒133-0042 （後発調２）第281249号    平成28年 4月 1日
     江戸川区興宮町１７番地８
     03-5661-5581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97923,5522,0 スミレ薬局 〒134-0083 （後発調２）第280300号    平成28年 4月 1日
     江戸川区中葛西五丁目３９番２号
     　ＧＲＡＮＤＥⅡ　１階
     03-5674-5509  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98023,5529,5 みなみ調剤薬局　一之〒134-0013 （後発調２）第288673号    平成28年 4月 1日
     江店 江戸川区江戸川四丁目２２番地６
     ０
     03-6659-7899  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98123,5540,2 東京中央薬局 〒134-0084 （後発調２）第286299号    平成28年11月 1日
     江戸川区東葛西六丁目２７番１５
     号　Ｂ号室
     03-3687-1150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98223,5542,8 ファミリエ薬局 〒132-0024 （後発調２）第285438号    平成28年 4月 1日
     江戸川区一之江七丁目３８番地８
     03-6231-5189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98323,5545,1 薬局マツモトキヨシ　〒132-0011 （後発調２）第295676号    平成30年 1月 1日
     瑞江駅前店 江戸川区瑞江二丁目３番１号
     03-3698-9519  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    302

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  98423,5548,5 志宝薬局　葛西店 〒134-0085 （後発調２）第296573号    平成30年 3月 1日
     江戸川区南葛西三丁目２２番１３
     号
     03-5691-0783  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98523,5553,5 スギ薬局　江戸川中央〒132-0021 （後発調２）第293148号    平成29年 7月 1日
     店 江戸川区中央三丁目１２番１４号
     　ＮＴＴ江戸川ビル本館１階
     03-5661-2715  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98623,5555,0 万代薬局　江戸川中央〒132-0021 （後発調２）第286301号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区中央二丁目２２番２６号
     03-5879-9337  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98723,5558,4 日本調剤　小岩南口薬〒133-0051 （後発調２）第285020号    平成28年 8月 1日
     局 江戸川区北小岩二丁目７番５号
     03-5622-7245  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98823,5559,2 薬局マツモトキヨシ　〒132-0011 （後発調２）第296280号    平成30年 2月 1日
     西瑞江店 江戸川区瑞江四丁目２０番１７号
     03-3679-0633  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98923,5561,8 グリーン薬局 〒132-0034 （後発調２）第294479号    平成29年10月 1日
     江戸川区小松川一丁目５番２号　
     トニ・ワンショッピングセンター
     １階
     03-3636-7557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99023,5563,4 日本調剤　葛西薬局 〒134-0084 （後発調２）第282597号    平成28年 4月 1日
     江戸川区東葛西六丁目２番１０号
     　モリビル１階
     03-5679-8012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99123,5569,1 パンダ薬局　平井店 〒132-0035 （後発調２）第281729号    平成28年 4月 1日
     江戸川区平井三丁目２３番１８号
     　光井グランドハイツ１階
     03-5875-5286  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99223,5571,7 日本調剤　南小岩薬局〒133-0056 （後発調２）第282600号    平成28年 4月 1日
     江戸川区南小岩七丁目２７番１４
     号　吉邦ビル１階
     03-5622-7670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99323,5582,4 西小岩薬局 〒133-0057 （後発調２）第286898号    平成28年 4月 1日
     江戸川区西小岩一丁目２０番２５
     号
     03-3671-4025  (03-3672-3423)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    303

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  99423,5584,0 有限会社　きくや薬局〒132-0003 （後発調２）第283996号    平成28年 4月 1日
     　はるえファーマシー江戸川区春江町二丁目３４番地９
     03-6638-8934  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99523,5591,5 あおぞら薬局　東小岩〒133-0052 （後発調２）第281956号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区東小岩四丁目３３番１６
     号　メゾンドアール１０２号室
     03-6806-9074  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99623,5593,1 クオール薬局　西葛西〒134-0088 （後発調２）第285436号    平成28年 9月 1日
     店 江戸川区西葛西六丁目１２番１号
     03-5679-6389  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99723,5614,5 なの花薬局　小岩店 〒133-0057 （後発調２）第294233号    平成29年 9月 1日
     江戸川区西小岩四丁目１番２号
     03-5876-8753  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99823,5617,8 ポライト薬局 〒132-0033 （後発調２）第284497号    平成28年 7月 1日
     江戸川区東小松川二丁目７番７号
     　
     03-5879-3221  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99923,5618,6 イオン薬局　葛西店 〒134-0088 （後発調２）第296610号    平成30年 3月 1日
     江戸川区西葛西三丁目９番１９号
     03-3675-5795  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100023,5620,2 クオール薬局　北葛西〒134-0081 （後発調２）第281540号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区北葛西五丁目１５番２号
     03-5667-5189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100123,5628,5 ウエルシア薬局　江戸〒133-0061 （後発調２）第294314号    平成29年10月 1日
     川篠崎店 江戸川区篠崎町二丁目２５番１３
     号
     03-5664-2031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100223,5631,9 パンダ薬局　西葛西店〒134-0088 （後発調２）第281718号    平成28年 4月 1日
     江戸川区西葛西三丁目１５番１３
     号　
     03-5679-7670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100323,5633,5 ウエルシア薬局　江戸〒133-0044 （後発調２）第292009号    平成29年 6月 1日
     川本一色店 江戸川区本一色三丁目７番２号
     03-5678-5117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    304

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 100423,5634,3 たんぽぽ薬局　小岩北〒133-0057 （後発調２）第282247号    平成28年 4月 1日
     口店 江戸川区西小岩一丁目１９番１８
     号
     03-5612-9341  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100523,5639,2 ウエルシア薬局　江戸〒133-0065 （後発調２）第286069号    平成28年 4月 1日
     川瑞江駅前店 江戸川区南篠崎町三丁目１番地３
     03-5664-1151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100623,5640,0 田中薬局 〒132-0035 （後発調２）第291944号    平成29年 6月 1日
     江戸川区平井六丁目１５番２１号
     03-3611-6375  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100723,5641,8 アイ調剤薬局 〒134-0088 （後発調２）第284465号    平成28年 7月 1日
     江戸川区西葛西三丁目１９番２号
     03-5674-1336  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100823,5643,4 ユーワ薬局　中葛西店〒134-0083 （後発調２）第283096号    平成28年 5月 1日
     江戸川区中葛西五丁目２番３９号
     03-6808-0523  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100923,5645,9 さくら薬局　一之江店〒132-0024 （後発調２）第287549号    平成29年 1月 1日
     江戸川区一之江七丁目４９番５号
     　ＩＭＳクレイドル１階
     03-6906-6275  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101023,5648,3 パンダ薬局　東篠崎店〒133-0063 （後発調２）第285437号    平成28年 9月 1日
     江戸川区東篠崎一丁目１１番１５
     号　東篠崎メディカルビル１階
     03-5879-7061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101123,5656,6 そうごう薬局　葛西店〒134-0083 （後発調２）第295751号    平成30年 1月 1日
     江戸川区中葛西一丁目１番７号　
     渡辺ビル１階
     03-5658-2640  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101223,5660,8 アイン薬局　平井店 〒132-0035 （後発調２）第286382号    平成28年11月 1日
     江戸川区平井五丁目１４番１０号
     03-5631-4311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101323,5661,6 ヤマシン薬局　江戸川〒132-0021 （後発調２）第284627号    平成28年 4月 1日
     店 江戸川区中央二丁目１９番１８号
     03-6231-5090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101423,5663,2 ひまり薬局　平井店 〒132-0035 （後発調２）第292368号    平成29年 6月 1日
     江戸川区平井五丁目１４番３号　
     03-6657-0544  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    305

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 101523,5664,0 あけぼの薬局　西葛西〒134-0088 （後発調２）第293588号    平成29年 8月 1日
     北口店 江戸川区西葛西五丁目１番２号　
     ＧＲＡＮＤ　ＨＩＬＬ　ＳＩＤＥ
     　１０１
     03-5674-4189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101623,5665,7 エンジェル薬局 〒134-0091 （後発調２）第287092号    平成28年12月 1日
     江戸川区船堀三丁目５番７号　ト
     キビル１階
     03-3877-5201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101723,5666,5 エンジェル薬局　一之〒132-0024 （後発調２）第284445号    平成28年 7月 1日
     江店 江戸川区一之江七丁目８１番７号
     　ＫＵビル１階
     03-5663-5201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101823,5667,3 エンジェル薬局　北葛〒134-0081 （後発調２）第286462号    平成28年11月 1日
     西店 江戸川区北葛西四丁目１番４５号
     　カーサ控井１階
     03-5605-2201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101923,5668,1 クリスタル薬局 〒134-0088 （後発調２）第294948号    平成29年11月 1日
     江戸川区西葛西四丁目２番３４号
     　１階
     03-6456-0581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102023,5669,9 エンジェル薬局　船堀〒134-0091 （後発調２）第284444号    平成28年 7月 1日
     ２号店 江戸川区船堀三丁目５番７号　ト
     キビル２階
     03-6808-5195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102123,5670,7 スミレ薬局　西葛西店〒134-0088 （後発調２）第285493号    平成28年 9月 1日
     江戸川区西葛西三丁目１５番５号
     03-5878-1526  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102223,5672,3 あけぼの薬局　北葛西〒134-0081 （後発調２）第296613号    平成30年 3月 1日
     店 江戸川区北葛西四丁目１番２２号
     　エクセル西葛西１階
     03-5667-0580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102323,5675,6 あけぼの薬局　西葛西〒134-0088 （後発調２）第285576号    平成28年 8月 1日
     店 江戸川区西葛西七丁目２０番２号
     　セキニビル１階
     03-5659-7266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    306

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 102423,5676,4 あおぞら薬局　一之江〒132-0024 （後発調２）第287597号    平成29年 2月 1日
     店 江戸川区一之江四丁目７番地５
     03-5879-4631  (03-5879-4632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102523,5678,0 メディスンショップ上〒133-0041 （後発調２）第286635号    平成28年10月 1日
     一色薬局 江戸川区上一色二丁目１７番２号
     03-5662-1373  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102623,5680,6 アイセイ薬局　船堀店〒134-0091 （後発調２）第293023号    平成29年 7月 1日
     江戸川区船堀三丁目８番１号
     03-5679-7571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102723,5681,4 フロンティア薬局　小〒133-0056 （後発調２）第293862号    平成29年 9月 1日
     岩店 江戸川区南小岩八丁目２３番９号
     　ダイヤモンドレジデンス南小岩
     １階
     03-6657-8236  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102823,5686,3 薬局　ニコニコ 〒132-0021 （後発調２）第296300号    平成30年 2月 1日
     江戸川区中央四丁目１１番８号　
     アルカディア親水公園ビル１階
     03-5879-2514  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102923,5688,9 なごみ薬局 〒134-0083 （後発調２）第296649号    平成30年 3月 1日
     江戸川区中葛西五丁目４１番１２
     号
     03-6231-8251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103023,5689,7 ウエルシア薬局　江戸〒133-0073 （後発調２）第295214号    平成29年11月 4日
     川鹿骨店 江戸川区鹿骨四丁目２番９号
     03-5959-1255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103123,5692,1 いちご薬局 〒133-0061 （後発調２）第296612号    平成30年 3月 1日
     江戸川区篠崎町四丁目３１番１３
     号
     03-5666-0520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103223,5695,4 ぞうさん薬局 〒133-0056 （後発調２）第296847号    平成30年 3月 1日
     江戸川区南小岩三丁目２０番７号
     　ＹＫハイツ１０５
     03-6382-9580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103324,5011,2 三共堂薬局 〒198-0212 （後発調２）第282395号    平成28年 4月 1日
     西多摩郡奥多摩町氷川１３８０番
     地
     04288-3-2423  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    307

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 103424,5047,6 みどり薬局日の出 〒190-0181 （後発調２）第283742号    平成28年 6月 1日
     西多摩郡日の出町大久野１１２番
     地
     0425-97-6085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103524,5050,0 三共堂調剤薬局 〒198-0212 （後発調２）第282393号    平成28年 4月 1日
     西多摩郡奥多摩町氷川１１２５番
     地
     0428-82-7111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103624,5054,2 みずほ調剤薬局 〒190-1221 （後発調２）第282155号    平成28年 4月 1日
     西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字狭
     山２８２番地２　パインフラット
     １０５号
     042-556-6833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103724,5057,5 若草薬局　瑞穂店 〒190-1212 （後発調２）第283274号    平成28年 5月 1日
     西多摩郡瑞穂町殿ケ谷４５１番地
     ４
     042-557-8887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103824,5060,9 ファーコス薬局　瑞穂〒190-1221 （後発調２）第281879号    平成28年 4月 1日
     西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２６１０
     番地１４
     042-568-2026  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103924,5061,7 かえるの薬局 〒190-0182 （後発調２）第282642号    平成28年 4月 1日
     西多摩郡日の出町平井２１６番地
     １１
     042-588-5947  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104024,5064,1 さつき薬局　瑞穂店 〒190-1201 （後発調２）第293866号    平成29年 9月 1日
     西多摩郡瑞穂町二本木７１９番地
     ４
     042-513-9763  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104127,5055,2 薬友会けやき調剤薬局〒189-0002 （後発調２）第293612号    平成29年 8月 1日
     東村山市青葉町二丁目２５番地１
     0423-96-2893  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104227,5069,3 青葉調剤薬局 〒189-0002 （後発調２）第285845号    平成28年10月 1日
     東村山市青葉町二丁目１番地１７
     0423-93-7989  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    308

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 104327,5073,5 市役所通り薬局 〒189-0014 （後発調２）第284654号    平成28年 4月 1日
     東村山市本町四丁目２番地１　パ
     ルナス久米川１階
     0423-95-5388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104427,5095,8 サンドラッグ東村山青〒189-0002 （後発調２）第283260号    平成28年 5月 1日
     葉町薬局 東村山市青葉町二丁目２５番地１
     042-390-1750  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104527,5097,4 加藤薬局　東村山店 〒189-0012 （後発調２）第286999号    平成28年12月 1日
     東村山市萩山町四丁目２番地５０
     042-390-3121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104627,5098,2 有限会社　三共薬品　〒189-0011 （後発調２）第289584号    平成28年 4月 1日
     三共薬局　恩多町店 東村山市恩多町一丁目３０番地４
     042-390-2377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104727,5103,0 調剤薬局エーアンドゼ〒189-0001 （後発調２）第294206号    平成29年 9月 1日
     ット 東村山市秋津町五丁目１５番地７
     042-392-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104827,5129,5 ウエルシア薬局　東村〒189-0003 （後発調２）第284711号    平成28年 8月 1日
     山久米川店 東村山市久米川町四丁目３番地３
     ９
     042-390-8028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104927,5137,8 ひまわり薬局 〒189-0025 （後発調２）第287209号    平成29年 1月 1日
     東村山市廻田町二丁目１番８号
     042-313-3551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105027,5138,6 スギ薬局　ラーレ東村〒189-0003 （後発調２）第296324号    平成30年 2月 1日
     山店 東村山市久米川町三丁目１番４号
     042-399-2170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105127,5141,0 あけぼの薬局　秋津店〒189-0001 （後発調２）第283646号    平成28年 6月 1日
     東村山市秋津町五丁目９番地６
     042-399-1301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105227,5143,6 日本調剤　萩山薬局 〒189-0012 （後発調２）第285536号    平成28年 9月 1日
     東村山市萩山町二丁目１番地１
     042-348-8701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105327,5146,9 薬局アポック　久米川〒189-0013 （後発調２）第290400号    平成29年 4月 1日
     駅前店 東村山市栄町二丁目８番２１号　
     １０３
     042-399-8050  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    309

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 105427,5151,9 スギ薬局　東村山秋津〒189-0001 （後発調２）第293149号    平成29年 7月 1日
     店 東村山市秋津町三丁目８番地４
     042-306-4791  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105527,5156,8 ウエルシア薬局　新秋〒189-0001 （後発調２）第294709号    平成29年11月 1日
     津駅前店 東村山市秋津町五丁目１３番地９
     ５
     042-390-3915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105627,5157,6 スギ薬局　コープ秋津〒189-0001 （後発調２）第296763号    平成30年 3月 1日
     町店 東村山市秋津町二丁目１８番２号
     　コープ東村山秋津町店１階
     042-306-2741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105728,5015,4 だるま薬局 〒198-0036 （後発調２）第280510号    平成28年 4月 1日
     青梅市河辺町六丁目８番地２７
     0428-24-7448  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105828,5030,3 吹上薬局 〒198-0015 （後発調２）第282782号    平成28年 4月 1日
     青梅市吹上３４０番地２
     0428-24-9283  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105928,5041,0 新町薬局 〒198-0024 （後発調２）第287689号    平成29年 2月 1日
     青梅市新町三丁目４８番地の３
     0428-31-0372  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106028,5052,7 すみれ薬局 〒198-0042 （後発調２）第296696号    平成30年 3月 1日
     青梅市東青梅五丁目２１番地１８
     0428-22-9863  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106128,5059,2 十字堂薬局 〒198-0083 （後発調２）第289162号    平成28年 4月 1日
     青梅市本町１４８番地
     0428-22-2237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106228,5063,4 かささぎ薬局 〒198-0031 （後発調２）第282170号    平成28年 4月 1日
     青梅市師岡町四丁目１番地１０
     0428-25-1195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106328,5093,1 あゆみ薬局 〒198-0021 （後発調２）第296652号    平成30年 3月 1日
     青梅市今寺五丁目１０番地
     0428-33-9201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106428,5104,6 マルコ調剤薬局 〒198-0052 （後発調２）第282880号    平成28年 4月 1日
     青梅市長淵一丁目９４４番地
     0428-20-1666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    310

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 106528,5109,5 いちご薬局 〒198-0021 （後発調２）第283663号    平成28年 6月 1日
     青梅市今寺五丁目１２番地１９
     0428-85-8615  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106628,5112,9 あぁす薬局 〒198-0036 （後発調２）第280472号    平成28年 4月 1日
     青梅市河辺町八丁目１３番３３号
     0428-84-0284  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106728,5118,6 中川薬局　東青梅店 〒198-0042 （後発調２）第281581号    平成28年 4月 1日
     青梅市東青梅一丁目６番地１６
     0428-20-1651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106828,5125,1 つばさ薬局 〒198-0052 （後発調２）第288306号    平成29年 3月 1日
     青梅市長淵七丁目３３１番地２
     0428-78-3439  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106928,5128,5 みどり薬局　千ヶ瀬 〒198-0043 （後発調２）第282793号    平成28年 4月 1日
     青梅市千ヶ瀬町六丁目７８４番地
     １
     0428-20-8061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107028,5143,4 明倫堂薬局 〒198-0042 （後発調２）第290397号    平成29年 4月 1日
     青梅市東青梅四丁目１７番地２８
     0428-20-6088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107128,5146,7 ファイン薬局　青梅店〒198-0082 （後発調２）第288739号    平成28年 4月 1日
     青梅市仲町２５９番地１
     0428-78-2450  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107228,5147,5 ドラッグセイムス　青〒198-0036 （後発調２）第295099号    平成29年11月 1日
     梅河辺薬局 青梅市河辺町七丁目７番地１
     0428-30-7631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107328,5159,0 オリーブ薬局　青梅店〒198-0042 （後発調２）第290277号    平成29年 4月 1日
     青梅市東青梅四丁目１７番地１８
     0428-84-2690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107428,5160,8 アイン薬局　青梅東店〒198-0042 （後発調２）第291789号    平成29年 5月 1日
     青梅市東青梅四丁目１７番２６号
     0428-23-9074  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107528,5163,2 アイセイ薬局　野上店〒198-0032 （後発調２）第286687号    平成28年10月 1日
     青梅市野上町四丁目１番地１０　
     ながさわ第一ビル
     0428-22-5351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    311

