
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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･4050･7 西澤薬局 〒381-0012 （後発調１）第553号       平成28年 4月 1日
     長野市大字柳原１９９８－１４
     026-243-2882  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･4066･3 三才薬局 〒381-0083 （後発調１）第1015号      平成28年 9月 1日
     長野市西三才１３６７－１
     026-295-5795  (026-295-5799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･4068･9 西巻薬局 〒381-2233 （後発調１）第856号       平成28年 4月 1日
     長野市川中島町上氷鉋８５２－１
     026-286-2058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･4078･8 関さんの薬局 〒388-8019 （後発調１）第708号       平成28年 4月 1日
     長野市篠ノ井杵淵４７－３
     026-290-7376  (026-290-7377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･4083･8 しんえい薬局 〒388-8008 （後発調１）第623号       平成28年 4月 1日
     長野市合戦場１－１２－１
     026-299-4160  (026-299-4168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･4086･1 もめんや薬局 〒381-0085 （後発調１）第554号       平成28年 4月 1日
     長野市上野１－４－７
     026-296-1137  (026-296-3433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･4727･0 長野国民堂薬局 〒380-0954 （後発調１）第1084号      平成29年 5月 1日
     長野市大字安茂里８０１１
     026-226-7096  (026-226-7343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･4738･7 海野薬局 〒388-8007 （後発調１）第709号       平成28年 4月 1日
     長野市篠ノ井布施高田８４６
     026-292-0130  (026-292-0048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･4740･3 コウジヤ薬局 〒380-0824 （後発調１）第555号       平成28年 4月 1日
     長野市大字南長野南石堂町１４２
     １
     026-226-3520  (026-224-6143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001･4748･6 マツザワ薬局 〒380-0834 （後発調１）第1085号      平成29年 5月 1日
     長野市大字鶴賀問御所町１２３８
     －１
     026-226-3787  (026-226-3787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101･4760･1 長東薬局 〒380-0921 （後発調１）第994号       平成28年 8月 1日
     長野市栗田１０２０－１
     026-226-5053  (026-229-8877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

   1201･4763･5 北村薬局 〒380-0911 （後発調１）第995号       平成28年 8月 1日
     長野市大字稲葉字上千田沖２９５
     －３
     026-228-2811  (026-228-2891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301･4767･6 有限会社　ミゾグチ薬〒380-0803 （後発調１）第1026号      平成28年10月 1日
     局 長野市三輪５－１－３０
     026-233-2228  (026-233-0780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･4801･3 東急ライフ岡沢薬局 〒381-0043 （後発調１）第953号       平成28年 6月 1日
     長野市吉田３－２２－１
     026-259-8123  (026-259-8123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501･4807･0 みやいり薬局 〒381-2244 （後発調１）第626号       平成28年 4月 1日
     長野市三本柳西１－６８
     026-286-5820  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･4809･6 城東薬局 〒380-0803 （後発調１）第1036号      平成28年11月 1日
     長野市三輪６－１７－１
     026-237-7007  (026-237-7609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･4816･1 一般社団法人　長野市〒381-0006 （後発調１）第1072号      平成29年 4月 1日
     薬剤師会　医薬分業推長野市大字富竹字宮田１４０６－
     進支援センター　長野６
     薬局 026-295-9311  (026-295-9510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801･4818･7 花みずき薬局 〒381-0052 （後発調１）第944号       平成28年 5月 1日
     長野市檀田２－３２－２２
     026-259-8700  (026-259-8703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901･4825･2 天龍堂本郷薬局 〒380-0803 （後発調１）第711号       平成28年 4月 1日
     長野市三輪３－１３－１０
     026-259-8757  (026-263-9150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001･4831･0 ＳＢＣ通り岡沢薬局 〒381-0043 （後発調１）第857号       平成28年 4月 1日
     長野市吉田２－９－６