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 107628,5165,7 ウエルシア薬局　青梅〒198-0024 （後発調２）第296431号    平成30年 3月 1日
     新町店 青梅市新町三丁目６９番４号
     0428-30-7285  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107728,5167,3 てる薬局 〒198-0171 （後発調２）第293292号    平成29年 6月 1日
     青梅市二俣尾四丁目９５５番地１
     　セブンコーポⅠ　１階
     0428-85-8970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107829,5120,0 中山薬局 〒193-0943 （後発調２）第292377号    平成29年 6月 1日
     八王子市寺田町４３２番地　グリ
     ーンヒル寺田１０１・２０２
     0426-65-3697  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107929,5122,6 ノムラ薬局　八王子店〒192-0046 （後発調２）第295790号    平成30年 1月 1日
     八王子市明神町四丁目１番２号　
     ストーク八王子１０１号
     0426-46-4446  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108029,5162,2 八王子薬剤センター薬〒193-0944 （後発調２）第292557号    平成29年 6月 1日
     局 八王子市館町１０９７番地
     0426-66-0931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108129,5163,0 さとう調剤薬局 〒193-0816 （後発調２）第295130号    平成29年12月 1日
     八王子市大楽寺町１３６番地５
     0426-51-1930  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108229,5178,8 はざま薬局 〒193-0942 （後発調２）第294502号    平成29年10月 1日
     八王子市椚田町１２１４番地１
     0426-68-5861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108329,5197,8 横山町薬局 〒192-0081 （後発調２）第287815号    平成28年 4月 1日
     八王子市横山町２０番１３号　ハ
     イツツーエイト１０５
     0426-46-2216  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108429,5208,3 中山薬局　散田店 〒193-0832 （後発調２）第283662号    平成28年 6月 1日
     八王子市散田町三丁目１３番地５
     0426-67-4589  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108529,5234,9 さつき薬局　楢原店 〒193-0803 （後発調２）第288005号    平成29年 3月 1日
     八王子市楢原町１４８２番地２
     0426-23-8545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108629,5240,6 こぐま薬局 〒193-0931 （後発調２）第281614号    平成28年 4月 1日
     八王子市台町三丁目１６番１６号
     0426-27-7743  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    312

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 108729,5246,3 ひまわり薬局　片倉店〒192-0914 （後発調２）第285228号    平成28年 4月 1日
     八王子市片倉町７０９番地の９　
     駅前Ｆｌａｔ１階
     0426-32-7397  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108829,5247,1 桃源薬局 〒192-0002 （後発調２）第283965号    平成28年 7月 1日
     八王子市高月町３６５番地の１
     0426-92-3354  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108929,5251,3 アオイ薬局 〒192-0042 （後発調２）第283709号    平成28年 6月 1日
     八王子市中野山王三丁目１番２号
     0426-27-1651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109029,5253,9 マロン薬局　高尾店 〒193-0834 （後発調２）第283674号    平成28年 6月 1日
     八王子市東浅川町５４８番地１　
     ドエル・クラ１階
     0426-69-5288  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109129,5275,2 神田成美堂薬局 〒192-0053 （後発調２）第285549号    平成28年10月 1日
     八王子市八幡町１２番４号
     0426-22-0520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109229,5276,0 たちばな薬局　片倉店〒192-0914 （後発調２）第283108号    平成28年 4月 1日
     八王子市片倉町４４６番地８
     0426-32-8990  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109329,5281,0 かのうや薬局　横川店〒193-0823 （後発調２）第285675号    平成28年10月 1日
     八王子市横川町５６９番地の９
     0426-28-5551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109429,5287,7 ひまわり薬局　下柚木〒192-0372 （後発調２）第284397号    平成28年 7月 1日
     店 八王子市下柚木二丁目５番地１
     0426-70-5855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109529,5300,8 調剤薬局スカイファー〒193-0832 （後発調２）第295205号    平成29年12月 1日
     マシー　散田店 八王子市散田町三丁目２番１２号
     　アーク西八王子レジデンス１０
     ２号室
     0426-29-2533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109629,5307,3 チューリップ散田町薬〒193-0832 （後発調２）第295138号    平成29年12月 1日
     局 八王子市散田町四丁目１１番１５
     号
     0426-67-8106  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    313

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 109729,5309,9 下島調剤薬局 〒192-0052 （後発調２）第284003号    平成28年 7月 1日
     八王子市本郷町３番２０号
     0426-22-8304  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109829,5318,0 さくら薬局　横山町店〒192-0081 （後発調２）第296561号    平成30年 3月 1日
     八王子市横山町１１番５号　斗南
     堂ビル１階
     0426-43-1882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109929,5333,9 ハラケン薬局　大塚店〒192-0352 （後発調２）第285257号    平成28年 9月 1日
     八王子市大塚２２５番地１
     0426-77-4807  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110029,5341,2 ふじ薬局　めじろ台店〒193-0833 （後発調２）第284043号    平成28年 7月 1日
     八王子市めじろ台一丁目１８番地
     ２
     0426-62-7277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110129,5342,0 けい薬局 〒193-0944 （後発調２）第284591号    平成28年 4月 1日
     八王子市館町２２００番地７
     0426-66-9310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110229,5347,9 マロン薬局　八王子店〒192-0041 （後発調２）第287986号    平成28年 4月 1日
     八王子市中野上町四丁目９番９号
     0426-24-0043  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110329,5350,3 めばえ薬局 〒192-0916 （後発調２）第285215号    平成28年 4月 1日
     八王子市みなみ野三丁目１番７号
     042-632-7255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110429,5351,1 東八王子薬局 〒192-0046 （後発調２）第294507号    平成29年10月 1日
     八王子市明神町四丁目７番５号
     0426-60-8021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110529,5355,2 グリーン薬局 〒192-0916 （後発調２）第287287号    平成28年 4月 1日
     八王子市みなみ野四丁目１５番７
     号
     0426-32-8088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110629,5356,0 なみきばし薬局 〒193-0813 （後発調２）第283222号    平成28年 5月 1日
     八王子市四谷町７２０番地１
     0426-20-5788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110729,5357,8 三崎薬局 〒192-0082 （後発調２）第284994号    平成28年 8月 1日
     八王子市東町２番２号
     0426-31-1350  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    314

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 110829,5362,8 さくら薬局　新町店 〒192-0065 （後発調２）第285288号    平成28年 9月 1日
     八王子市新町７番１２号　岩崎ビ
     ル１階
     0426-60-5430  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110929,5372,7 薬局ユアーズ　堀之内〒192-0355 （後発調２）第284258号    平成28年 7月 1日
     店 八王子市堀之内二丁目６番地５　
     １０２
     042-675-6522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111029,5387,5 アイ薬局 〒192-0033 （後発調２）第280096号    平成28年 4月 1日
     八王子市高倉町２９番地１０　第
     ３エステート吉武１階
     042-646-7201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111129,5393,3 ウエルシア薬局　八王〒193-0822 （後発調２）第284712号    平成28年 8月 1日
     子弐分方店 八王子市弐分方町４８１番地４
     042-655-2774  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111229,5395,8 あさひ薬局 〒192-0024 （後発調２）第284403号    平成28年 7月 1日
     八王子市宇津木町６２６番地１
     042-642-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111329,5399,0 ノムラ薬局　高尾店 〒193-0834 （後発調２）第285812号    平成28年10月 1日
     八王子市東浅川町３３６番地１３
     042-686-1330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111429,5402,2 すわ調剤薬局 〒193-0812 （後発調２）第296645号    平成30年 3月 1日
     八王子市諏訪町７２番地１
     042-673-7327  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111529,5403,0 南山堂薬局　片倉店 〒192-0914 （後発調２）第282528号    平成28年 4月 1日
     八王子市片倉町３４２番地３　Ｋ
     ’ｓ片倉ビル１階
     042-649-5630  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111629,5405,5 開晴薬局 〒193-0931 （後発調２）第295395号    平成29年12月 1日
     八王子市台町四丁目３４番２号
     042-623-7201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111729,5415,4 クリエイト薬局　八王〒192-0355 （後発調２）第295875号    平成30年 1月 1日
     子堀之内店 八王子市堀之内二丁目１０番２９
     号　日高ビル１階
     042-677-8891  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    315

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 111829,5416,2 クオール薬局　八王子〒192-0904 （後発調２）第294139号    平成29年 9月 1日
     店 八王子市子安町四丁目１０番１３
     号
     042-620-1031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111929,5418,8 ノムラ薬局　東中野店〒192-0351 （後発調２）第288988号    平成28年 4月 1日
     八王子市東中野７９番地２
     042-670-8218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112029,5422,0 ノムラ薬局　大和田店〒192-0045 （後発調２）第293660号    平成29年 8月 1日
     八王子市大和田町六丁目１４番７
     号
     042-649-8158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112129,5427,9 さくら薬局　八王子み〒192-0919 （後発調２）第287552号    平成29年 1月 1日
     なみ野店 八王子市七国四丁目１４番１号
     0426-32-5218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112229,5434,5 たちばなきりん薬局 〒193-0824 （後発調２）第288534号    平成29年 4月 1日
     八王子市長房町４５４番地５
     042-673-5077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112329,5437,8 コスモファーマシー　〒193-0845 （後発調２）第290353号    平成29年 4月 1日
     すずらん薬局 八王子市初沢町１２７７番地７
     042-668-1241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112429,5438,6 コサカ薬局　堀之内店〒192-0363 （後発調２）第285366号    平成28年 4月 1日
     八王子市別所二丁目１２３番地
     042-675-6500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112529,5439,4 日本調剤　八王子薬局〒192-0046 （後発調２）第282480号    平成28年 4月 1日
     八王子市明神町四丁目９番７号　
     京王八王子西口ビル１階
     042-643-5270  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112629,5445,1 サンドラッグ　京王堀〒192-0363 （後発調２）第283774号    平成28年 6月 1日
     之内駅前薬局 八王子市別所２番地１　ＶＩＡナ
     ガイケ店内１階
     042-670-8275  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112729,5448,5 北野調剤薬局　高尾店〒193-0841 （後発調２）第283070号    平成28年 5月 1日
     八王子市裏高尾町２６４番地３
     042-668-5733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    316

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 112829,5453,5 南山堂薬局　八王子店〒192-0081 （後発調２）第283167号    平成28年 5月 1日
     八王子市横山町２２番３号　メデ
     ィカルタワー八王子１階
     042-649-3541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112929,5454,3 さつき薬局　横川店 〒193-0823 （後発調２）第294702号    平成29年11月 1日
     八王子市横川町６９７番地２
     042-686-2796  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113029,5458,4 ポプラ調剤薬局 〒192-0906 （後発調２）第295743号    平成30年 1月 1日
     八王子市北野町５６２番地５　グ
     ランメール１階
     042-660-0781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113129,5461,8 オレンジ薬局　西寺方〒192-0153 （後発調２）第287985号    平成28年 4月 1日
     店 八王子市西寺方町１３００番地１
     042-659-2817  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113229,5463,4 陵南薬局 〒193-0824 （後発調２）第295141号    平成29年12月 1日
     八王子市長房町１３９６番地４
     042-669-3313  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113329,5466,7 日本調剤　大和田薬局〒192-0045 （後発調２）第288313号    平成29年 3月 1日
     八王子市大和田町七丁目１８番６
     号
     042-631-8655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113429,5472,5 ＱＯＬサポートクオー〒192-0046 （後発調２）第283779号    平成28年 6月 1日
     ル薬局　京王八王子店八王子市明神町四丁目７番１４号
     　八王子ＯＮビル１階
     042-649-2690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113529,5473,3 ノムラ薬局　大和田５〒192-0045 （後発調２）第288978号    平成28年 4月 1日
     丁目店 八王子市大和田町五丁目２６番１
     ５号　グランドールＭ＆Ｋ１階
     042-649-1838  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113629,5478,2 なのはな調剤薬局 〒193-0803 （後発調２）第282385号    平成28年 4月 1日
     八王子市楢原町５０６番地の２
     042-621-2192  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113729,5481,6 上川薬局 〒192-0151 （後発調２）第294672号    平成29年11月 1日
     八王子市上川町２２６１番地１１
     042-654-6279  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日    317

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 113829,5482,4 なぎさ薬局 〒193-0835 （後発調２）第283237号    平成28年 5月 1日
     八王子市千人町三丁目１７番１６
     号
     042-663-8633  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113929,5485,7 やまだ駅前薬局 〒193-0934 （後発調２）第294509号    平成29年10月 1日
     八王子市小比企町４８０番地１　
     サニーヒルいそま１０１－２号
     042-638-8190  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114029,5488,1 さくら薬局上壱分方店〒193-0811 （後発調２）第289334号    平成28年 4月 1日
     八王子市上壱分方町５７７番地８
     042-659-1480  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114129,5491,5 スギ薬局　八日町店 〒192-0071 （後発調２）第294761号    平成29年11月 1日
     八王子市八日町８番１号　ビュー
     タワー八王子１階
     042-686-3981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114229,5493,1 ウエルシア薬局　八王〒192-0916 （後発調２）第288950号    平成29年 4月 1日
     子みなみ野店 八王子市みなみ野五丁目１５番５
     号
     042-632-0680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114329,5494,9 ノムラ薬局　東浅川店〒193-0834 （後発調２）第296211号    平成30年 2月 1日
     八王子市東浅川町５１９番地３
     042-668-4680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114429,5496,4 さつき薬局　椚田店 〒193-0942 （後発調２）第282305号    平成28年 4月 1日
     八王子市椚田町５５２番地９
     042-673-4353  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114529,5502,9 ドラッグセイムス　子〒192-0904 （後発調２）第295097号    平成29年11月 1日
     安町薬局 八王子市子安町二丁目２番１７号
     042-631-8581  (042-631-8582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114629,5503,7 調剤薬局マツモトキヨ〒192-0913 （後発調２）第283646号    平成28年 4月 1日
     シ　八王子北野台１丁八王子市北野台一丁目１７番１号
     目店 042-632-5030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114729,5506,0 ひだまり薬局 〒193-0833 （後発調２）第285770号    平成28年10月 1日
     八王子市めじろ台一丁目９番地１
     042-667-1160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    318

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 114829,5508,6 なの花薬局八王子みな〒192-0918 （後発調２）第283008号    平成28年 5月 1日
     み野店 八王子市兵衛一丁目２５番５号　
     ソレイユ店舗Ｃ
     042-638-0733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114929,5509,4 アイン薬局　八王子店〒192-0034 （後発調２）第296650号    平成30年 3月 1日
     八王子市大谷町３０２番地
     042-649-1167  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115029,5511,0 アイン薬局　元八王子〒193-0816 （後発調２）第285615号    平成28年 4月 1日
     店 八王子市大楽寺町４７７番地４
     042-686-0233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115129,5512,8 ノムラ薬局　八王子中〒192-0085 （後発調２）第292088号    平成29年 6月 1日
     町店 八王子市中町５番１０号
     042-634-8928  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115229,5513,6 ながふさ薬局 〒193-0824 （後発調２）第280229号    平成28年 4月 1日
     八王子市長房町１４６２番地７
     042-669-5644  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115329,5517,7 さくら薬局　西八王子〒193-0832 （後発調２）第287550号    平成29年 1月 1日
     店 八王子市散田町三丁目１０番地１
     　
     042-668-7677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115429,5522,7 長房調剤薬局 〒193-0824 （後発調２）第294908号    平成29年11月 1日
     八王子市長房町５４６番地１８
     042-673-5714  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115529,5523,5 とらお薬局 〒192-0051 （後発調２）第295126号    平成29年12月 1日
     八王子市元本郷町一丁目３１番１
     号
     042-649-7213  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115629,5525,0 左入薬局 〒192-0012 （後発調２）第294327号    平成29年 9月 1日
     八王子市左入町４３５番地１
     042-696-3291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115730,5106,7 龍生堂薬局　立川店 〒190-0023 （後発調２）第293707号    平成29年 8月 1日
     立川市柴崎町二丁目１番５号
     0425-27-4555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115830,5111,7 山下薬局　若葉町店 〒190-0001 （後発調２）第282947号    平成28年 5月 1日
     立川市若葉町一丁目１１番地１８
     0425-37-6209  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    319

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 115930,5116,6 シティ薬局 〒190-0001 （後発調２）第288202号    平成29年 3月 1日
     立川市若葉町三丁目５４番地５
     0425-35-4744  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116030,5126,5 錦町薬局 〒190-0022 （後発調２）第280753号    平成28年 4月 1日
     立川市錦町一丁目１７番１５号
     0425-23-5894  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116130,5152,1 にしやま薬局 〒190-0022 （後発調２）第280890号    平成28年 4月 1日
     立川市錦町二丁目７番８号
     042-525-9212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116230,5155,4 いながき薬局　立川栄〒190-0003 （後発調２）第283576号    平成28年 4月 1日
     町店 立川市栄町六丁目１１番地１１　
     豊建設ビル１階Ｂ号室
     042-538-0321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116330,5168,7 多摩薬局 〒190-0022 （後発調２）第280749号    平成28年 4月 1日
     立川市錦町一丁目２３番１号
     042-528-6100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116430,5169,5 柏友堂薬局 〒190-0011 （後発調２）第281758号    平成28年 4月 1日
     立川市高松町三丁目１３番１５号
     　日本医薬株式会社立川ビル１階
     042-548-7177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116530,5174,5 幸徳薬局 〒190-0021 （後発調２）第281737号    平成28年 4月 1日
     立川市羽衣町二丁目４２番７号
     042-540-5633  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116630,5182,8 まつなか薬局 〒190-0034 （後発調２）第286896号    平成28年 4月 1日
     立川市西砂町六丁目６番地１９
     042-520-7883  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116730,5185,1 さくら薬局　立川店 〒190-0022 （後発調２）第288723号    平成28年 4月 1日
     立川市錦町一丁目１７番１３号
     042-548-0855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116830,5187,7 トリル薬局　上砂町店〒190-0032 （後発調２）第287490号    平成28年 4月 1日
     立川市上砂町三丁目３０番地３
     042-538-7560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116930,5192,7 曙町薬局 〒190-0012 （後発調２）第284602号    平成28年 8月 1日
     立川市曙町二丁目５番１８号　東
     財曙ビル９階
     042-540-1922  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    320

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 117030,5196,8 すわ通り調剤薬局 〒190-0023 （後発調２）第281734号    平成28年 4月 1日
     立川市柴崎町二丁目４番１８号　
     相川ビル１階
     042-569-8070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117130,5205,7 クリエイトエス・ディ〒190-0003 （後発調２）第284377号    平成28年 7月 1日
     ー立川栄町店薬局 立川市栄町三丁目５番地１
     042-548-3136  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117230,5207,3 トリル薬局　柏町店 〒190-0004 （後発調２）第287445号    平成28年 4月 1日
     立川市柏町二丁目１６番４号
     042-538-7275  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117330,5209,9 若葉町薬局 〒190-0001 （後発調２）第285881号    平成28年 4月 1日
     立川市若葉町一丁目１１番１０号
     042-538-0061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117430,5211,5 メディオ薬局　立川羽〒190-0021 （後発調２）第293538号    平成29年 8月 1日
     衣町店 立川市羽衣町三丁目１２番３号
     042-548-0095  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117530,5215,6 こぶし薬局 〒190-0022 （後発調２）第295541号    平成30年 1月 1日
     立川市錦町一丁目７番１号
     042-540-1461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117630,5219,8 さつき薬局　立川店 〒190-0011 （後発調２）第296249号    平成30年 2月 1日
     立川市高松町二丁目１番２７号　
     立川メディカルビル
     042-512-8750  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117730,5221,4 ファーマシーミント　〒190-0004 （後発調２）第281013号    平成28年 4月 1日
     柏町薬局 立川市柏町四丁目２番地４１
     042-536-3010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117830,5223,0 サンキ薬局　本店 〒190-0002 （後発調２）第284386号    平成28年 7月 1日
     立川市幸町三丁目１番地５
     042-538-7771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117930,5224,8 あおば薬局 〒190-0002 （後発調２）第292971号    平成29年 7月 1日
     立川市幸町四丁目２３番地６
     042-536-3653  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118030,5234,7 井上薬局 〒190-0012 （後発調２）第288014号    平成29年 3月 1日
     立川市曙町一丁目１９番１号　谷
     事務所１階
     042-525-7606  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    321

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 118130,5242,0 マイサークル薬局 〒190-0022 （後発調２）第280721号    平成28年 4月 1日
     立川市錦町二丁目１番２１号　パ
     ークユイット立川１階
     042-529-5777  (042-529-5777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118230,5246,1 ナカジマ薬局　立川店〒190-0015 （後発調２）第283784号    平成28年 6月 1日
     立川市泉町９３５番地１　ららぽ
     ーと立川立飛１階
     042-512-5133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118330,5247,9 アイン薬局　エキュー〒190-0023 （後発調２）第285100号    平成28年 8月 1日
     ト立川店 立川市柴崎町三丁目１番１号　エ
     キュート立川４階
     042-521-5338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118430,5248,7 ウエルシア薬局　立川〒190-0003 （後発調２）第293889号    平成29年 9月 1日
     栄町店 立川市栄町五丁目６２番地１
     042-538-4391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118530,5249,5 ファーマみらい　立川〒190-0012 （後発調２）第287152号    平成28年 4月 1日
     薬局 立川市曙町二丁目１２番２号　ビ
     ックカメラ立川店１階
     042-548-1330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118630,5251,1 ぺりかん薬局 〒190-0004 （後発調２）第285374号    平成28年 9月 1日
     立川市柏町四丁目５６番地１
     042-535-1184  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118730,5253,7 なの花薬局　立川駅前〒190-0023 （後発調２）第296766号    平成30年 3月 1日
     店 立川市柴崎町三丁目８番２号　ビ
     ルドはなさい１階
     042-548-3915  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118830,5254,5 なの花薬局　立川柴崎〒190-0023 （後発調２）第285178号    平成28年 7月 1日
     町店 立川市柴崎町三丁目１２番２４号
     042-527-1120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118930,5255,2 ウェルパーク薬局　立〒190-0012 （後発調２）第296208号    平成30年 2月 1日
     川北口店 立川市曙町二丁目２番２６号
     042-595-6378  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119030,5256,0 立川南薬局 〒190-0023 （後発調２）第295422号    平成29年12月 1日
     立川市柴崎町三丁目７番７号　Ｓ
     Ｋ立川駅前ビル１階
     042-595-6206  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    322

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 119130,5257,8 立川北口薬局 〒190-0014 （後発調２）第288299号    平成29年 3月 1日
     立川市緑町４番地４　立川北口薬
     局ビル１階
     042-512-8693  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119230,5259,4 スギ薬局　立川錦町店〒190-0022 （後発調２）第293605号    平成29年 8月 1日
     立川市錦町一丁目１８番６号　石
     塚家具店１階
     042-519-3616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119330,5261,0 オレンジパール薬局 〒190-0013 （後発調２）第293847号    平成29年 9月 1日
     立川市富士見町一丁目３５番１４
     号
     042-595-6851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119430,5263,6 立川薬局 〒190-0032 （後発調２）第296651号    平成30年 3月 1日
     立川市上砂町三丁目５５番地１５
     042-538-2620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119530,5268,5 マロン薬局　西国立店〒190-0022 （後発調２）第296264号    平成30年 2月 1日
     立川市錦町四丁目３番１号　シャ
     トー・ルミエール１階
     042-595-7276  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119630,5269,3 けやき薬局 〒190-0022 （後発調２）第294776号    平成29年10月 1日
     立川市錦町四丁目３番２８号
     042-528-8693  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119730,5270,1 日本調剤　立川曙町薬〒190-0012 （後発調２）第296721号    平成30年 3月 1日
     局 立川市曙町二丁目９番４号　野口
     ビル１階
     042-512-9328  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119831,5044,8 ふじもと薬局 〒185-0031 （後発調２）第283963号    平成28年 7月 1日
     国分寺市富士本二丁目１番地４３
     0423-76-1884  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119931,5070,3 龍生堂薬局　国立店 〒185-0034 （後発調２）第294601号    平成29年10月 1日
     国分寺市光町一丁目４１番地６
     042-580-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120031,5075,2 本町薬局 〒185-0012 （後発調２）第295966号    平成30年 2月 1日
     国分寺市本町二丁目１９番５号　
     ＫＢビル１０１
     042-300-0371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    323

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 120131,5092,7 みどり薬局　恋ヶ窪店〒185-0014 （後発調２）第283041号    平成28年 4月 1日
     国分寺市東恋ケ窪四丁目２番地２
     １
     042-329-8038  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120231,5103,2 そうごう薬局　西国分〒185-0024 （後発調２）第284985号    平成28年 8月 1日
     寺店 国分寺市泉町二丁目９番１号　西
     国分寺ライフタワー１階
     042-321-8201  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120331,5109,9 日本調剤　国分寺薬局〒185-0021 （後発調２）第295431号    平成29年12月 1日
     国分寺市南町三丁目１５番６号　
     小林ビル１階
     042-320-5351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120431,5112,3 そうごう薬局　西国分〒185-0024 （後発調２）第288043号    平成28年 4月 1日
     寺駅前店 国分寺市泉町二丁目９番３号　泉
     ビル１０２号
     042-328-0801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120531,5113,1 よつ葉薬局 〒185-0023 （後発調２）第289400号    平成29年 4月 1日
     国分寺市西元町二丁目１６番３４
     号　ザ・ライオンズ武蔵国分寺公
     園１２５号室
     042-320-4280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120631,5120,6 銀杏薬局 〒185-0021 （後発調２）第282654号    平成28年 4月 1日
     国分寺市南町二丁目１番３６号　
     国分寺ＳＧビル１－Ａ
     042-316-8540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120731,5127,1 スギ薬局　国分寺駅北〒185-0012 （後発調２）第295908号    平成30年 1月 1日
     口店 国分寺市本町四丁目１３番６号　
     セントラルビル１階
     042-312-4806  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120832,5116,2 北調剤薬局 〒194-0013 （後発調２）第285307号    平成28年 4月 1日
     町田市原町田四丁目１２番２号
     0427-23-8281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120932,5127,9 綾部薬局 〒195-0064 （後発調２）第296195号    平成30年 2月 1日
     町田市小野路町１９６６番地
     0427-36-9984  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121032,5196,4 シティ薬局 〒194-0003 （後発調２）第293714号    平成29年 8月 1日
     町田市小川三丁目１１番２４号
     042-788-6277  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    324

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 121132,5198,0 永楽堂薬局　なるせ店〒194-0044 （後発調２）第287921号    平成28年 4月 1日
     町田市西成瀬一丁目５４番５号
     042-720-6896  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121232,5206,1 しんわ薬局　野津田店〒195-0063 （後発調２）第296209号    平成30年 2月 1日
     町田市野津田町１０８２番地１
     042-737-4655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121332,5218,6 薬樹薬局　忠生 〒194-0035 （後発調２）第296647号    平成30年 3月 1日
     町田市忠生二丁目２９番地１
     042-791-7550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121432,5234,3 あやめ薬局 〒194-0037 （後発調２）第284401号    平成28年 7月 1日
     町田市木曽西三丁目１８番地２
     042-789-4501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121532,5242,6 薬樹薬局　町田旭町 〒194-0023 （後発調２）第292483号    平成29年 6月 1日
     町田市旭町二丁目１５番２３号小
     井土ビル１階
     042-710-2657  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121632,5244,2 コトブキ調剤薬局　町〒194-0023 （後発調２）第293150号    平成29年 7月 1日
     田店 町田市旭町一丁目１０番７号　
     042-710-2364  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121732,5247,5 根岸薬局 〒194-0037 （後発調２）第284543号    平成28年 7月 1日
     町田市木曽西二丁目１８番地１１
     042-793-1004  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121832,5256,6 コトブキ調剤薬局　町〒194-0023 （後発調２）第285871号    平成28年10月 1日
     田北店 町田市旭町一丁目２１番６号
     0797-32-3202  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121932,5257,4 日本調剤町田薬局 〒194-0023 （後発調２）第282742号    平成28年 4月 1日
     町田市旭町一丁目１０番９号
     042-709-4622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122032,5259,0 あさひ調剤薬局　町田〒194-0004 （後発調２）第283918号    平成28年 6月 1日
     店 町田市鶴間四丁目４番３号
     042-788-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122132,5265,7 町田高ヶ坂薬局 〒194-0014 （後発調２）第285393号    平成28年 9月 1日
     町田市高ケ坂六丁目１８番１号
     042-710-3682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    325

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 122232,5267,3 サンドラッグ町田木曽〒194-0037 （後発調２）第283772号    平成28年 6月 1日
     薬局 町田市木曽西三丁目１９番地１
     042-793-9241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122332,5268,1 さくらんぼ薬局 〒194-0003 （後発調２）第287959号    平成29年 2月 1日
     町田市小川一丁目２番地１０
     042-788-2621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122432,5283,0 かもめ薬局　常盤店 〒194-0213 （後発調２）第295016号    平成29年11月 1日
     町田市常盤町３２００番地１
     042-798-7161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122532,5284,8 ウエルシア薬局　町田〒194-0033 （後発調２）第293888号    平成29年 9月 1日
     滝の沢店 町田市木曽町１２０番地１
     042-710-4782  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122632,5288,9 いずみ薬局 〒194-0015 （後発調２）第287210号    平成29年 1月 1日
     町田市金森東三丁目１４番１８号
     042-788-2237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122732,5293,9 薬樹薬局　オガワ 〒194-0005 （後発調２）第289148号    平成28年 4月 1日
     町田市南町田二丁目１番４３号　
     ＪコートＯＧＡＷＡ１階
     042-795-7668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122832,5295,4 くるみ薬局 〒194-0031 （後発調２）第286307号    平成28年11月 1日
     町田市南大谷２１９番地２９
     042-723-7550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122932,5299,6 たまさかいエール薬局〒194-0215 （後発調２）第282899号    平成28年 4月 1日
     町田市小山ヶ丘五丁目２番３号
     042-705-7799  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123032,5300,2 富士薬品鶴川薬局 〒195-0057 （後発調２）第292497号    平成29年 6月 1日
     町田市真光寺二丁目３７番５号
     042-736-7122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123132,5301,0 薬樹薬局　原町田 〒194-0013 （後発調２）第290160号    平成29年 4月 1日
     町田市原町田五丁目５番５号　ラ
     イオンズシティ町田第２　１階Ｂ
     号室
     042-710-5608  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123232,5309,3 いつき薬局 〒194-0021 （後発調２）第285310号    平成28年 4月 1日
     町田市中町一丁目１６番１１号　
     なかじまビル１階
     042-728-3920  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    326

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 123332,5313,5 さくら薬局　大蔵店 〒195-0062 （後発調２）第294359号    平成29年10月 1日
     町田市大蔵町３１６５
     042-708-0822  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123432,5316,8 みらい薬局　町田店 〒194-0021 （後発調２）第285143号    平成28年 9月 1日
     町田市中町一丁目９番２０号　ハ
     ピネス中町１０２号
     0427-32-3558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123532,5318,4 ウエルシア薬局　町田〒194-0036 （後発調２）第285624号    平成28年10月 1日
     境川店 町田市木曽東二丁目１０番１号
     042-789-5220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123632,5322,6 クリエイト薬局　町田〒194-0015 （後発調２）第295498号    平成29年12月 1日
     金森店 町田市金森東一丁目２５番３３号
     　金森メディカルプラザＢ棟１階
     042-710-0671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123732,5324,2 日本調剤　新町田薬局〒194-0022 （後発調２）第296559号    平成30年 3月 1日
     町田市森野一丁目３４番１３号　
     町田薬品ビル１階
     042-710-5801  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123832,5332,5 中川薬局　町田店 〒195-0054 （後発調２）第281582号    平成28年 4月 1日
     町田市三輪町１６８番地１　フェ
     リシア三輪１０３号室
     044-988-7541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123932,5337,4 マリン薬局　根岸店 〒194-0038 （後発調２）第288445号    平成29年 4月 1日
     町田市根岸二丁目１３番地１号
     042-794-6001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124032,5342,4 陽だまり薬局　町田店〒194-0215 （後発調２）第280333号    平成28年 4月 1日
     町田市小山ヶ丘一丁目３番地３０
     042-798-6767  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124132,5347,3 ひばり薬局　町田店 〒194-0022 （後発調２）第283196号    平成28年 5月 1日
     町田市森野一丁目２４番１３号　
     ギャランフォトビル１０２号
     042-785-5660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124232,5348,1 クオール薬局金森店 〒194-0015 （後発調２）第284927号    平成28年 8月 1日
     町田市金森東三丁目１２番３０号
     042-788-3538  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    327

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 124332,5352,3 アイン薬局　金森店 〒194-0012 （後発調２）第283885号    平成28年 6月 1日
     町田市金森一丁目２７番１８号
     042-860-6693  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124432,5359,8 なの花薬局　鶴川店 〒195-0062 （後発調２）第296767号    平成30年 3月 1日
     町田市大蔵町１２６番地
     042-735-9205  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124532,5362,2 さつき薬局 〒194-0004 （後発調２）第284381号    平成28年 7月 1日
     町田市鶴間一丁目１９番地３５号
     　南町田クリニックビルＩ　１階
     042-850-6361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124632,5365,5 調剤薬局ケーエム　緑〒195-0055 （後発調２）第285285号    平成28年 9月 1日
     山店 町田市三輪緑山二丁目２１３３番
     地５
     044-712-0858  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124732,5367,1 なの花薬局　町田中町〒194-0021 （後発調２）第296765号    平成30年 3月 1日
     店 町田市中町一丁目１１番８号　ヴ
     ェルドミール町田１０１号
     042-720-0321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124832,5368,9 スギ薬局　原町田店 〒194-0013 （後発調２）第295909号    平成30年 1月 1日
     町田市原町田三丁目４番２号
     042-851-8613  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124932,5369,7 共創未来　町田木曽薬〒194-0036 （後発調２）第287155号    平成28年 4月 1日
     局 町田市木曽東三丁目２番５号
     0427-21-5120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125032,5371,3 紳薬局 〒194-0003 （後発調２）第283967号    平成28年 7月 1日
     町田市小川二丁目２５番地１４
     042-706-8023  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125132,5373,9 薬樹薬局　町田駅東口〒194-0013 （後発調２）第289099号    平成28年 4月 1日
     店 町田市原町田六丁目１７番６号　
     ＭＨＣＬビル１階
     042-710-9871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125232,5374,7 山崎薬局 〒194-0045 （後発調２）第296589号    平成30年 3月 1日
     町田市南成瀬一丁目８番地１
     042-739-7680  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125332,5377,0 あい薬局　鶴間店 〒194-0005 （後発調２）第284537号    平成28年 7月 1日
     町田市南町田三丁目９番５６号
     0427-88-2623  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    328

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 125432,5378,8 南町田薬局 〒194-0004 （後発調２）第282029号    平成28年 4月 1日
     町田市鶴間三丁目２番地２
     042-796-0085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125532,5379,6 町田旭町薬局 〒194-0023 （後発調２）第296316号    平成30年 2月 1日
     町田市旭町三丁目１番１５号　旭
     町メディカルビル１０１
     042-785-5171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125632,5381,2 そうごう薬局　町田薬〒195-0073 （後発調２）第288028号    平成28年 4月 1日
     師台店 町田市薬師台一丁目２５番地１２
     042-860-5181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125732,5382,0 ＡＳＫ調剤薬局 〒194-0013 （後発調２）第285289号    平成28年 9月 1日
     町田市原町田四丁目１４番１４号
     　ＬＩＦＩＸビル１階
     042-709-3622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125832,5383,8 クリエイト薬局　町田〒194-0037 （後発調２）第285948号    平成28年10月 1日
     木曽西店 町田市木曽西五丁目６番３号
     042-789-3431  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125932,5385,3 新成堂薬局　町田中町〒194-0021 （後発調２）第292476号    平成29年 6月 1日
     店 町田市中町一丁目２３番１５号
     042-860-7238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126032,5386,1 徳永薬局　成瀬在宅セ〒194-0046 （後発調２）第283652号    平成28年 6月 1日
     ンター 町田市西成瀬二丁目４８番２３号
     042-851-8470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126132,5391,1 シンワ薬局　南大谷店〒194-0031 （後発調２）第284544号    平成28年 7月 1日
     町田市南大谷７４８番地１９
     042-785-4925  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126232,5392,9 滝の沢薬局 〒194-0032 （後発調２）第283962号    平成28年 7月 1日
     町田市本町田１８３３番地４
     042-728-9773  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126332,5393,7 カノウ薬局 〒194-0041 （後発調２）第293061号    平成29年 7月 1日
     町田市玉川学園七丁目５番２号
     042-729-3321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126432,5395,2 スギ薬局　南町田店 〒194-0005 （後発調２）第286432号    平成28年11月 1日
     町田市南町田一丁目１３番５０号
     042-706-8975  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    329