     026-244-8003  (026-244-8003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101･4834･4 小山薬局 〒381-2226 （後発調１）第627号       平成28年 4月 1日
     長野市川中島町今井１４７５ー３
     026-283-8660  (026-283-8652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201･4856･7 ひかり薬局 〒380-0928 （後発調１）第1096号      平成29年 7月 1日
     長野市若里六丁目１番５号
     026-269-6077  (026-269-6078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

   2301･4858･3 ビヨンド西友西尾張部〒381-0031 （後発調１）第858号       平成28年 4月 1日
     薬局 長野市西尾張部１０６０ー１２
     026-215-1313  (026-215-1300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401･4866･6 あおば薬局 〒381-1231 （後発調１）第1101号      平成29年 8月 1日
     長野市松代町松代６２１番地２
     026-290-6607  (026-290-6608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501･4872･4 長池かたぎり薬局 〒381-0025 （後発調１）第954号       平成28年 6月 1日
     長野市大字北長池２０７０ー１
     026-239-7550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601･4875･7 マーシィー稲田薬局 〒381-0042 （後発調１）第996号       平成28年 8月 1日
     長野市稲田１ー３９ー１
     026-239-6606  (026-239-6616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701･4882･3 松代薬局 〒381-1231 （後発調１）第997号       平成28年 8月 1日
     長野市松代町松代１６３－１２
     026-261-2112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801･4883･1 さゆり薬局 〒381-0084 （後発調１）第714号       平成28年 4月 1日
     長野市大字若槻東条１０８７ー５
     026-255-7781  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･4887･2 有限会社　ユリナ薬局〒381-1231 （後発調１）第998号       平成28年 8月 1日
     長野市松代町松代１５３ー１０
     026-278-8631  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001･4891･4 有限会社　ツナシマ薬〒381-2206 （後発調１）第859号       平成28年 4月 1日
     局 長野市青木島町綱島３０５－５
     026-284-0780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101･4895･5 徳間ひとみ薬局 〒380-0041 （後発調１）第1044号      平成28年12月 1日
     長野市徳間三反田７４９
     026-257-0050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201･4897･1 コスメⅡ薬局 〒380-0901 （後発調１）第630号       平成28年 4月 1日
     長野市鶴賀３３１－２
     026-229-5551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301･4899･7 湯谷ひとみ薬局 〒380-0802 （後発調１）第934号       平成28年 4月 1日
     長野市上松４－３３－８
     026-213-0311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401･4909･4 長池ひとみ薬局 〒381-0025 （後発調１）第955号       平成28年 6月 1日
     長野市北長池２０４６－４
     026-252-5035  (026-252-5036)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

   3501･4911･0 有限会社　あおぞら企〒380-0814 （後発調１）第559号       平成28年 4月 1日
     画　あおぞら薬局 長野市大字鶴賀西鶴賀町１５６５
     ー１
     026-238-3535  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601･4914･4 いしわた菜の花薬局 〒381-0015 （後発調１）第560号       平成28年 4月 1日
     長野市石渡６３－８
     026-239-7333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701･4916･9 稲里あおぞら薬局 〒381-2217 （後発調１）第561号       平成28年 4月 1日
     長野市稲里町中央二丁目１６－７
     026-286-1139  (026-286-1077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801･4917･7 国民堂薬局 〒389-1105 （後発調１）第1027号      平成28年10月 1日
     長野市豊野町豊野１３０７ー１
     026-257-2027  (026-257-2036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901･4921･9 安茂里象山屋薬局 〒380-0943 （後発調１）第717号       平成28年 4月 1日
     長野市差出南２－２２－６
     026-228-8085  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001･4931･8 稲田薬局 〒381-0042 （後発調１）第1086号      平成29年 5月 1日
     長野市稲田３－２７－１５
     026-243-8113  (026-243-8114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101･4934･2 ひがの土屋薬局 〒381-2216 （後発調１）第1091号      平成29年 6月 1日
     長野市下氷鉋１－１４７６