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 126532,5396,0 ドリーム薬局　山崎店〒195-0074 （後発調２）第287438号    平成29年 1月 1日
     町田市山崎町２０５５番地２　Ｂ
     －１０１
     042-794-6973  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126632,5399,4 アイセイ薬局　町田な〒194-0021 （後発調２）第286736号    平成28年10月 1日
     かまち店 町田市中町三丁目１４番１１号　
     ステージ中町１階
     042-710-8007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126732,5400,0 ＡＵＮ真光寺薬局 〒195-0057 （後発調２）第293081号    平成29年 7月 1日
     町田市真光寺三丁目２９番２６号
     　アビタシオン１０１
     042-865-1157  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126832,5401,8 ココカラファイン薬局〒194-0044 （後発調２）第293083号    平成29年 7月 1日
     　成瀬店 町田市成瀬四丁目１番地３
     042-732-6714  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126932,5402,6 すみれ忠生薬局 〒194-0035 （後発調２）第293244号    平成29年 8月 1日
     町田市忠生二丁目２８番５号
     042-789-7027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127032,5404,2 薬樹薬局　成瀬駅南口〒194-0011 （後発調２）第294229号    平成29年 9月 1日
     店 町田市成瀬が丘二丁目２３番地９
     　大成ビル１階
     042-788-3660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127132,5405,9 ハートフル薬局　原町〒194-0013 （後発調２）第294610号    平成29年10月 1日
     田店 町田市原町田四丁目１７番１０号
     　アンセスターズＮ－１　１階Ａ
     室
     042-785-4301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127232,5406,7 つくしの本店薬局 〒194-0001 （後発調２）第293701号    平成29年 8月 1日
     町田市つくし野一丁目３１番地７
     042-795-4469  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127332,5407,5 クリエイトエス・ディ〒194-0003 （後発調２）第294598号    平成29年10月 1日
     ーつくし野店薬局 町田市小川四丁目１７番地５
     042-788-3152  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127432,5408,3 ケーエム薬局　山崎店〒195-0074 （後発調２）第293357号    平成29年 6月 1日
     町田市山崎町３３４番地２
     042-791-7830  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    330

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 127532,5411,7 なるせ薬局 〒194-0045 （後発調２）第294390号    平成29年 9月 1日
     町田市南成瀬四丁目２番地３５　
     ＮＣスクエア１階
     042-739-7027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127633,5114,5 竹下調剤薬局 〒180-0006 （後発調２）第281642号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市中町一丁目１５番７号　
     台ビル１号
     0422-52-7101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127733,5130,1 朝日薬局 〒180-0022 （後発調２）第294955号    平成29年11月 1日
     武蔵野市境二丁目２番２４号
     0422-52-5311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127833,5157,4 むさし野中央薬局 〒180-0023 （後発調２）第290292号    平成29年 4月 1日
     武蔵野市境南町二丁目２８番１３
     号
     0422-30-7321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127933,5158,2 いちご薬局 〒180-0022 （後発調２）第288812号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市境一丁目３番１号　ネオ
     ック中央ビル地下１階
     0422-50-3715  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128033,5159,0 セコム薬局　武蔵境 〒180-0023 （後発調２）第285397号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市境南町二丁目２７番７号
     0422-30-3300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128133,5186,3 日本調剤　武蔵野薬局〒180-0023 （後発調２）第282498号    平成28年 4月 1日
     武蔵野市境南町二丁目２８番１２
     号
     0422-39-3185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128233,5229,1 みどり薬局 〒180-0012 （後発調２）第296246号    平成30年 2月 1日
     武蔵野市緑町一丁目４番１２号　
     春日ビル１階
     0422-54-8558  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128333,5235,8 クリエイト薬局　ＪＲ〒180-0023 （後発調２）第293169号    平成29年 7月 1日
     武蔵境西店 武蔵野市境南町三丁目２番１７号
     042-260-2261  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128433,5237,4 南山堂薬局　武蔵境駅〒180-0023 （後発調２）第283853号    平成28年 6月 1日
     前店 武蔵野市境南町四丁目１番１６号
     0422-38-8171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    331

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 128533,5246,5 スクラム薬局 〒180-0004 （後発調２）第286865号    平成28年12月 1日
     武蔵野市吉祥寺本町二丁目３２番
     ２号　ウィンコート吉祥寺
     0422-28-5955  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128633,5251,5 そよ風薬局　吉祥寺店〒180-0003 （後発調２）第285007号    平成28年 8月 1日
     武蔵野市吉祥寺南町四丁目１０番
     １２号　ＳＵＮ吉祥寺ビル１階
     0422-47-0683  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128733,5252,3 レインボー薬局 〒180-0014 （後発調２）第285163号    平成28年 7月 1日
     武蔵野市関前五丁目２１番３３号
     0422-60-2210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128833,5254,9 雄飛堂薬局　吉祥寺店〒180-0004 （後発調２）第293183号    平成29年 7月 1日
     武蔵野市吉祥寺本町二丁目１６番
     １７号　ウエストサードアレイ１
     ０２号室
     0422-27-6370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128934,5060,8 ふじみ薬局 〒186-0005 （後発調２）第286857号    平成28年12月 1日
     国立市西二丁目１１番地３４
     0425-75-9569  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129034,5068,1 イノウエ薬局 〒186-0004 （後発調２）第294722号    平成29年11月 1日
     国立市中一丁目１８番地２１
     042-572-0439  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129134,5092,1 ウエルシア薬局　国立〒186-0003 （後発調２）第295199号    平成29年12月 1日
     富士見台店 国立市富士見台二丁目３０番地２
     042-580-0375  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129234,5098,8 さくら薬局　国立駅前〒186-0001 （後発調２）第292502号    平成29年 6月 1日
     店 国立市北一丁目７番１号　クレッ
     セント国立ディアナプレイス１２
     ５Ａ
     042-571-8320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129334,5101,0 くにたちウラン薬局 〒186-0002 （後発調２）第296472号    平成30年 3月 1日
     国立市東一丁目６番地５
     042-505-7451  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129434,5106,9 国立メイプル薬局 〒186-0004 （後発調２）第283922号    平成28年 6月 1日
     国立市中一丁目１０番地９
     042-580-1512  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    332

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 129534,5112,7 すずらん薬局 〒186-0003 （後発調２）第284485号    平成28年 7月 1日
     国立市富士見台三丁目１番地１１
     042-576-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129634,5113,5 ファーミック薬局　国〒186-0003 （後発調２）第296330号    平成30年 2月 1日
     立店 国立市富士見台二丁目８番地４　
     カスティージョ国立１０２号
     042-505-9143  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129734,5114,3 あやめ薬局　国立店 〒186-0003 （後発調２）第287652号    平成29年 2月 1日
     国立市富士見台四丁目４１番地１
     　グランソシエ国立ウエストウィ
     ング　１３９号Ｂ
     042-505-4285  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129834,5115,0 ハックドラッグ　くに〒186-0011 （後発調２）第295198号    平成29年12月 1日
     たち調剤薬局 国立市谷保５２１３番地１
     042-571-8900  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129934,5116,8 アイセイ薬局　国立富〒186-0003 （後発調２）第286651号    平成28年10月 1日
     士見台店 国立市富士見台二丁目４５番地１
     ２　ライオンズマンション国立１
     ０１
     042-580-1311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130035,5075,3 ひのだい４丁目薬局 〒191-0003 （後発調２）第280760号    平成28年 4月 1日
     日野市日野台四丁目２５番地の１
     ６
     0425-25-9696  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130135,5085,2 清水薬局　本店 〒191-0062 （後発調２）第290384号    平成29年 4月 1日
     日野市多摩平三丁目１２番地の３
     　福 ビル１階
     0425-82-3088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130235,5087,8 いづみ薬局　プレミー〒191-0031 （後発調２）第283777号    平成28年 6月 1日
     ル店 日野市高幡１００１番地３　プレ
     ミール高幡１階
     042-594-0123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130335,5089,4 ノムラ薬局　日野本町〒191-0011 （後発調２）第295997号    平成30年 2月 1日
     店 日野市日野本町一丁目１２番地１
     ９
     042-582-7585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    333

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 130435,5102,5 清水薬局　多摩平新店〒191-0062 （後発調２）第285979号    平成28年 4月 1日
     日野市多摩平一丁目４番地５　藤
     和ビル１階
     042-586-2380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130535,5108,2 ノムラ薬局　市立病院〒191-0062 （後発調２）第296210号    平成30年 2月 1日
     前店 日野市多摩平五丁目１６番地６
     042-582-8972  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130635,5112,4 さくら調剤日野薬局 〒191-0024 （後発調２）第285140号    平成28年 9月 1日
     日野市万願寺五丁目６番地１４　
     カレラエイト１０３号
     042-586-6669  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130735,5114,0 なのはな薬局 〒191-0062 （後発調２）第287545号    平成29年 1月 1日
     日野市多摩平五丁目２番地５８
     042-589-2345  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130835,5120,7 アイ薬局　万願寺店 〒191-0021 （後発調２）第295140号    平成29年12月 1日
     日野市石田二丁目９番地１　アイ
     ビル１０２
     042-589-2098  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130935,5121,5 そよかぜ薬局 〒191-0016 （後発調２）第281464号    平成28年 4月 1日
     日野市神明三丁目６番地１６　ア
     メニティ明和館１階２号室
     042-589-6500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131035,5124,9 ふじ薬局　ひの店 〒191-0002 （後発調２）第280352号    平成28年 4月 1日
     日野市新町一丁目２０番地６　ラ
     ・フィーネビル１０２
     042-587-2668  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131135,5134,8 さつき薬局　日野店 〒191-0012 （後発調２）第281638号    平成28年 4月 1日
     日野市日野１４４４番地１７
     042-513-8970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131235,5135,5 上田薬局　日野台店 〒191-0003 （後発調２）第283870号    平成28年 6月 1日
     日野市日野台五丁目１８番地２
     042-589-0407  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131335,5136,3 清水薬局　東平山店 〒191-0054 （後発調２）第288155号    平成28年 4月 1日
     日野市東平山三丁目３番地４　シ
     ャンブルド日野１階
     042-595-6031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    334

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 131435,5138,9 ふじ薬局　栄町店 〒191-0001 （後発調２）第280350号    平成28年 4月 1日
     日野市栄町一丁目２番地３　第一
     中野ビル１階
     042-583-9010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131535,5140,5 たから薬局　高幡不動〒191-0031 （後発調２）第295499号    平成29年12月 1日
     店 日野市高幡１００９番地４　京王
     アンフィール高幡１階
     042-599-8838  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131635,5142,1 ふじ薬局　桜店 〒191-0001 （後発調２）第280348号    平成28年 4月 1日
     日野市栄町一丁目３番地１
     042-519-4305  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131735,5145,4 おひさま薬局 〒191-0002 （後発調２）第285005号    平成28年 4月 1日
     日野市新町一丁目１９番地４　ウ
     ェーブコート１０２
     042-589-5701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131835,5147,0 ノムラ薬局　高幡店 〒191-0031 （後発調２）第288967号    平成28年 4月 1日
     日野市高幡１００５番地８　ディ
     グニータ１０２号
     042-506-5188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131935,5148,8 開晴薬局 〒191-0002 （後発調２）第287665号    平成29年 2月 1日
     日野市新町一丁目２０番地３　エ
     スペラール１階
     042-586-1213  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132035,5151,2 清水薬局　多摩平ファ〒191-0062 （後発調２）第288153号    平成28年 4月 1日
     ーマシー 日野市多摩平一丁目４番地１９号
     042-514-8457  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132135,5155,3 もぐさ駅前薬局 〒191-0033 （後発調２）第281431号    平成28年 4月 1日
     日野市百草２０４番地１
     042-506-9929  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132235,5165,2 ゆうわ薬局　日野南平〒191-0041 （後発調２）第286308号    平成28年 4月 1日
     店 日野市南平五丁目１番地２５　と
     きわ荘１０１
     042-506-5026  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132335,5166,0 クオール薬局　高幡店〒191-0031 （後発調２）第293065号    平成29年 7月 1日
     日野市高幡３２６番地１　第３滝
     瀬ビル１階
     042-593-6126  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    335

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 132435,5168,6 ウエルシア薬局日野仲〒191-0011 （後発調２）第284713号    平成28年 8月 1日
     宿店 日野市日野本町二丁目１６番地２
     ８
     042-843-4468  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132535,5169,4 セイジョー薬局　日野〒191-0011 （後発調２）第296663号    平成30年 3月 1日
     駅前店 日野市日野本町三丁目１４番地１
     ８　谷井ビル１階
     042-584-6163  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132635,5170,2 清水薬局　多摩平店 〒191-0062 （後発調２）第284726号    平成28年 8月 1日
     日野市多摩平一丁目４番地７　佐
     々木ビル１階
     042-586-9432  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132735,5173,6 ウエルシア薬局　日野〒191-0034 （後発調２）第295200号    平成29年12月 1日
     落川店 日野市落川９９７番地１
     042-599-3304  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132835,5174,4 グリーンシア・ミニス〒191-0024 （後発調２）第295607号    平成30年 1月 1日
     トップサテライト万願日野市万願寺２－２５－５
     寺薬局 042-589-0158  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132935,5176,9 さくら薬局　南平店 〒191-0041 （後発調２）第289385号    平成28年 4月 1日
     日野市南平七丁目１８番地５０
     042-591-6888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133035,5177,7 平山調剤薬局 〒191-0043 （後発調２）第285598号    平成28年10月 1日
     日野市平山六丁目６番地１１
     042-599-5060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133135,5178,5 さくら薬局　豊田店 〒191-0053 （後発調２）第289395号    平成28年 4月 1日
     日野市豊田二丁目２２番地２
     042-589-2414  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133235,5179,3 薬局　日本メディカル〒191-0041 （後発調２）第281471号    平成28年 4月 1日
     日野市南平四丁目１０番地４　１
     －Ｃ
     042-506-5638  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133335,5184,3 アイセイ薬局　多摩平〒191-0062 （後発調２）第286649号    平成28年10月 1日
     店 日野市多摩平二丁目５番地１　ク
     レヴィア豊田多摩平の森ＲＥＳＩ
     ＤＥＮＣＥ　１１０－Ｃ
     042-589-7520  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    336

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 133435,5186,8 ファーマみらい　甲州〒191-0012 （後発調２）第288288号    平成29年 3月 1日
     街道駅前薬局 日野市日野１０２７番地１　ミヤ
     ビビル１階
     042-843-3901  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133535,5188,4 浅川薬局 〒191-0052 （後発調２）第292669号    平成29年 5月 1日
     日野市東豊田二丁目１６番地３
     042-584-6189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133636,5138,7 連雀通り薬局 〒181-0013 （後発調２）第287182号    平成28年12月 1日
     三鷹市下連雀七丁目１番２６号
     0422-70-6326  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133736,5146,0 中川薬局　三鷹店 〒181-0015 （後発調２）第285535号    平成28年 9月 1日
     三鷹市大沢一丁目１７番地１９
     0422-30-3741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133836,5158,5 シルバー薬局 〒181-0002 （後発調２）第284659号    平成28年 8月 1日
     三鷹市牟礼七丁目６番１１号
     0422-45-5980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133936,5174,2 かるがも薬局 〒181-0013 （後発調２）第280558号    平成28年 4月 1日
     三鷹市下連雀七丁目９番１号
     0422-70-5338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134036,5186,6 サンドラッグ三鷹牟礼〒181-0002 （後発調２）第293090号    平成29年 7月 1日
     薬局 三鷹市牟礼五丁目８番１１号
     0422-41-6255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134136,5188,2 日本調剤　下連雀薬局〒181-0013 （後発調２）第282509号    平成28年 4月 1日
     三鷹市下連雀六丁目６番３８号
     0422-71-1550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134236,5195,7 日生薬局　三鷹２号店〒181-0012 （後発調２）第295034号    平成29年11月 1日
     三鷹市上連雀四丁目２番２７号　
     メゾン清陵１階
     0422-24-7961  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134336,5199,9 ウエルシア薬局　三鷹〒181-0014 （後発調２）第294318号    平成29年10月 1日
     野崎店 三鷹市野崎一丁目１６番５号
     0422-70-2707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134436,5204,7 三鷹市薬剤師会管理セ〒181-0012 （後発調２）第287407号    平成29年 1月 1日
     ンター薬局 三鷹市上連雀七丁目４番８号
     0422-49-7766  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    337

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 134536,5205,4 日生薬局　三鷹店 〒181-0012 （後発調２）第283094号    平成28年 4月 1日
     三鷹市上連雀二丁目５番２１号
     0422-49-7303  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134636,5206,2 すず薬局　井口店 〒181-0011 （後発調２）第293678号    平成29年 8月 1日
     三鷹市井口三丁目１７番３６号
     0422-26-4395  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134736,5212,0 ウエルシア薬局　三鷹〒181-0013 （後発調２）第293339号    平成29年 8月 1日
     下連雀店 三鷹市下連雀三丁目３０番８号
     0422-79-8845  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134836,5216,1 日本調剤　三鷹台薬局〒181-0001 （後発調２）第282487号    平成28年 4月 1日
     三鷹市井の頭二丁目１番１７号　
     １０２
     0422-70-6071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134936,5218,7 若草薬局 〒181-0015 （後発調２）第295672号    平成30年 1月 1日
     三鷹市大沢五丁目１９番１９号
     0422-39-7950  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135036,5222,9 ココカラファイン薬局〒181-0013 （後発調２）第295859号    平成30年 1月 1日
     　三鷹店 三鷹市下連雀三丁目３４番１５号
     　１０１号室
     0422-67-7846  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135136,5225,2 さくら薬局　三鷹上連〒181-0012 （後発調２）第288290号    平成29年 3月 1日
     雀店 三鷹市上連雀四丁目１番１１号　
     ＦＭミタカビル１階
     0422-41-4301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135236,5228,6 さくら薬局　三鷹南口〒181-0013 （後発調２）第286904号    平成28年 4月 1日
     店 三鷹市下連雀三丁目１５番１号
     0422-47-7071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135336,5235,1 なの花薬局　三鷹新川〒181-0004 （後発調２）第286476号    平成28年11月 1日
     店 三鷹市新川六丁目２５番４号　
     0422-79-8721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135436,5238,5 スギ薬局　三鷹深大寺〒181-0016 （後発調２）第296519号    平成30年 3月 1日
     店 三鷹市深大寺一丁目１４番３６号
     0422-26-1304  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135536,5241,9 竹の葉薬局　三鷹新川〒181-0004 （後発調２）第296774号    平成30年 3月 1日
     店 三鷹市新川六丁目３番１０号　レ
     クセルマンション吉祥寺南１０１
     0422-24-8346  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    338

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 135636,5244,3 岸田薬局　野崎店 〒181-0014 （後発調２）第296141号    平成30年 2月 1日
     三鷹市野崎二丁目５番５号　エス
     ポワール野崎本多１０１号
     0422-30-9232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135737,5061,9 タカハシ薬局　柳沢店〒202-0015 （後発調２）第293533号    平成29年 8月 1日
     西東京市保谷町三丁目１６番５号
     0424-65-2938  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135837,5067,6 わかば調剤薬局 〒202-0004 （後発調２）第294518号    平成29年10月 1日
     西東京市下保谷四丁目２番２０号
     　マノワール１階
     0424-25-4556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135938,5042,7 ひばり調剤薬局 〒183-0014 （後発調２）第285117号    平成28年 9月 1日
     府中市是政五丁目４番地３３
     042-363-1811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136038,5065,8 親和薬局 〒183-0055 （後発調２）第283730号    平成28年 6月 1日
     府中市府中町一丁目１番地５　高
     木ビル地下１階
     0423-33-7711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136138,5074,0 みどり町薬局 〒183-0006 （後発調２）第283881号    平成28年 6月 1日
     府中市緑町一丁目１８番地２
     0423-35-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136238,5079,9 タカハシ薬局 〒183-0055 （後発調２）第296046号    平成30年 2月 1日
     府中市府中町一丁目１１番地８　
     三ツ木駅前ビル１階
     0423-34-3411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136338,5091,4 ホシ薬局 〒183-0004 （後発調２）第295731号    平成30年 1月 1日
     府中市紅葉丘二丁目１０番地の３
     0423-63-5570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136438,5110,2 むさしの薬局　白糸台〒183-0011 （後発調２）第287271号    平成29年 1月 1日
     店 府中市白糸台三丁目２番地の１　
     パークアベニュー１０６号
     0423-35-2917  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136538,5129,2 にしがき薬局 〒183-0052 （後発調２）第289991号    平成28年 4月 1日
     府中市新町二丁目１番地２　新町
     並木マンション１０３号
     042-358-0150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    339

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 136638,5132,6 サンドラッグ　東府中〒183-0005 （後発調２）第296193号    平成30年 2月 1日
     薬局 府中市若松町一丁目３８番地１
     042-369-4381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136738,5135,9 アポロン薬局　武蔵野〒183-0011 （後発調２）第287896号    平成29年 2月 1日
     台駅前店 府中市白糸台四丁目１３番地１０
     　加藤ビル１階
     042-358-3931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136838,5136,7 美好調剤薬局 〒183-0045 （後発調２）第287437号    平成29年 1月 1日
     府中市美好町三丁目５番地１
     042-368-2806  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136938,5145,8 かわさき薬局 〒183-0034 （後発調２）第282362号    平成28年 4月 1日
     府中市住吉町一丁目８４番地１　
     ステーザ府中中河原１階
     042-368-4340  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137038,5147,4 こぐま薬局　白糸台店〒183-0011 （後発調２）第283783号    平成28年 6月 1日
     府中市白糸台二丁目１０番地３３
     　メゾン・ヴェルソー１０２
     042-358-2338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137138,5152,4 サンドラッグ中河原薬〒183-0034 （後発調２）第287378号    平成29年 1月 1日
     局 府中市住吉町五丁目１７番地３２
     042-330-1220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137238,5168,0 こでまり薬局 〒183-0013 （後発調２）第287653号    平成29年 2月 1日
     府中市小柳町二丁目１１番地７
     042-369-1123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137338,5175,5 たけの薬局　日新店 〒183-0036 （後発調２）第281759号    平成28年 4月 1日
     府中市日新町五丁目４２番地１６
     042-401-1990  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137438,5176,3 小山薬局 〒183-0034 （後発調２）第291365号    平成29年 5月 1日
     府中市住吉町五丁目１６番地１
     042-334-7110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137538,5181,3 くすのき薬局 〒183-0015 （後発調２）第296156号    平成30年 2月 1日
     府中市清水が丘一丁目１番地３　
     第一勇心ビル４０１号
     042-358-8899  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137638,5186,2 クオール薬局　府中若〒183-0005 （後発調２）第296572号    平成30年 3月 1日
     松町店 府中市若松町三丁目３５番地３
     042-340-5101  



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29日    340

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 137738,5191,2 渡辺完生堂薬局 〒183-0006 （後発調２）第280270号    平成28年 4月 1日
     府中市緑町三丁目３３番地４　北
     川ビル１階
     042-334-4901  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137838,5194,6 わかば薬局 〒183-0034 （後発調２）第287886号    平成29年 2月 1日
     府中市住吉町一丁目３０番地２　
     第一木村ビル１０２号
     042-352-5988  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137938,5206,8 こぐま薬局　東府中店〒183-0005 （後発調２）第281596号    平成28年 4月 1日
     府中市若松町二丁目３番１２号　
     １階
     042-336-0452  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138038,5208,4 あさひ調剤薬局　府中〒183-0044 （後発調２）第296654号    平成30年 3月 1日
     店 府中市日鋼町１番地１　Ｊタワー
     １階
     042-368-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138138,5216,7 しんわ薬局　寿町店 〒183-0056 （後発調２）第287330号    平成29年 1月 1日
     府中市寿町一丁目３番地１０　１
     ０１
     042-319-8401  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138238,5219,1 薬局マツモトキヨシ　〒183-0023 （後発調２）第295863号    平成30年 1月 1日
     府中駅南口くるる店 府中市宮町一丁目５０番地　くる
     るビル１階
     042-336-0633  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138338,5221,7 ファーコス薬局　府中〒183-0006 （後発調２）第284425号    平成28年 7月 1日
     府中市緑町一丁目１６番５号
     042-358-0140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138438,5222,5 たけの薬局　府中店 〒183-0052 （後発調２）第281756号    平成28年 4月 1日
     府中市新町一丁目６０番５
     042-358-5790  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138538,5230,8 すみれ薬局 〒183-0005 （後発調２）第285868号    平成28年10月 1日
     府中市若松町一丁目７番地６　サ
     ングレース東府中Ａ－２号室
     042-319-2295  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138638,5232,4 ココカラファイン薬局〒183-0021 （後発調２）第294475号    平成29年10月 1日
     　分倍河原店 府中市片町二丁目２２番３１号　
     武蔵野ゼルコバ１階
     042-306-6475  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    341

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 138738,5239,9 オレンジ薬局　府中店〒183-0022 （後発調２）第289494号    平成28年 4月 1日
     府中市宮西町一丁目１番地３　三
     和ビル
     047-370-1637  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138838,5245,6 ファーコス薬局　小柳〒183-0013 （後発調２）第284427号    平成28年 7月 1日
     町 府中市小柳町四丁目４８番地２０
     042-333-0737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138938,5249,8 フラワー薬局　府中寿〒183-0056 （後発調２）第287376号    平成29年 1月 1日
     町店 府中市寿町二丁目４番地４２
     042-319-1240  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139038,5255,5 アイセイ薬局　西府町〒183-0031 （後発調２）第293631号    平成29年 8月 1日
     店 府中市西府町二丁目１０番地３　
     １階
     042-369-4947  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139138,5256,3 いちょう薬局　美好町〒183-0045 （後発調２）第291233号    平成29年 3月 1日
     店 府中市美好町三丁目７番地６
     042-306-5968  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139238,5257,1 プロン薬局　住吉店 〒183-0034 （後発調２）第291990号    平成29年 4月 1日
     府中市住吉町四丁目１８番１２号
     　パークウエスト１階Ｂ
     042-330-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139338,5258,9 南山堂薬局　府中店 〒183-0042 （後発調２）第294217号    平成29年 9月 1日
     府中市武蔵台二丁目１６番３号
     042-312-4731  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139438,5260,5 柚方堂薬局 〒183-0015 （後発調２）第295230号    平成29年12月 1日
     府中市清水が丘三丁目２３番１８
     号　フリュイＭＫ１階
     042-370-1406  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139538,5262,1 パンダ薬局　府中店 〒183-0023 （後発調２）第293939号    平成29年 7月14日
     府中市宮町一丁目１００番地　４
     階
     042-363-1950  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139638,5263,9 ウェルパーク調剤薬局〒183-0055 （後発調２）第296207号    平成30年 2月 1日
     　府中駅前店 府中市府中町一丁目６番地２　三
     和第二ビル１階
     042-319-2160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    342

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 139738,5266,2 小田薬局 〒183-0012 （後発調２）第295595号    平成29年12月 1日
     府中市押立町四丁目９番地９
     042-426-8971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139839,5028,4 たなし白十字薬局 〒188-0011 （後発調２）第293191号    平成29年 7月 1日
     西東京市田無町四丁目２２番１２
     号　ブランドールイトー１階１０
     ７号室
     0424-64-8165  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139939,5030,0 向台薬局 〒188-0013 （後発調２）第283749号    平成28年 4月 1日
     西東京市向台町三丁目３番２４号
     0424-66-0077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140039,5050,8 薬局ホームケアファー〒188-0011 （後発調２）第288234号    平成29年 3月 1日
     マシー田無店 西東京市田無町四丁目２４番１８
     号　第三カモシダビル１階２階
     0424-62-6600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140140,5035,7 ふくしま薬局 〒196-0031 （後発調２）第280746号    平成28年 4月 1日
     昭島市福島町９１０番地１１
     0425-45-6361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140240,5044,9 すみれ調剤薬局 〒196-0014 （後発調２）第284786号    平成28年 4月 1日
     昭島市田中町二丁目２８番４３号
     　ホワイト・ウイング昭島１階
     042-545-7283  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140340,5053,0 ココカラファイン薬局〒196-0015 （後発調２）第296218号    平成30年 2月 1日
     昭和店 昭島市昭和町五丁目１５番１７号
     　スクエア昭島１階
     0425-42-5415  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140440,5083,7 サンドラッグ昭島松原〒196-0003 （後発調２）第296192号    平成30年 2月 1日
     町薬局 昭島市松原町一丁目４番１３号
     042-542-5818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140540,5086,0 くじら薬局 〒196-0034 （後発調２）第294281号    平成29年10月 1日
     昭島市玉川町四丁目７番１５号
     042-500-1121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140640,5101,7 サンドラッグ西武立川〒196-0001 （後発調２）第283773号    平成28年 6月 1日
     薬局 昭島市美堀町一丁目１番１号　ヤ
     オコー西武立川駅前店２階
     042-549-0803  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    343

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 140740,5111,6 ファイン薬局　昭島店〒196-0002 （後発調２）第287188号    平成28年12月 1日
     昭島市拝島町二丁目１６番１４号
     042-519-1385  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140840,5113,2 昭島スマイル薬局 〒196-0015 （後発調２）第284872号    平成28年 8月 1日
     昭島市昭和町五丁目１５番１４号
     　金谷店舗１階北側店
     042-519-5910  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140940,5115,7 アイン薬局　拝島店 〒196-0003 （後発調２）第287861号    平成29年 2月 1日
     昭島市松原町三丁目２番１２号　
     イトーヨーカドー拝島店１階
     042-519-7624  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141040,5120,7 ウエルシア薬局　昭島〒196-0025 （後発調２）第296430号    平成30年 3月 1日
     朝日町店 昭島市朝日町二丁目３番１９号
     042-500-4506  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141141,5114,8 ひまわり薬局 〒184-0011 （後発調２）第282208号    平成28年 4月 1日
     小金井市東町四丁目１８番５号　
     三義ビル１階
     042-388-9383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141241,5117,1 サンドラッグ小金井梶〒184-0002 （後発調２）第294953号    平成29年11月 1日
     野町薬局 小金井市梶野町一丁目７番３２号
     0422-36-7382  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141341,5120,5 まえはら調剤薬局 〒184-0013 （後発調２）第288987号    平成29年 4月 1日
     小金井市前原町三丁目２番２５号
     042-401-7887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141441,5122,1 薬樹薬局　東小金井 〒184-0011 （後発調２）第287888号    平成29年 2月 1日
     小金井市東町五丁目２７番１２号
     042-386-5580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141541,5127,0 あすか薬局 〒184-0011 （後発調２）第285315号    平成28年 4月 1日
     小金井市東町三丁目３番９号
     042-239-5977  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141641,5137,9 みのり薬局 〒184-0011 （後発調２）第283664号    平成28年 6月 1日
     小金井市東町四丁目８番１３号　
     小出荘１階
     042-381-3810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141741,5141,1 薬局　日本メディカル〒184-0004 （後発調２）第294511号    平成29年10月 1日
     小金井市本町一丁目１８番３号
     042-316-5407  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    344

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 141841,5142,9 グレース薬局 〒184-0002 （後発調２）第282206号    平成28年 4月 1日
     小金井市梶野町五丁目１１番５号
     　パピスプラザ１０３
     042-383-8383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141941,5147,8 フローラ薬局　小金井〒184-0015 （後発調２）第296215号    平成30年 2月 1日
     店 小金井市貫井北町五丁目２８番１
     ６号
     042-324-5903  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142041,5152,8 サエラ薬局　武蔵小金〒184-0004 （後発調２）第296003号    平成30年 1月 1日
     井店 小金井市本町五丁目１５番８号　
     ラメゾンブランシュ１階－Ａ
     042-316-1840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142142,5124,5 すずかけ薬局 〒182-0024 （後発調２）第280921号    平成28年 4月 1日
     調布市布田四丁目２０番地３　マ
     ートルコート調布サザンＡ
     0424-43-8225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142242,5145,0 さつき薬局　上石原店〒182-0035 （後発調２）第290990号    平成29年 5月 1日
     調布市上石原三丁目３２番地３５
     0424-40-2980  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142342,5157,5 センチュリー薬局 〒182-0002 （後発調２）第285414号    平成28年 4月 1日
     調布市仙川町一丁目２０番地１６
     　ビバーチェ仙川１階
     03-5313-0746  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142442,5177,3 シンシア薬局　神代団〒182-0006 （後発調２）第280463号    平成28年 4月 1日
     地店 調布市西つつじケ丘四丁目２３番
     地１　５８号棟－１０２
     0424-43-0084  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142542,5192,2 薬局マツモトキヨシ　〒182-0012 （後発調２）第296291号    平成30年 2月 1日
     深大寺店 調布市深大寺東町二丁目２３番地
     ５　深大寺メディカルビル１階
     042-499-6380  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142642,5200,3 サンドラッグ下石原薬〒182-0034 （後発調２）第296194号    平成30年 2月 1日
     局 調布市下石原二丁目６１番地１
     042-498-8215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142742,5209,4 ドリーム薬局　国領店〒182-0022 （後発調２）第287801号    平成29年 2月 1日
     調布市国領町八丁目６番地８　１
     ０２
     042-442-6335  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    345

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 142842,5216,9 ひかり薬局 〒182-0023 （後発調２）第292350号    平成29年 6月 1日
     調布市染地二丁目８番３号　染地
     クリニックビル１階
     042-444-0595  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142942,5220,1 うさぎ薬局　調布店 〒182-0033 （後発調２）第287599号    平成29年 2月 1日
     調布市富士見町二丁目１４番地２
     　グランダ調布１階
     042-487-3130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143042,5225,0 パンダ薬局 〒182-0022 （後発調２）第284984号    平成28年 8月 1日
     調布市国領町三丁目１０番地２４
     　レジェンド国領１階
     0424-40-2523  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143142,5232,6 田辺薬局　柴崎北口店〒182-0007 （後発調２）第281368号    平成28年 4月 1日
     調布市菊野台一丁目２０番地１
     042-440-0655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143242,5241,7 スギ薬局　調布布田店〒182-0024 （後発調２）第296762号    平成30年 3月 1日
     調布市布田二丁目２１番地１
     042-426-8501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143342,5244,1 竹内薬局　仙川店 〒182-0002 （後発調２）第287090号    平成28年12月 1日
     調布市仙川町一丁目１９番１２号
     03-3326-6778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143442,5245,8 クリエイト薬局　調布〒182-0022 （後発調２）第288833号    平成28年 4月 1日
     国領町店 調布市国領町七丁目３２番地１
     042-440-1088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143542,5250,8 たから薬局　西調布店〒182-0035 （後発調２）第285473号    平成28年 9月 1日
     調布市上石原二丁目３３番地２
     042-442-1501  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143642,5251,6 しんわ薬局　狛江通り〒182-0022 （後発調２）第296562号    平成30年 3月 1日
     店 調布市国領町八丁目１番地２０
     042-452-8133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143742,5253,2 さくら薬局　国領店 〒182-0022 （後発調２）第295730号    平成30年 1月 1日
     調布市国領町八丁目２番地９　ラ
     イフタウン国領４号棟
     03-5438-6090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143842,5257,3 日本調剤　仙川薬局 〒182-0002 （後発調２）第282483号    平成28年 4月 1日
     調布市仙川町一丁目１８番地５
     03-5314-3395  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    346

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 143942,5261,5 エスケイ薬局　調布ヶ〒182-0021 （後発調２）第285488号    平成28年 9月 1日
     丘店 調布市調布ケ丘三丁目１９番地１
     ２
     042-480-3322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144042,5264,9 アイセイ薬局　国領店〒182-0022 （後発調２）第287906号    平成29年 2月 1日
     調布市国領町三丁目３番地２０　
     よろずやビル１０４
     042-440-3346  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144142,5265,6 そよかぜ薬局　調布店〒182-0022 （後発調２）第296704号    平成30年 3月 1日
     調布市国領町五丁目７０番地２
     042-444-6451  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144242,5270,6 日本調剤　調布薬局 〒182-0026 （後発調２）第294205号    平成29年 9月 1日
     調布市小島町一丁目１４番地３　
     ヒューリック調布１階
     042-444-2710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144342,5271,4 スエヤス薬局　調布店〒182-0023 （後発調２）第296725号    平成30年 3月 1日
     調布市染地三丁目１番地８１６－
     Ａ３
     042-484-2315  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144443,5087,2 あかしあ通り薬局 〒187-0042 （後発調２）第292549号    平成29年 6月 1日
     小平市仲町４２５番地７
     0423-47-5191  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144543,5098,9 三共薬局　小平店 〒187-0041 （後発調２）第292691号    平成29年 7月 1日
     小平市美園町三丁目３１番１９号
     0423-49-7755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144643,5099,7 ぐりむ薬局 〒187-0032 （後発調２）第284541号    平成28年 7月 1日
     小平市小川町一丁目５０２番地７
     ３
     042-345-0777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144743,5113,6 横田薬局 〒187-0001 （後発調２）第285510号    平成28年 4月 1日
     小平市大沼町一丁目２１番６号
     042-348-4649  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144843,5115,1 コスモ薬局　一橋店 〒187-0045 （後発調２）第284442号    平成28年 7月 1日
     小平市学園西町一丁目１８番１１
     号
     042-349-3360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    347