     026-214-2170  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201･4936･7 すみれ調剤薬局 〒388-8011 （後発調１）第1037号      平成28年11月 1日
     長野市篠ノ井布施五明３３１２番
     地
     026-217-3570  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301･4947･4 稲里あすなろ薬局 〒381-2215 （後発調１）第721号       平成28年 4月 1日
     長野市稲里町中氷鉋２０６４番地
     026-254-6203  (026-254-6213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401･4949･0 合資会社　中澤薬局 〒381-2405 （後発調１）第1062号      平成29年 2月 1日
     長野市信州新町新町１９０
     026-262-2054  (026-262-3186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501･4951･6 新町土屋薬局 〒381-2404 （後発調１）第1102号      平成29年 8月 1日
     長野市信州新町上条１５３
     026-262-2953  (026-262-2954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

   4601･4952･4 新町薬局 〒381-2404 （後発調１）第563号       平成28年 4月 1日
     長野市信州新町上条１５３
     026-291-2140  (026-291-2141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701･4953･2 たかもり薬局 〒380-0862 （後発調１）第1132号      平成29年12月 1日
     長野市長野桜枝町８４６－１
     026-232-3206  (026-232-3207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801･4955･7 クスリのアオキ三輪薬〒380-0803 （後発調１）第1028号      平成28年10月 1日
     局 長野市三輪九丁目４９番３６号
     026-256-6510  (026-256-6511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901･4962･3 サンマリーン薬局 〒381-0026 （後発調１）第722号       平成28年 4月 1日
     長野市松岡二丁目３９－５
     026-285-9950  (026-285-9951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001･4971･4 調剤薬局　マツモトキ〒380-0802 （後発調１）第1029号      平成28年10月 1日
     ヨシ上松店 長野市上松二丁目２６番７－１号
     026-237-8825  (026-237-8820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101･4972･2 徳間中島ファミリー薬〒381-0041 （後発調１）第1053号      平成29年 1月 1日
     局 長野市徳間３１０５
     026-254-5675  (026-254-5680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201･4975･5 川中島土屋薬局 〒381-2233 （後発調１）第865号       平成28年 4月 1日
     長野市川中島町上氷鉋１４１４－
     １
     026-283-7757  (026-283-7753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301･4981･3 中沢薬局 〒380-0835 （後発調１）第568号       平成28年 4月 1日
     長野市大字南長野新田町１４７８
     番地
     026-226-0626  (026-226-1660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401･4991･2 わたうち薬局 〒381-0101 （後発調１）第1073号      平成29年 4月 1日
     長野市若穂綿内８７４６－１
     026-214-8500  (026-214-8501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501･4992･0 まい薬局 〒381-0024 （後発調１）第1124号      平成29年10月 1日
     長野市南長池１８９－７
     026-214-2102  (026-214-2108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601･4993･8 ファーマシー　にしつ〒380-0814 （後発調１）第1141号      平成30年 2月 1日
     るが 長野市大字鶴賀西鶴賀町１５３０
     番地７
     026-219-2512  (026-219-2513)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

   5701･4996･1 いまち薬局 〒380-0901 （後発調１）第1018号      平成28年 9月 1日
     長野市居町７－３
     026-217-7320  (026-217-7340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801･4998･7 三輪土屋薬局 〒380-0803 （後発調１）第1115号      平成29年 7月 1日
     長野市三輪５－４３－１８
     026-219-1910  (026-219-1920)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902･4030･7 こまくさ薬局 〒390-0875 （後発調１）第724号       平成28年 4月 1日
     松本市城西１－３－２７
     0263-34-1211  (0263-34-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6002･4056･2 パルク相談薬局 〒390-0306 （後発調１）第725号       平成28年 4月 1日
     松本市南浅間６４５－４９
     0263-46-6166  (0263-46-6166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102･4057･0 しらかば薬局 〒390-1131 （後発調１）第726号       平成28年 4月 1日
     松本市大字今井３２５７－５