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 144943,5117,7 うさぎ薬局 〒187-0041 （後発調２）第281860号    平成28年 4月 1日
     小平市美園町一丁目２番１６号
     042-347-0688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145043,5128,4 みずほ薬局　花小金井〒187-0003 （後発調２）第291162号    平成29年 5月 1日
     店 小平市花小金井南町一丁目１８番
     ２５号　ＮＲ花小金井駅前１階
     0424-51-9317  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145143,5130,0 アビック薬局　小平店〒187-0002 （後発調２）第283745号    平成28年 6月 1日
     小平市花小金井八丁目１番５号
     0424-60-0777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145243,5131,8 学園薬局　小平団地店〒187-0044 （後発調２）第288633号    平成28年 4月 1日
     小平市喜平町三丁目２番５号　１
     ０４
     042-321-4057  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145343,5132,6 学園薬局　鈴木町店 〒187-0011 （後発調２）第288636号    平成28年 4月 1日
     小平市鈴木町一丁目３０番地９１
     042-324-5003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145443,5133,4 あい薬局 〒187-0042 （後発調２）第296590号    平成30年 3月 1日
     小平市仲町３４８番地１　グラン
     ドゥール１階
     042-349-2254  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145543,5141,7 たから薬局　鈴木町店〒187-0011 （後発調２）第296333号    平成30年 2月 1日
     小平市鈴木町一丁目４１４番地１
     042-329-8095  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145643,5148,2 シルバー薬局　小平店〒187-0043 （後発調２）第290007号    平成29年 4月 1日
     小平市学園東町三丁目４番１号　
     ＳＳＫマンション１０１
     042-316-5257  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145743,5157,3 薬樹薬局　たかの台 〒187-0024 （後発調２）第289145号    平成28年 4月 1日
     小平市たかの台３８番７号　たか
     の台駅前メディカルプラザ１階１
     ０１号室
     042-349-0650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145843,5163,1 日本調剤花小金井薬局〒187-0002 （後発調２）第282739号    平成28年 4月 1日
     小平市花小金井六丁目１番１号　
     アワノビル１階
     042-463-2121  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    348

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 145943,5172,2 アクア薬局　小川店 〒187-0035 （後発調２）第295753号    平成30年 1月 1日
     小平市小川西町四丁目１５番８号
     　第３アークビル１０５号室
     042-343-5920  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146043,5176,3 共創未来　小平薬局 〒187-0032 （後発調２）第294211号    平成29年 9月 1日
     小平市小川町一丁目９７２番地７
     042-349-2700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146143,5177,1 ニシワキ調剤薬局 〒187-0002 （後発調２）第288330号    平成29年 3月 1日
     小平市花小金井八丁目１１番地８
     042-468-1951  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146243,5179,7 ひまわり薬局 〒187-0001 （後発調２）第283238号    平成28年 5月 1日
     小平市大沼町一丁目２５番１１号
     042-313-6129  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146343,5181,3 つかさ薬局 〒187-0035 （後発調２）第283857号    平成28年 6月 1日
     小平市小川西町一丁目２３番１１
     号
     042-313-6215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146443,5182,1 すみれ薬局 〒187-0031 （後発調２）第280470号    平成28年 4月 1日
     小平市小川東町五丁目２０番３１
     号　エスポアールＢ１階
     042-313-2156  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146543,5183,9 滝島薬局 〒187-0032 （後発調２）第291047号    平成29年 5月 1日
     小平市小川町二丁目１９５９番地
     １　ダルエルベイダ１階
     042-344-0623  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146643,5184,7 こうふく薬局　小平店〒187-0031 （後発調２）第283011号    平成28年 4月 1日
     小平市小川東町１８２１番地１３
     ６
     042-349-2055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146743,5187,0 アクア薬局　小川東店〒187-0031 （後発調２）第284949号    平成28年 8月 1日
     小平市小川東町一丁目１８番２７
     号　シティコーポパルナス小川１
     ０２号室
     042-312-3686  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146843,5189,6 アイン薬局　小平店 〒187-0035 （後発調２）第284546号    平成28年 7月 1日
     小平市小川西町四丁目１２番１２
     号　サンエイトＯＮＯ　１階
     042-349-0370  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    349

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 146943,5193,8 ハックドラッグ　小平〒187-0031 （後発調２）第292010号    平成29年 6月 1日
     小川東薬局 小平市小川東町一丁目６番２０号
     042-349-0889  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147043,5199,5 小平薬局　天神 〒187-0002 （後発調２）第291205号    平成29年 3月 1日
     小平市花小金井八丁目１番３号
     042-464-4688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147143,5200,1 ウエルシア薬局　ダイ〒187-0031 （後発調２）第295201号    平成29年12月 1日
     エー小平店 小平市小川東町二丁目１２番１号
     042-349-3705  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147243,5201,9 グリーンベル薬局　学〒187-0043 （後発調２）第293867号    平成29年 9月 1日
     園東町店 小平市学園東町三丁目３番１９号
     　ドミールＡ１０２
     042-348-5060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147343,5203,5 花小金井薬局 〒187-0002 （後発調２）第295394号    平成29年12月 1日
     小平市花小金井一丁目２６番１３
     号
     042-452-7142  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147443,5205,0 あおぞら薬局　小平店〒187-0034 （後発調２）第295747号    平成30年 1月 1日
     小平市栄町二丁目３番７号　１０
     ２
     042-313-6125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147543,5206,8 さくら薬局　小平美園〒187-0041 （後発調２）第296702号    平成30年 3月 1日
     町店 小平市美園町一丁目２番２１号　
     ライオンズグローベル小平ブラン
     ニューフォート　１階１０３号
     042-312-1634  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147643,5207,6 けやき薬局　小平店 〒187-0041 （後発調２）第294780号    平成29年10月 1日
     小平市美園町三丁目１０番１０号
     042-349-7563  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147744,5029,2 ホッタ晴信堂薬局 〒197-0022 （後発調２）第296614号    平成30年 3月 1日
     福生市本町１４２番地
     0425-53-0061  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147844,5032,6 田辺薬局　本店 〒197-0011 （後発調２）第282988号    平成28年 5月 1日
     福生市福生９４５番地１１　フク
     イビル１階
     0425-53-3488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    350

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 147944,5035,9 千葉薬局 〒197-0011 （後発調２）第287185号    平成28年12月 1日
     福生市福生６５６番地２　渡辺ビ
     ル１階
     0425-53-3660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148044,5042,5 加藤薬局　福生店 〒197-0012 （後発調２）第289952号    平成28年 4月 1日
     福生市加美平一丁目１５番地６　
     フルヤビル１階
     0425-53-8488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148144,5044,1 ホッタ薬局 〒197-0023 （後発調２）第283710号    平成28年 6月 1日
     福生市志茂３５番地８
     042-530-7953  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148244,5046,6 中屋薬局　熊川店 〒197-0003 （後発調２）第292169号    平成29年 6月 1日
     福生市熊川９２８番地６
     042-539-0731  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148344,5053,2 三井調剤薬局 〒197-0022 （後発調２）第296671号    平成30年 3月 1日
     福生市本町７番地４
     042-551-7810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148444,5063,1 あさひ薬局 〒197-0003 （後発調２）第282287号    平成28年 4月 1日
     福生市熊川１０６３番地８
     042-539-2220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148544,5065,6 日本調剤福生薬局 〒197-0012 （後発調２）第282735号    平成28年 4月 1日
     福生市加美平一丁目１３番地１
     042-539-4130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148644,5066,4 牛浜鈴薬局 〒197-0024 （後発調２）第283198号    平成28年 5月 1日
     福生市牛浜１５８番地　メディカ
     ル・ビーンズ１階
     042-539-3788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148744,5071,4 富士薬局 〒197-0003 （後発調２）第281493号    平成28年 4月 1日
     福生市熊川４２０番地１３
     042-519-5001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148844,5072,2 スギ薬局　福生店 〒197-0003 （後発調２）第284134号    平成28年 7月 1日
     福生市熊川９８１番７号
     042-539-4101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148944,5073,0 ことぶき薬局　横田店〒197-0014 （後発調２）第287257号    平成28年 4月 1日
     福生市福生二宮２４６１番地
     042-595-8821  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    351

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 149044,5074,8 ウエルシア薬局　東福〒197-0013 （後発調２）第283333号    平成28年 6月 1日
     生店 福生市武蔵野台一丁目８番地１０
     042-539-2930  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149144,5075,5 ことぶき薬局 〒197-0004 （後発調２）第281143号    平成28年 4月 1日
     福生市南田園一丁目１３番４号
     042-530-0228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149244,5078,9 日本調剤　加美薬局 〒197-0012 （後発調２）第282732号    平成28年 4月 1日
     福生市加美平一丁目６番１３号
     042-539-0175  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149344,5081,3 三井薬局 〒197-0023 （後発調２）第296672号    平成30年 3月 1日
     福生市志茂２３１番地６
     042-530-5665  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149444,5086,2 ウエルシア薬局　福生〒197-0005 （後発調２）第294315号    平成29年10月 1日
     北田園店 福生市北田園二丁目１８番地５
     042-539-5030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149544,5096,1 あいりす薬局 〒197-0022 （後発調２）第280035号    平成28年 4月 1日
     福生市本町８５番地１　根岸ビル
     １階
     042-513-3818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149644,5098,7 えん薬局　福生加美平〒197-0012 （後発調２）第289257号    平成28年 4月 1日
     店 福生市加美平二丁目１４番地４
     042-551-1288  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149744,5100,1 千葉薬局　福生２号店〒197-0011 （後発調２）第291841号    平成29年 5月 1日
     福生市福生６５８番地
     042-513-0128  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149844,5102,7 おひさま薬局 〒197-0024 （後発調２）第293297号    平成29年 6月 1日
     福生市牛浜５番地１
     042-513-4176  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149944,5103,5 アクア薬局　牛浜店 〒197-0024 （後発調２）第296565号    平成30年 3月 1日
     福生市牛浜１４８番地１
     042-513-7289  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150044,5105,0 中村調剤薬局 〒197-0003 （後発調２）第296811号    平成30年 3月 1日
     福生市熊川１５６番地４
     042-530-2468  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    352

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 150145,5029,9 イズミ薬局 〒201-0003 （後発調２）第296187号    平成30年 2月 1日
     狛江市和泉本町二丁目１７番１３
     号
     03-3488-7195  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150245,5035,6 大塚薬局 〒201-0012 （後発調２）第281152号    平成28年 4月 1日
     狛江市中和泉一丁目８番１５号
     03-3489-7795  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150345,5043,0 薬樹薬局　和泉 〒201-0014 （後発調２）第293163号    平成29年 7月 1日
     狛江市東和泉一丁目２９番１１号
     　サンライズビル１階
     03-3489-7557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150445,5047,1 サトー薬局　東和泉店〒201-0014 （後発調２）第283291号    平成28年 4月 1日
     狛江市東和泉一丁目３１番２６号
     03-3488-9901  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150545,5052,1 サクラ堂薬局　狛江店〒201-0012 （後発調２）第281426号    平成28年 4月 1日
     狛江市中和泉一丁目４番１５号　
     グリーンヒルズＭ１０１
     03-3489-8585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150645,5066,1 ウェルパーク薬局　狛〒201-0012 （後発調２）第285409号    平成28年 9月 1日
     江松原店 狛江市中和泉二丁目１番５号
     03-5438-6695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150745,5070,3 フラワー・ブロスみず〒201-0001 （後発調２）第287123号    平成28年12月 1日
     き薬局 狛江市西野川四丁目４０番地７号
     03-5761-9532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150845,5074,5 さくら薬局　狛江和泉〒201-0003 （後発調２）第296695号    平成30年 3月 1日
     本町店 狛江市和泉本町四丁目１０番４号
     03-5497-7621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150945,5086,9 薬樹薬局　野川 〒201-0001 （後発調２）第284523号    平成28年 7月 1日
     狛江市西野川一丁目１５番１９号
     　覚東弐番館１階Ｄ号
     03-3430-1048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151045,5092,7 リジョイス薬局　狛江〒201-0012 （後発調２）第295025号    平成29年11月 1日
     店 狛江市中和泉五丁目３１番１６号
     03-5438-7077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    353

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 151146,5007,3 進士薬局 〒207-0023 （後発調２）第283283号    平成28年 6月 1日
     東大和市上北台一丁目９０２番地
     １７７
     0425-64-6700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151246,5015,6 龍生堂薬局　村山店 〒207-0023 （後発調２）第290202号    平成29年 4月 1日
     東大和市上北台二丁目９１６番地
     ６
     0425-64-2691  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151346,5023,0 田口調剤薬局 〒207-0014 （後発調２）第284647号    平成28年 4月 1日
     東大和市南街五丁目６９番１０号
     0425-62-6065  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151446,5025,5 龍生堂薬局　桜が丘店〒207-0022 （後発調２）第296242号    平成30年 2月 1日
     東大和市桜が丘三丁目４４番地１
     ７
     0425-66-2588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151546,5026,3 竹下薬局 〒207-0033 （後発調２）第280314号    平成28年 4月 1日
     東大和市芋窪四丁目１５４８番地
     ８
     0425-62-6323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151646,5032,1 調剤薬局ナンガイ 〒207-0014 （後発調２）第290027号    平成29年 4月 1日
     東大和市南街六丁目１番１号　ミ
     ナミマンション１階
     0425-63-8711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151746,5033,9 ミヤモト薬局 〒207-0014 （後発調２）第282746号    平成28年 4月 1日
     東大和市南街一丁目３１番７号
     0425-64-2739  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151846,5036,2 マイ薬局 〒207-0015 （後発調２）第287046号    平成28年12月 1日
     東大和市中央四丁目１０３９番地
     ２６
     0425-62-7676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151946,5042,0 日本堂薬局　南街店 〒207-0014 （後発調２）第280387号    平成28年 4月 1日
     東大和市南街五丁目９９番地５５
     042-564-8009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152046,5044,6 ウエルパーク薬局　東〒207-0014 （後発調２）第280157号    平成28年 4月 1日
     大和南街店 東大和市南街二丁目３番地５
     042-567-3188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    354

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 152146,5046,1 中央南薬局 〒207-0014 （後発調２）第296143号    平成30年 2月 1日
     東大和市南街一丁目１８番地６
     042-565-1470  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152246,5053,7 小林薬局 〒207-0011 （後発調２）第286475号    平成28年11月 1日
     東大和市清原一丁目１２００番地
     １３
     042-590-0384  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152346,5054,5 多摩湖薬局 〒207-0004 （後発調２）第294308号    平成29年10月 1日
     東大和市清水三丁目８００番地１
     　レベルエイト１０２
     042-567-1186  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152446,5055,2 湖畔薬局 〒207-0002 （後発調２）第287464号    平成28年 4月 1日
     東大和市湖畔一丁目１０４３番地
     １０
     042-567-0997  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152546,5058,6 あすなろ調剤薬局 〒207-0023 （後発調２）第281907号    平成28年 4月 1日
     東大和市上北台三丁目３４４番地
     ３
     042-567-8693  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152646,5059,4 小倉薬局 〒207-0004 （後発調２）第283279号    平成28年 6月 1日
     東大和市清水二丁目８０９番地３
     ７
     042-565-8990  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152746,5061,0 共創未来　東大和薬局〒207-0014 （後発調２）第287151号    平成28年 4月 1日
     東大和市南街一丁目１３番６号
     042-590-7781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152846,5067,7 スギ薬局　東大和店 〒207-0013 （後発調２）第284802号    平成28年 8月 1日
     東大和市向原四丁目２２番地２
     042-590-0241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152946,5068,5 こぐま薬局　東大和店〒207-0014 （後発調２）第287866号    平成29年 2月 1日
     東大和市南街五丁目９７番９号　
     ドミネント東大和地下１階
     042-564-0555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153046,5070,1 クオール薬局　上北台〒207-0021 （後発調２）第286188号    平成28年 4月 1日
     店 東大和市立野二丁目３番地１５
     042-590-3789  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    355

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 153146,5071,9 クオール薬局　東大和〒207-0031 （後発調２）第284089号    平成28年 7月 1日
     店 東大和市奈良橋六丁目８８３番地
     １
     042-516-1389  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153246,5072,7 ハートかねまん薬局　〒207-0013 （後発調２）第290024号    平成29年 4月 1日
     東大和店 東大和市向原二丁目１番地１９
     042-843-8548  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153346,5074,3 ファーミック薬局 〒207-0013 （後発調２）第288162号    平成29年 3月 1日
     東大和市向原六丁目１２０１番地
     ２　ＯＳＥビル１０２
     042-567-5701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153446,5075,0 ウエルシア薬局　東大〒207-0021 （後発調２）第287295号    平成29年 1月 1日
     和立野店 東大和市立野三丁目１１４９番地
     ２
     042-567-4138  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153546,5076,8 マロン薬局　東大和店〒207-0004 （後発調２）第283021号    平成28年 5月 1日
     東大和市清水六丁目１２５７番地
     ３　
     042-569-8543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153646,5079,2 ファーミック薬局　南〒207-0014 （後発調２）第295789号    平成30年 1月 1日
     街店 東大和市南街五丁目９６番地１　
     レイズテラス１階
     042-843-6917  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153746,5080,0 しんわ薬局　桜が丘店〒207-0022 （後発調２）第296061号    平成30年 2月 1日
     東大和市桜が丘二丁目２０４番地
     ３
     042-569-8293  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153847,5022,0 薬樹薬局　元町 〒204-0021 （後発調２）第295802号    平成30年 1月 1日
     清瀬市元町一丁目８番２０号
     0424-92-2532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153947,5035,2 上清戸薬局 〒204-0013 （後発調２）第283688号    平成28年 4月 1日
     清瀬市上清戸二丁目１番２号
     0424-94-0622  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154047,5050,1 カイセイ調剤薬局　清〒204-0021 （後発調２）第295876号    平成30年 1月 1日
     瀬北口店 清瀬市元町一丁目８番１８号　ヴ
     ェルメゾン内野１０３号室
     0424-96-2207  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    356

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 154147,5052,7 きよせ北口薬局 〒204-0021 （後発調２）第282587号    平成28年 4月 1日
     清瀬市元町一丁目１３番２６号
     0424-94-7055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154247,5059,2 ひらの薬局 〒204-0011 （後発調２）第281263号    平成28年 4月 1日
     清瀬市下清戸一丁目２３番地１
     042-494-2600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154347,5066,7 日本調剤　野塩薬局 〒204-0004 （後発調２）第282513号    平成28年 4月 1日
     清瀬市野塩四丁目２２３番地１　
     スクエア清瀬１階
     042-495-6705  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154447,5067,5 日本調剤　ひろ薬局 〒204-0021 （後発調２）第282505号    平成28年 4月 1日
     清瀬市元町一丁目１３番２９号
     042-493-6093  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154547,5068,3 日本調剤　フジ薬局 〒204-0021 （後発調２）第282516号    平成28年 4月 1日
     清瀬市元町二丁目２番２１号
     042-491-9440  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154647,5069,1 日本調剤　まつやま薬〒204-0022 （後発調２）第282502号    平成28年 4月 1日
     局 清瀬市松山二丁目１０番７号
     042-495-9205  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154747,5071,7 さくら薬局　清瀬梅園〒204-0024 （後発調２）第287963号    平成29年 2月 1日
     店 清瀬市梅園一丁目１番２号
     042-495-2645  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154847,5072,5 日本調剤　旭が丘薬局〒204-0002 （後発調２）第295432号    平成29年12月 1日
     清瀬市旭が丘一丁目６１９番地１
     ５
     042-494-8255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154947,5073,3 スギ薬局　清瀬店 〒204-0021 （後発調２）第296085号    平成30年 2月 1日
     清瀬市元町二丁目２６番１４号
     042-494-6371  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155047,5075,8 薬樹薬局　元町けやき〒204-0021 （後発調２）第295800号    平成30年 1月 1日
     通り店 清瀬市元町一丁目８番２８号　リ
     ヴェール清瀬Ⅱ　１階
     042-496-2150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155147,5078,2 カイセイ調剤薬局　清〒204-0022 （後発調２）第295391号    平成29年12月 1日
     瀬駅前店 清瀬市松山一丁目２番２３号
     042-497-1355  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    357

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 155247,5079,0 ウエルシア薬局　清瀬〒204-0003 （後発調２）第287658号    平成29年 2月 1日
     中里店 清瀬市中里三丁目８９５番地１
     042-494-6166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155347,5082,4 梅園薬局 〒204-0024 （後発調２）第283654号    平成28年 6月 1日
     清瀬市梅園三丁目４番２６号
     042-496-0181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155447,5083,2 あおい調剤薬局　清瀬〒204-0011 （後発調２）第281905号    平成28年 4月 1日
     店 清瀬市下清戸五丁目８５８番地２
     　１階
     042-497-9013  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155547,5086,5 アイン薬局　清瀬店 〒204-0023 （後発調２）第293035号    平成29年 7月 1日
     清瀬市竹丘三丁目１番１５号
     042-497-8890  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155648,5030,1 大五堂薬局 〒203-0053 （後発調２）第280661号    平成28年 4月 1日
     東久留米市本町三丁目６番８号
     0424-74-7777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155748,5050,9 学園町薬局 〒203-0021 （後発調２）第291339号    平成29年 5月 1日
     東久留米市学園町一丁目１４番２
     号
     0424-24-8568  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155848,5058,2 東久留米薬局 〒203-0053 （後発調２）第283097号    平成28年 4月 1日
     東久留米市本町三丁目３番２１号
     0424-70-2051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155948,5070,7 しもさと薬局 〒203-0043 （後発調２）第288588号    平成28年 4月 1日
     東久留米市下里二丁目８番２９号
     　エヌエスビル１階
     0424-76-3041  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156048,5077,2 三共薬局　新川町店 〒203-0013 （後発調２）第283114号    平成28年 4月 1日
     東久留米市新川町二丁目２番２３
     号　紀水苑東久留米１階
     042-457-3540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156148,5083,0 ウエルシア薬局　東久〒203-0053 （後発調２）第286070号    平成28年 4月 1日
     留米本町店 東久留米市本町一丁目４番３３号
     042-479-0125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156248,5088,9 スギ薬局　東久留米下〒203-0043 （後発調２）第286431号    平成28年11月 1日
     里店 東久留米市下里四丁目４番５９号
     042-470-4701  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    358

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 156348,5089,7 スギ薬局　東久留米駅〒203-0053 （後発調２）第284807号    平成28年 8月 1日
     前店 東久留米市本町一丁目３番３３号
     042-470-5101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156448,5094,7 イオン薬局　東久留米〒203-0023 （後発調２）第293644号    平成29年 8月 1日
     店 東久留米市南沢五丁目１７番６２
     号　イオン東久留米店２階
     042-460-7450  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156548,5096,2 ウエルシア薬局　東久〒203-0033 （後発調２）第293338号    平成29年 8月 1日
     留米滝山店 東久留米市滝山一丁目８番２０号
     042-479-1121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156648,5097,0 さくら薬局　東久留米〒203-0053 （後発調２）第292501号    平成29年 6月 1日
     本町店 東久留米市本町三丁目２番５号　
     ザ・ウィンベル東久留米Ａ－１０
     ７号
     042-479-7165  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156748,5099,6 明治薬科大学附属薬局〒203-0053 （後発調２）第291390号    平成29年 4月 1日
     東久留米市本町一丁目３番６号　
     ＧｌａｎｚＢｌｄｇ１階
     042-420-9631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156848,5100,2 わかば薬局　東久留米〒203-0051 （後発調２）第285157号    平成28年 4月 1日
     東久留米市小山五丁目８番１２号
     042-420-5760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156948,5102,8 みちる薬局　本町店 〒203-0053 （後発調２）第285521号    平成28年 9月 1日
     東久留米市本町一丁目２番３号
     042-470-1030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157048,5105,1 アップル薬局　東久留〒203-0053 （後発調２）第292548号    平成29年 6月 1日
     米店 東久留米市本町三丁目８番１９号
     042-420-9884  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157148,5106,9 クリエイト薬局　東久〒203-0032 （後発調２）第296717号    平成30年 3月 1日
     留米前沢店 東久留米市前沢四丁目３２番５号
     042-479-7881  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157248,5107,7 いちょう薬局　金山町〒203-0003 （後発調２）第291235号    平成29年 3月 1日
     店 東久留米市金山町二丁目１９番１
     ０号
     042-420-1725  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    359

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 157348,5108,5 あおい調剤薬局　東久〒203-0032 （後発調２）第294559号    平成29年10月 1日
     留米店 東久留米市前沢四丁目７番１１号
     042-479-4972  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157449,5010,1 ざんぼり薬局 〒208-0034 （後発調２）第285589号    平成28年10月 1日
     武蔵村山市残堀四丁目１１２番地
     ３　西貝第２マンション１０１号
     0425-60-7066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157549,5013,5 大南薬局 〒208-0013 （後発調２）第286290号    平成28年 4月 1日
     武蔵村山市大南二丁目３９番地１
     　フラット大南２号棟１階
     0425-61-9745  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157649,5022,6 緑が丘薬局 〒208-0012 （後発調２）第285564号    平成28年10月 1日
     武蔵村山市緑が丘１４６０番地　
     第５０号棟５４号
     0425-66-5141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157749,5030,9 申貴薬局 〒208-0011 （後発調２）第294551号    平成29年10月 1日
     武蔵村山市学園三丁目５９番地３
     　コロコロセンター２階２０６
     042-564-1838  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157849,5041,6 あい薬局　武蔵村山店〒208-0023 （後発調２）第282719号    平成28年 4月 1日
     武蔵村山市伊奈平四丁目５番地３
     042-520-1261  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157949,5049,9 中原薬局 〒208-0013 （後発調２）第289458号    平成29年 4月 1日
     武蔵村山市大南三丁目９５番地１
     042-516-8661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158049,5051,5 えのき薬局 〒208-0013 （後発調２）第280731号    平成28年 4月 1日
     武蔵村山市大南二丁目１番地１６
     042-590-5600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158149,5053,1 おもてなし薬局 〒208-0013 （後発調２）第296233号    平成30年 2月 1日
     武蔵村山市大南三丁目６０番地１
     ５
     042-843-6531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158249,5054,9 カイ薬局 〒208-0013 （後発調２）第288415号    平成28年 4月 1日
     武蔵村山市大南三丁目７２番地１
     　１０３
     042-569-8666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    360

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 158349,5056,4 アイン薬局　武蔵村山〒208-0022 （後発調２）第285630号    平成28年 4月 1日
     店 武蔵村山市榎二丁目５０番地７　
     042-843-6421  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158449,5057,2 こばると薬局 〒208-0021 （後発調２）第285496号    平成28年 9月 1日
     武蔵村山市三ツ藤二丁目９番地１
     　レジデンス三ツ藤１階
     042-569-6760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158549,5058,0 ウエルシア薬局　ダイ〒208-0023 （後発調２）第293340号    平成29年 8月 1日
     エー武蔵村山店 武蔵村山市伊奈平三丁目３６番地
     １
     042-520-5491  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158649,5060,6 みなみ薬局 〒208-0023 （後発調２）第294225号    平成29年 9月 1日
     武蔵村山市伊奈平四丁目１８番地
     ３２
     042-569-1772  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158749,5061,4 スギ薬局　残堀店 〒208-0034 （後発調２）第295083号    平成29年11月 1日
     武蔵村山市残堀五丁目１２６番地
     ２
     042-520-6731  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158849,5062,2 おもてなし薬局　ここ〒208-0013 （後発調２）第296236号    平成30年 2月 1日
     ろづくし店 武蔵村山市大南三丁目６９番地２
     ０
     042-567-5560  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158950,5011,7 龍生堂薬局　永山店 〒206-0025 （後発調２）第295500号    平成29年12月 1日
     多摩市永山一丁目４番地　グリナ
     ード永山３階
     0423-73-6089  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159050,5018,2 龍生堂薬局　多摩セン〒206-0033 （後発調２）第295860号    平成30年 1月 1日
     ター店 多摩市落合一丁目４４番地　丘の
     上プラザ１０１
     0423-71-9393  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159150,5048,9 いとう調剤薬局　諏訪〒206-0024 （後発調２）第295744号    平成30年 1月 1日
     店 多摩市諏訪一丁目５３番地２　ハ
     ウスアメニティ１階
     0423-75-0255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    361

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 159250,5051,3 龍生堂薬局　ベルブ永〒206-0025 （後発調２）第293606号    平成29年 8月 1日
     山店 多摩市永山一丁目５番地　ベルブ
     永山２階
     0423-56-8112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159350,5069,5 龍生堂薬局　永山調剤〒206-0025 （後発調２）第292561号    平成29年 6月 1日
     店 多摩市永山一丁目４番地　グリナ
     ード永山５階
     042-311-1936  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159450,5071,1 落合一丁目薬局 〒206-0033 （後発調２）第283460号    平成28年 6月 1日
     多摩市落合一丁目２５番地３
     042-337-8197  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159550,5083,6 なかわだ調剤薬局 〒206-0001 （後発調２）第282674号    平成28年 4月 1日
     多摩市和田２０００番地１１
     042-373-3355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159650,5091,9 唐木田薬局 〒206-0034 （後発調２）第285856号    平成28年10月 1日
     多摩市鶴牧六丁目８番地１５　Ａ
     ＮＺＡＩビル１階
     042-357-0885  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159750,5095,0 クラフト薬局　聖蹟桜〒206-0011 （後発調２）第294505号    平成29年10月 1日
     ヶ丘駅東口店 多摩市関戸二丁目４０番２７号　
     ＳＡラッシュビル１階
     042-337-6550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159850,5098,4 あけぼの薬局　永山店〒206-0025 （後発調２）第294221号    平成29年 9月 1日
     多摩市永山四丁目２番地５　１０
     １
     042-374-3145  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159950,5100,8 あげは薬局 〒206-0025 （後発調２）第296260号    平成30年 2月 1日
     多摩市永山一丁目１４番地１２　
     キャスケードⅠ　１階
     042-311-4484  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160050,5107,3 ココカラファイン薬局〒206-0033 （後発調２）第295368号    平成29年12月 1日
     多摩センター店 多摩市落合一丁目３２番３号　Ｇ
     Ａ多摩ｂｌｄｇ１階
     042-319-3927  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    362

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 160150,5109,9 日本調剤　永山薬局 〒206-0025 （後発調２）第282469号    平成28年 4月 1日
     多摩市永山一丁目３番地３　多摩
     ニュータウンプラザ永山２０１号
     室
     042-310-3840  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160250,5112,3 そうごう薬局　永山店〒206-0014 （後発調２）第288051号    平成28年 4月 1日
     多摩市乞田１４２６番地　ＫＴＡ
     ビル　１階
     042-400-1731  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160350,5113,1 在宅サポート薬局　多〒206-0033 （後発調２）第281969号    平成28年 4月 1日
     摩センター店 多摩市落合一丁目１番地１９　須
     藤ビル２０１
     042-401-9180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160450,5115,6 多摩調剤薬局 〒206-0036 （後発調２）第289148号    平成29年 4月 1日
     多摩市中沢二丁目５番６号
     042-338-2861  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160550,5116,4 しんわ薬局　関戸店 〒206-0011 （後発調２）第289341号    平成28年 4月 1日
     多摩市関戸四丁目９番地３　ブロ
     ッサム聖蹟１階
     042-357-8500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160650,5121,4 いろは薬局 〒206-0025 （後発調２）第283231号    平成28年 5月 1日
     多摩市永山一丁目２番地１４　フ
     ローラ永山１階
     042-371-2266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160750,5122,2 クローバー薬局　永山〒206-0024 （後発調２）第284511号    平成28年 7月 1日
     店 多摩市諏訪五丁目９番地１０
     042-400-7138  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160850,5126,3 薬局マツモトキヨシ　〒206-0033 （後発調２）第296290号    平成30年 2月 1日
     京王多摩センター店 多摩市落合一丁目１０番地１　京
     王多摩センターＳＣ１階
     042-311-2262  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160951,5011,5 徳永薬局 〒206-0802 （後発調２）第281402号    平成28年 4月 1日
     稲城市東長沼２０１０番地１０
     0423-77-8217  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161051,5042,0 稲城坂浜薬局 〒206-0822 （後発調２）第286470号    平成28年11月 1日
     稲城市坂浜２８２４番地１
     042-350-6121  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    363

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 161151,5043,8 薬樹薬局　稲城 〒206-0801 （後発調２）第295801号    平成30年 1月 1日
     稲城市大丸１１４２番地８　フォ
     レストコート１階
     042-370-2237  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161251,5044,6 稲城駅前薬局 〒206-0802 （後発調２）第281405号    平成28年 4月 1日
     稲城市東長沼３１０７番地１　Ｐ
     ｉａＴＯＷＮ２１　１階－２
     042-370-8370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161351,5046,1 徳永薬局　東長沼店 〒206-0802 （後発調２）第288478号    平成28年 4月 1日
     稲城市東長沼１７２６番地２０
     042-370-7837  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161451,5055,2 矢野口薬局 〒206-0812 （後発調２）第287251号    平成29年 1月 1日
     稲城市矢野口１７２２番地
     042-377-6343  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161551,5066,9 ドラッグセイムス　稲〒206-0823 （後発調２）第296219号    平成30年 2月 1日
     城平尾薬局 稲城市平尾二丁目１番１号
     042-350-5471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161651,5068,5 サンリ薬局　長峰店 〒206-0821 （後発調２）第287189号    平成28年12月 1日
     稲城市長峰二丁目２番２号　２
     042-350-3577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161751,5069,3 りゅう薬局 〒206-0804 （後発調２）第281975号    平成28年 4月 1日
     稲城市百村１６０４番地６
     042-401-5728  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161851,5072,7 ウエルシア薬局　南多〒206-0801 （後発調２）第294317号    平成29年10月 1日
     摩駅前店 稲城市大丸１００７番地２
     042-370-0281  (042-370-0282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161951,5074,3 アイセイ薬局　稲城店〒206-0802 （後発調２）第296158号    平成30年 2月 1日
     稲城市東長沼３１０７番地４　京
     王リトナード稲城　３階３０２　
     042-370-2131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162052,5022,0 井上薬局 〒190-0164 （後発調２）第282583号    平成28年 4月 1日
     あきる野市五日市１４８番地
     0425-96-1533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162152,5025,3 みどり薬局五日市 〒190-0164 （後発調２）第282804号    平成28年 4月 1日
     あきる野市五日市７２番地
     0425-95-2192  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日    364

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 162252,5026,1 みどり薬局　上町 〒190-0164 （後発調２）第282770号    平成28年 4月 1日
     あきる野市五日市９７３番地
     042-596-3443  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162352,5032,9 多摩調剤薬局　あきる〒197-0831 （後発調２）第282140号    平成28年 4月 1日
     野店 あきる野市下代継９４番地６
     0425-59-5481  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162452,5043,6 みどり薬局　東秋留 〒197-0814 （後発調２）第286322号    平成28年11月 1日
     あきる野市二宮１０２１番地７
     042-532-1661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162552,5045,1 こすげ調剤薬局 〒197-0823 （後発調２）第294696号    平成29年11月 1日
     あきる野市野辺１００１番地５
     042-550-9786  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162652,5049,3 稲垣薬局　あきる野店〒197-0834 （後発調２）第287365号    平成28年 4月 1日
     あきる野市引田７１番地３
     042-532-4588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162752,5050,1 あきる野薬剤センター〒197-0834 （後発調２）第281711号    平成28年 4月 1日
     薬局 あきる野市引田９１番地４
     042-532-3256  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162852,5051,9 東京堂栄光薬局　あき〒197-0834 （後発調２）第285164号    平成28年 9月 1日
     る店 あきる野市引田７２番地２
     042-559-6134  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162952,5053,5 中川薬局　あきる野店〒197-0802 （後発調２）第283893号    平成28年 6月 1日
     あきる野市草花２７３０番地１
     042-518-2541  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163052,5054,3 東京堂栄光薬局　下代〒197-0831 （後発調２）第284021号    平成28年 7月 1日
     継店 あきる野市下代継１６番地６
     042-532-5352  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163152,5055,0 薬局マチダファーマシ〒197-0814 （後発調２）第280610号    平成28年 4月 1日
     ー あきる野市二宮１４９５番地７
     042-559-2229  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163252,5061,8 ドラッグセイムス秋川〒197-0804 （後発調２）第296220号    平成30年 2月 1日
     薬局 あきる野市秋川四丁目１２番６号
     042-532-7281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163352,5063,4 みどり薬局　草花 〒197-0802 （後発調２）第282768号    平成28年 4月 1日
     あきる野市草花１４３９番地８
     042-518-2182  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    365

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 163452,5071,7 みどり薬局 〒197-0834 （後発調２）第285851号    平成28年10月 1日
     あきる野市引田９２番地４
     042-533-3009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163552,5074,1 アイセイ薬局　五日市〒190-0163 （後発調２）第286679号    平成28年10月 1日
     店 あきる野市舘谷１５６番地１
     042-595-3567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163652,5079,0 ほり薬局 〒197-0803 （後発調２）第295153号    平成29年11月 1日
     あきる野市瀬戸岡４７４番地１
     042-533-3234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163753,5019,4 栄町薬局 〒205-0002 （後発調２）第284420号    平成28年 4月 1日
     羽村市栄町二丁目１５番地４０
     0425-55-8521  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163853,5029,3 栗原薬局 〒205-0014 （後発調２）第283019号    平成28年 5月 1日
     羽村市羽東一丁目１６番５号
     042-578-3585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163953,5034,3 サンテ薬局　栄町店 〒205-0002 （後発調２）第284076号    平成28年 7月 1日
     羽村市栄町一丁目１３番地４０
     042-555-7567  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164053,5040,0 富士薬局　小作店 〒205-0001 （後発調２）第295114号    平成29年12月 1日
     羽村市小作台五丁目６番１７号
     042-843-8533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164153,5049,1 みどりヶ丘薬局 〒205-0023 （後発調２）第282992号    平成28年 5月 1日
     羽村市神明台一丁目３０番地２４
     042-570-7838  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164253,5051,7 スギ薬局　コピオ羽村〒205-0023 （後発調２）第295511号    平成29年12月 1日
     店 羽村市神明台二丁目３番地１３　
     コピオ羽村１階
     042-570-5651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164353,5052,5 アイン薬局　羽村店 〒205-0011 （後発調２）第294941号    平成29年11月 1日
     羽村市五ノ神字武蔵野３５２番地
     ２２
     042-533-4493  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164453,5055,8 アイセイ薬局　羽村羽〒205-0016 （後発調２）第296727号    平成30年 3月 1日
     加美店 羽村市羽加美一丁目１６番９号　
     ウイング清水１階
     042-570-0181  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    366