     0263-50-3721  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202･4059･6 平林薬局 〒399-0022 （後発調１）第727号       平成28年 4月 1日
     松本市松原１６ー２５
     0263-57-3335  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302･4073･7 いしかわ薬局 〒390-0805 （後発調１）第728号       平成28年 4月 1日
     松本市清水２丁目１の１０
     0263-33-0788  (0263-33-2088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6402･4087･7 あおぞら薬局 〒399-0002 （後発調１）第975号       平成28年 7月 1日
     松本市芳野１２－９
     0263-87-7407  (0263-26-8639)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6502･4729･4 有限会社　扇屋薬局 〒390-0811 （後発調１）第730号       平成28年 4月 1日
     松本市中央１－１－４
     0263-32-1064  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6602･4737･7 長野県薬剤師会会営薬〒390-0802 （後発調１）第1074号      平成29年 4月 1日
     局 松本市旭２－１１－２０
     0263-32-3663  (0263-36-3916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6702･4739･3 長崎薬局 〒390-0811 （後発調１）第731号       平成28年 4月 1日
     松本市中央２－５－１
     0263-35-2655  (0263-35-0958)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6802･4740･1 白寿堂カシワ薬局 〒390-0871 （後発調１）第1040号      平成28年11月 1日
     松本市桐２丁目１－２３
     0263-33-6002  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

   6902･4742･7 一般社団法人松本薬剤〒399-0036 （後発調１）第956号       平成28年 6月 1日
     師会会営　村井薬局 松本市村井町南４丁目２番１０号
     0263-58-1202  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7002･4765･8 スズラン薬局 〒390-0813 （後発調１）第732号       平成28年 4月 1日
     松本市埋橋２－３－６
     0263-33-4101  (0263-33-1135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102･4768･2 南松本田多井薬局 〒390-0833 （後発調１）第733号       平成28年 4月 1日
     松本市双葉５ー２０
     0263-29-0393  (0263-25-9919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202･4777･3 有限会社　ニコニコ薬〒390-0814 （後発調１）第1046号      平成28年12月 1日
     局 松本市本庄２－１１－１
     0263-34-8320  (0263-34-8183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302･4783･1 こまつ薬局 〒390-0841 （後発調１）第640号       平成28年 4月 1日
     松本市渚１－７－３８
     0263-50-7120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402･4787･2 島内いぬかい薬局 〒390-0851 （後発調１）第734号       平成28年 4月 1日
     松本市島内４５９７－５８
     0263-47-2414  (0263-47-3244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502･4788･0 こみや田多井薬局 〒390-0851 （後発調１）第1067号      平成29年 3月 1日
     松本市島内４５６ー８
     0263-48-2340  (0263-48-2535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602･4793･0 新村薬局 〒390-1241 （後発調１）第735号       平成28年 4月 1日
     松本市新村１７０３ー３
     0263-40-5760  (0263-40-5755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7702･4797･1 門十郎薬局 〒390-0813 （後発調１）第736号       平成28年 4月 1日
     松本市深志１丁目５－８
     0263-36-3531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7802･4801･1 なぎさ薬局 〒390-0841 （後発調１）第738号       平成28年 4月 1日
     松本市渚２丁目９番１１号
     0263-24-2075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902･4802･9 高宮とをしや薬局 〒390-0842 （後発調１）第641号       平成28年 4月 1日
     松本市征矢野２丁目１４－１１
     0263-24-2288  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 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)

   8002･4811･0 加賀美薬局 〒399-0036 （後発調１）第976号       平成28年 7月 1日
     松本市村井町南１丁目３６番１３
     号
     0263-85-7890  (0263-85-7891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102･4813･6 梓川とをしや薬局 〒390-1701 （後発調１）第1134号      平成29年12月 1日
     松本市梓川倭９１８－１
     0263-76-1085  (0263-76-1086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202･4817･7 古林薬局 〒390-1701 （後発調１）第957号       平成28年 6月 1日