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 164554,5006,9 コスモ薬局　西東京店〒188-0011 （後発調２）第282919号    平成28年 4月 1日
     西東京市田無町四丁目１１番２号
     0424-52-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164654,5015,0 コスモ薬局　芝久保店〒188-0014 （後発調２）第283701号    平成28年 6月 1日
     西東京市芝久保町二丁目１番７号
     0424-51-6451  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164754,5022,6 薬局マツモトキヨシ　〒188-0001 （後発調２）第295864号    平成30年 1月 1日
     新ひばりが丘店 西東京市谷戸町二丁目１番８０号
     0424-63-7808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164854,5030,9 タナシ薬局 〒188-0011 （後発調２）第296186号    平成30年 2月 1日
     西東京市田無町二丁目２１番８号
     　グッドケア・西東京１階
     0424-65-8160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164954,5038,2 パール薬局　ひばりが〒188-0001 （後発調２）第280984号    平成28年 4月 1日
     丘 西東京市谷戸町三丁目１１番９号
     042-459-2222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165054,5042,4 田無プラザ薬局 〒188-0011 （後発調２）第284375号    平成28年 7月 1日
     西東京市田無町四丁目２１番１１
     号　第２川上ビル１階
     042-451-9001  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165154,5053,1 くすりのダイイチ薬局〒202-0021 （後発調２）第285638号    平成28年10月 1日
     　東伏見店 西東京市東伏見三丁目１番２５号
     042-421-5123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165254,5059,8 ひまわり薬局 〒202-0015 （後発調２）第284598号    平成28年 8月 1日
     西東京市保谷町三丁目１２番１９
     号　Ｉ＆Ｉ　ＹＡＧＩＳＡＷＡ１
     階
     042-452-6736  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165354,5061,4 いこい薬局 〒202-0012 （後発調２）第296738号    平成30年 3月 1日
     西東京市東町四丁目８番２８号　
     ＪＵＮ西東京市１０２
     042-439-7151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165454,5062,2 花みずき薬局 〒202-0012 （後発調２）第280982号    平成28年 4月 1日
     西東京市東町一丁目１番２２号　
     エリシオンＢ
     042-410-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    367

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 165554,5063,0 すずらん薬局 〒188-0013 （後発調２）第295521号    平成30年 1月 1日
     西東京市向台町一丁目１６番２４
     号　新井ビル１階
     042-452-0155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165654,5070,5 クリエイト薬局　西東〒188-0014 （後発調２）第288865号    平成28年 4月 1日
     京芝久保店 西東京市芝久保町四丁目４番１１
     号
     042-460-7561  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165754,5071,3 くすの木薬局　保谷店〒202-0012 （後発調２）第296317号    平成30年 2月 1日
     西東京市東町六丁目６番１２号　
     西東京メディカルモール
     042-439-3998  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165854,5072,1 アクア薬局　芝久保店〒188-0014 （後発調２）第283921号    平成28年 6月 1日
     西東京市芝久保町三丁目３０番１
     ４号コーポ清陵１０２号
     042-464-9119  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165954,5073,9 健祥堂薬局　芝久保店〒188-0014 （後発調２）第285616号    平成28年10月 1日
     西東京市芝久保町一丁目８番１８
     号
     042-439-5065  (042-439-5095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166054,5075,4 薬局　日本メディカル〒202-0003 （後発調２）第281486号    平成28年 4月 1日
     西東京市北町一丁目６番１号　レ
     ッツビル１階
     042-439-6851  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166154,5076,2 スギ薬局　西東京北原〒188-0003 （後発調２）第283509号    平成28年 4月 1日
     町店 西東京市北原町三丁目３番５４号
     042-451-5855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166254,5078,8 ほやまち薬局 〒202-0015 （後発調２）第288989号    平成29年 4月 1日
     西東京市保谷町四丁目５番６号　
     ノグチビル１階
     042-450-6592  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166354,5081,2 つむぎ薬局 〒188-0014 （後発調２）第288524号    平成28年 4月 1日
     西東京市芝久保町三丁目９番５号
     042-452-5242  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    368

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 166454,5082,0 ハッピィ調剤薬局　た〒188-0014 （後発調２）第284628号    平成28年 8月 1日
     なし店 西東京市芝久保町三丁目４番３０
     号　ケルン田無Ⅰ（吉野ビル）１
     階Ｃ号室
     042-451-5555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166554,5083,8 日生薬局　ひばりが丘〒202-0001 （後発調２）第285952号    平成28年10月 1日
     店 西東京市ひばりが丘三丁目３番１
     ６号
     042-452-5145  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166654,5088,7 くすりのダイイチ薬局〒202-0012 （後発調２）第292085号    平成29年 6月 1日
     　在宅センター店 西東京市東町三丁目９番６号　第
     ２東町ハイツ１階
     042-439-6121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166754,5092,9 サークル薬局　ひばり〒202-0002 （後発調２）第281139号    平成28年 4月 1日
     が丘北口店 西東京市ひばりが丘北三丁目３番
     ３３号　
     042-453-3989  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166854,5094,5 ハコネ調剤薬局 〒202-0022 （後発調２）第293038号    平成29年 7月 1日
     西東京市柳沢六丁目１番５号　オ
     レンジヒルズ１階
     042-465-8571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166954,5095,2 そうごう薬局　田無店〒188-0012 （後発調２）第285785号    平成28年10月 1日
     西東京市南町五丁目１番８号
     042-497-5351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167054,5098,6 アイン薬局　武蔵野店〒188-0013 （後発調２）第291777号    平成29年 5月 1日
     西東京市向台町四丁目２１番１２
     号
     042-452-9873  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167154,5100,0 ファーマライズ薬局　〒202-0005 （後発調２）第296566号    平成30年 3月 1日
     西友ひばりヶ丘店 西東京市住吉町三丁目９番８号　
     西友ひばりヶ丘店１階
     042-423-8060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167254,5101,8 ファーマライズ薬局　〒188-0011 （後発調２）第291422号    平成29年 3月 1日
     西友田無店 西東京市田無町二丁目１番１号　
     ＬＩＶＩＮ田無店１階
     042-466-1503  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    369

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 167354,5103,4 薬局Ｔ・Ｉファーマシ〒188-0011 （後発調２）第293460号    平成29年 7月 1日
     ー　田無店 西東京市田無町七丁目２０番１２
     号
     042-452-3185  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167454,5106,7 ひかり薬局 〒202-0021 （後発調２）第295150号    平成29年11月 1日
     西東京市東伏見二丁目４番４号
     042-467-1874  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167555,5008,2 クオール薬局　下高井〒156-0043 （後発調２）第293200号    平成29年 7月 1日
     戸店 世田谷区松原三丁目２８番９号
     03-3327-9133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167655,5019,9 日本調剤　千歳船橋薬〒156-0055 （後発調２）第282528号    平成28年 4月 1日
     局 世田谷区船橋一丁目１番５号　ア
     ジア堂ビル１階
     03-5426-2263  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167755,5031,4 日本調剤　烏山駅前薬〒157-0062 （後発調２）第282524号    平成28年 4月 1日
     局 世田谷区南烏山六丁目７番１号　
     森田ビル１階
     03-5315-5781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167855,5050,4 日本調剤　奥沢駅前薬〒158-0083 （後発調２）第282520号    平成28年 4月 1日
     局 世田谷区奥沢三丁目３３番１２号
     　けやきガーデン奥沢１階
     03-5754-4160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167955,5052,0 薬樹薬局　オーケー新〒158-0097 （後発調２）第284524号    平成28年 7月 1日
     用賀店 世田谷区用賀四丁目２１番１号
     03-5797-5357  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168055,5059,5 ココカラファイン薬局〒154-0004 （後発調２）第296351号    平成30年 2月 1日
     　太子堂店 世田谷区太子堂三丁目３８番１５
     号　アパーツメンツ三軒茶屋ブラ
     ッサムテラス１階
     03-6228-0715  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168155,5075,1 アイン薬局　池尻店 〒154-0001 （後発調２）第283884号    平成28年 6月 1日
     世田谷区池尻二丁目３４番１８号
     　コートＭ１階
     03-6805-5193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168255,5076,9 みずき薬局 〒156-0056 （後発調２）第281959号    平成28年 4月 1日
     世田谷区八幡山三丁目２６番１０
     号
     03-5316-7896  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    370

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 168355,5080,1 クスリのナカヤマ薬局〒157-0067 （後発調２）第295847号    平成30年 1月 1日
     　喜多見駅前店 世田谷区喜多見八丁目１８番１２
     号　コーポ真木１階
     03-5727-1031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168455,5088,4 ココカラファイン薬局〒157-0062 （後発調２）第296152号    平成30年 2月 1日
     　千歳烏山店 世田谷区南烏山六丁目１２番１２
     号　コーシャハイム千歳烏山１２
     号棟１階
     03-3307-2136  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168555,5095,9 クリエイト薬局　世田〒157-0064 （後発調２）第288834号    平成28年 4月 1日
     谷給田店 世田谷区給田三丁目２６番６号
     03-5315-7581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168655,5105,6 泰洋薬局　赤堤店 〒156-0044 （後発調２）第295104号    平成29年11月 1日
     世田谷区赤堤二丁目２番８号
     03-3322-3255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168755,5106,4 泰洋薬局　若林店 〒154-0023 （後発調２）第296270号    平成30年 2月 1日
     世田谷区若林五丁目４１番１４号
     03-3410-2667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168855,5107,2 ココカラファイン薬局〒154-0022 （後発調２）第296268号    平成30年 2月 1日
     　梅ヶ丘北口店 世田谷区梅丘一丁目３４番５号
     03-3426-2672  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168955,5111,4 ココカラファイン薬局〒156-0044 （後発調２）第295734号    平成30年 1月 1日
     　松原公園通り店 世田谷区赤堤四丁目２０番１号
     03-3325-7578  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169055,5122,1 さくら薬局　東北沢店〒155-0031 （後発調２）第293818号    平成29年 8月 1日
     世田谷区北沢三丁目２番３号　１
     Ｂ
     03-6804-7063  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169155,5125,4 調剤薬局トミショウ 〒154-0024 （後発調２）第295369号    平成29年12月 1日
     世田谷区三軒茶屋二丁目９番１５
     号　グリンバード１階
     03-3418-1080  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169255,5127,0 メディスンショップ　〒157-0064 （後発調２）第287866号    平成28年 4月 1日
     ミナモ薬局／Ｍｉｎａ世田谷区給田三丁目３２番６号
     ｍｏ 03-5969-8792  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    371

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 169355,5138,7 ファーマみらい　三軒〒154-0024 （後発調２）第288264号    平成29年 3月 1日
     茶屋薬局 世田谷区三軒茶屋一丁目１３番７
     号　三茶ＪＯＹビル１階
     03-5787-5735  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169455,5139,5 薬樹薬局　上野毛 〒158-0093 （後発調２）第287848号    平成29年 2月 1日
     世田谷区上野毛二丁目２２番１４
     号　ＣＯＲＴＩＬＥ　ＴＡＭＡＧ
     ＡＷＡ　　Ａ棟　地下１階
     03-5752-2590  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169555,5140,3 下馬薬局 〒154-0002 （後発調２）第284989号    平成28年 8月 1日
     世田谷区下馬三丁目２１番１１号
     03-3410-2557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169655,5142,9 ココカラファイン薬局〒158-0097 （後発調２）第291612号    平成29年 5月 1日
     　用賀東口店 世田谷区用賀四丁目３番９号
     03-5491-7411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169755,5143,7 のぞみ薬局 〒157-0062 （後発調２）第291864号    平成29年 5月 1日
     世田谷区南烏山四丁目９番２号　
     ひのき烏山ビル１階
     03-5315-8267  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169855,5145,2 ココカラファイン薬局〒156-0052 （後発調２）第284720号    平成28年 6月 1日
     　経堂店 世田谷区経堂一丁目５番８号　タ
     ンネバーム経堂１階
     03-5426-3091  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169955,5150,2 日本調剤　世田谷薬局〒154-0017 （後発調２）第287487号    平成29年 1月 1日
     世田谷区世田谷四丁目１番３号　
     世田谷医療ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ１
     階
     03-5799-6218  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170055,5155,1 東城薬局　桜丘店 〒156-0054 （後発調２）第291691号    平成29年 5月 1日
     世田谷区桜丘三丁目１０番２０号
     　アドラプール世田谷　１階
     03-6432-6981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170155,5164,3 クオール薬局　京王下〒156-0043 （後発調２）第296328号    平成30年 2月 1日
     高井戸駅店 世田谷区松原三丁目２８番８号　
     １階
     03-6379-0489  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    372

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 170255,5171,8 なの花薬局　千歳台店〒157-0071 （後発調２）第294143号    平成29年 9月 1日
     世田谷区千歳台五丁目１８番９号
     03-6411-5171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170355,5172,6 中川薬局　三軒茶屋２〒154-0024 （後発調２）第294134号    平成29年 9月 1日
     号店 世田谷区三軒茶屋一丁目３５番２
     １号　ＬＩＬＡＳ三軒茶屋１階
     03-6450-8161  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170455,5196,5 南烏山薬局　粕谷店 〒157-0063 （後発調２）第296689号    平成30年 3月 1日
     世田谷区粕谷四丁目１３番１６号
     　エクセル小川１０２
     03-5315-8787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170555,5197,3 南烏山薬局　えのき店〒157-0063 （後発調２）第296692号    平成30年 3月 1日
     世田谷区粕谷三丁目１０番１５号
     　
     03-5969-8941  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170656,5015,5 観音通り薬局 〒143-0024 （後発調２）第296485号    平成30年 3月 1日
     大田区中央三丁目２２番２０号
     03-5718-6868  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170756,5017,1 よつば薬局 〒144-0035 （後発調２）第287149号    平成28年 4月 1日
     大田区南蒲田二丁目１９番４号
     03-6715-7088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170856,5021,3 糀谷調剤薬局 〒144-0034 （後発調２）第287985号    平成29年 3月 1日
     大田区西糀谷四丁目９番２２号　
     １階
     03-6423-6328  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170956,5039,5 かぼちゃ薬局 〒145-0073 （後発調２）第283301号    平成28年 6月 1日
     大田区北嶺町３０番１８号
     03-3729-0788  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171056,5040,3 チャーミー薬局 〒145-0062 （後発調２）第286937号    平成28年12月 1日
     大田区北千束三丁目１７番１６号
     　アメニティーＫ１０２
     03-6451-7681  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171156,5047,8 薬局マツモトキヨシ　〒144-0034 （後発調２）第296295号    平成30年 2月 1日
     大田大鳥居店 大田区西糀谷三丁目８番１１号
     03-5735-5052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    373

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 171256,5067,6 アイン薬局　大岡山店〒145-0062 （後発調２）第285613号    平成28年 4月 1日
     大田区北千束三丁目２８番１４号
     　大岡山テラッチビル１階
     03-5754-5811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171356,5069,2 アイン薬局　蒲田店 〒144-0035 （後発調２）第284547号    平成28年 7月 1日
     大田区南蒲田二丁目２５番９号　
     03-6424-8314  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171456,5072,6 みなみ薬局　平和島店〒143-0016 （後発調２）第287480号    平成29年 1月 1日
     大田区大森北六丁目１４番１１号
     　１階
     03-5753-2512  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171556,5079,1 いずみ薬局　萩中店 〒144-0047 （後発調２）第285266号    平成28年 9月 1日
     大田区萩中一丁目９番１６号
     03-6423-6826  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171656,5082,5 そうごう薬局　東蒲田〒144-0031 （後発調２）第290477号    平成29年 4月 1日
     店 大田区東蒲田二丁目３番２７号　
     カーサ・ペルフーメ１階
     03-6715-8171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171756,5087,4 道々橋薬局 〒146-0081 （後発調２）第294137号    平成29年 9月 1日
     大田区仲池上一丁目３１番１３号
     　１階
     03-5747-1530  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171856,5089,0 不二屋薬局 〒144-0055 （後発調２）第285055号    平成28年 8月 1日
     大田区仲六郷二丁目１５番９号
     03-3731-3771  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171956,5093,2 エフォート薬局 〒145-0065 （後発調２）第287391号    平成29年 1月 1日
     大田区東雪谷二丁目２５番１２号
     　フローディア雪谷２０２
     03-6425-6906  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172056,5098,1 フロンティア薬局　大〒146-0093 （後発調２）第295567号    平成30年 1月 1日
     田店 大田区矢口三丁目３３番１２号
     03-6459-8316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172156,5100,5 ハックドラッグ　アト〒143-0016 （後発調２）第291392号    平成29年 5月 1日
     レ大森薬局 大田区大森北一丁目６番１６号　
     アトレ大森２　１階
     03-5767-8837  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    374

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 172256,5106,2 桃の葉薬局 〒143-0015 （後発調２）第294123号    平成29年 9月 1日
     大田区大森西七丁目７番１６号　
     城南医療ビル１階
     03-6459-6906  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172356,5107,0 サークル薬局　南雪谷〒145-0066 （後発調２）第293512号    平成29年 8月 1日
     店 大田区南雪谷三丁目１９番４号
     03-6421-8989  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172456,5108,8 あや調剤薬局　上池台〒145-0064 （後発調２）第296593号    平成30年 3月 1日
     店 大田区上池台一丁目４６番５号　
     １階
     03-6425-8540  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172556,5109,6 薬樹薬局　糀谷 〒144-0034 （後発調２）第295807号    平成30年 1月 1日
     大田区西糀谷四丁目２９番１６号
     　ステーションツインタワーズ糀
     谷　フロントウエスト１０４号室
     03-5737-9116  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172656,5113,8 日本調剤　大岡山薬局〒145-0062 （後発調２）第295015号    平成29年11月 1日
     大田区北千束一丁目４４番１号　
     リバーレプラザ大岡山１階
     03-5726-9388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172756,5114,6 大城通り調剤薬局 〒144-0051 （後発調２）第293445号    平成29年 7月 1日
     大田区西蒲田三丁目１番１２号　
     メゾン・ド・ルメード１階
     03-5747-3150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172856,5119,5 あおば薬局　田園調布〒145-0071 （後発調２）第295758号    平成30年 1月 1日
     ２号店 大田区田園調布二丁目４０番１９
     号　フォースＤＣ１階
     03-5483-2255  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172956,5123,7 エース在宅支援薬局　〒143-0024 （後発調２）第296575号    平成30年 3月 1日
     池上通り店 大田区中央六丁目２８番２号　メ
     ゾンクレール１０１号
     03-6410-4842  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173056,5127,8 サエラ薬局　蒲田店 〒144-0052 （後発調２）第296007号    平成30年 1月 1日
     大田区蒲田五丁目２８番１８号　
     ソシオミューズＫ５　１階
     03-6424-9981  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 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29日    375

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 173156,5128,6 はやぶさ薬局　武蔵新〒146-0093 （後発調２）第296115号    平成30年 1月 1日
     田店 大田区矢口一丁目１３番１０号　
     ＳＫＴビル１階
     03-6715-4920  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