     松本市梓川倭５３２－１
     0263-78-4810  (0263-78-4810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302･4822･7 あらかわ薬局 〒399-0011 （後発調１）第977号       平成28年 7月 1日
     松本市寿北６丁目２８－７
     0263-85-0171  (0263-85-0174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402･4825･0 豊丘薬局 〒399-0021 （後発調１）第958号       平成28年 6月 1日
     松本市寿豊丘１５１９－５
     0263-85-2223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8502･4826･8 庄内とをしや薬局 〒390-0827 （後発調１）第642号       平成28年 4月 1日
     松本市出川１丁目１４－１
     0263-24-0603  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8602･4830･0 島内とをしや薬局 〒390-0851 （後発調１）第1104号      平成29年 8月 1日
     松本市大字島内１８４０－７
     0263-40-1668  (0263-40-1669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8702･4833･4 くるみ薬局 〒390-0836 （後発調１）第740号       平成28年 4月 1日
     松本市高宮北１０－１
     0263-88-3040  (0263-88-3041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8802･4835･9 渚西口薬局 〒390-0841 （後発調１）第978号       平成28年 7月 1日
     松本市渚１丁目７－５０
     0263-24-1040  (0263-24-1041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8902･4836･7 城西西口薬局 〒390-0861 （後発調１）第1105号      平成29年 8月 1日
     松本市蟻ケ崎１丁目１ー１５
     0263-39-6669  (0263-39-6659)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002･4837･5 梓西口薬局 〒390-1702 （後発調１）第742号       平成28年 4月 1日
     松本市梓川梓２３４８ー４ＪＡあ
     づみ梓支所梓店内
     0263-76-1066  (0263-76-1061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

   9102･4844･1 松本寿とをしや薬局 〒399-0027 （後発調１）第1054号      平成29年 1月 1日
     松本市寿南１－２５４－１
     0263-85-3153  (0263-85-3154)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9202･4855･7 ウエルシア薬局松本渚〒390-0841 （後発調１）第1019号      平成28年 9月 1日
     店 松本市渚１丁目７－１
     0263-24-3158  (0263-24-3168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9302･4858･1 あおい薬局 〒390-0221 （後発調１）第747号       平成28年 4月 1日
     松本市里山辺１２０９０－２
     0263-87-5203  (0263-87-5204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9402･4865･6 おかだの薬局 〒390-0312 （後発調１）第748号       平成28年 4月 1日
     松本市岡田松岡１２１－５
     0263-31-0488  (0263-31-0489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9502･4866･4 つかま東薬局 〒390-0821 （後発調１）第749号       平成28年 4月 1日
     松本市筑摩２－３４－１５
     0263-28-4767  (0263-25-8018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602･4868･0 あい波田薬局 〒390-1401 （後発調１）第643号       平成28年 4月 1日
     松本市波田４４１７－１８８
     0263-92-5917  (0263-92-7340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9702･4869･8 ほていや田中薬局 〒390-0872 （後発調１）第1041号      平成28年11月 1日
     松本市北深志２丁目３－３０
     0263-33-8874  (0263-33-8875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9802･4872･2 てる薬局　開智店 〒390-0876 （後発調１）第1093号      平成29年 6月 1日
     松本市開智２丁目３番４８－６号
     0263-39-9307  (0263-39-9308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9902･4876･3 神林薬局 〒390-1243 （後発調１）第1097号      平成29年 7月 1日
     松本市神林１６３９－６
     0263-86-6671  (0263-86-6672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10003･4047･9 もとき薬局 〒386-1322 （後発調１）第1030号      平成28年10月 1日
     上田市小島２１３ー１
     0268-38-9883  (0268-39-2130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10103･4050･3 ホケン堂藤岡薬局 〒386-0012 （後発調１）第979号       平成28年 7月 1日
     上田市中央１ー３ー２
     0268-22-0092  (0268-23-4910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10203･4051･1 合葉薬局 〒386-0012 （後発調１）第572号       平成28年 4月 1日
     上田市中央３－３－１８
     0268-22-0431  



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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10303･4055･2 関薬局 〒386-0405 （後発調１）第573号       平成28年 4月 1日
     上田市中丸子１１４６
     0268-42-2452  (0268-42-3393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10403･4060･2 なかよし薬局 〒386-0404 （後発調１）第867号       平成28年 4月 1日
     上田市上丸子１６８４
     0268-42-0288  (0268-42-0299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10503･4704･5 有限会社　高橋薬局 〒386-0012 （後発調１）第574号       平成28年 4月 1日
     上田市中央５－１６－２３
     0268-22-8277  (0268-22-8270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10603･4705･2 昭和薬局 〒386-0012 （後発調１）第645号       平成28年 4月 1日
     上田市中央２－１７－５
     0268-22-0096  (0268-25-3897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10703･4710･2 山林堂薬局 〒386-0012 （後発調１）第646号       平成28年 4月 1日
     上田市中央３－８－５
     0268-22-0043  (0268-22-1043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10803･4713･6 有限会社　大津賀薬局〒386-0033 （後発調１）第648号       平成28年 4月 1日
     上田市御所５２０－２
     0268-22-2069  (0268-25-4728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10903･4721･9 ノリ薬局 〒386-0151 （後発調１）第752号       平成28年 4月 1日
     上田市芳田１９０３－２
     0268-35-0336  (0268-35-3188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11003･4730･0 コウズケヤ薬局常田 〒386-0018 （後発調１）第753号       平成28年 4月 1日
     上田市常田２－６－１１
     0268-27-1211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11103･4735･9 有限会社　マスダ薬局〒386-0033 （後発調１）第651号       平成28年 4月 1日
     上田市御所５８０－７
     0268-24-8884  (0268-27-2605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11203･4737･5 塩田上原薬局 〒386-1323 （後発調１）第959号       平成28年 6月 1日
     上田市本郷６２９－１
     0268-37-1151  (0268-37-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11303･4740･9 コウズケヤ薬局豊里 〒386-0155 （後発調１）第754号       平成28年 4月 1日
     上田市蒼久保５５５－１
     0268-36-4155  (0268-36-4156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11403･4741･7 フジサワ薬局 〒386-1104 （後発調１）第999号       平成28年 8月 1日
     上田市福田６０－６
     0268-23-3688  (0268-23-3689)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  11503･4742･5 大学前薬局 〒386-1214 （後発調１）第1000号      平成28年 8月 1日
     上田市下之郷乙２７２－１
     0268-38-8611  (0268-38-8613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11603･4744･1 有限会社　弘陽薬品と〒386-0023 （後発調１）第870号       平成28年 4月 1日
     きわぎ薬局 上田市中央西２－４－１８
     0268-25-2825  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11703･4750･8 サラダ薬局 〒386-1324 （後発調１）第1001号      平成28年 8月 1日
     上田市五加９７４－２０
     0268-38-1193  (0268-38-1195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11803･4755･7 神科薬局 〒386-0002 （後発調１）第755号       平成28年 4月 1日
     上田市住吉４０１－９
     0268-24-0777  (0268-24-0788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11903･4760･7 あい薬局 〒386-1102 （後発調１）第960号       平成28年 6月 1日
     上田市上田原７０７－３
     0268-24-9090  (0268-24-9017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12003･4761･5 保野薬局 〒386-1321 （後発調１）第1002号      平成28年 8月 1日
     上田市保野７６１－１
     0268-39-1888  (0268-39-1887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12103･4762･3 コウズケヤ薬局　古里〒386-0005 （後発調１）第757号       平成28年 4月 1日
     上田市古里８４ー１９
     0268-28-7711  (0268-28-7712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12203･4764･9 薬局　マツモトキヨシ〒386-1322 （後発調１）第1142号      平成30年 2月 1日
     塩田店 上田市小島１６８ー４
     0268-39-8514  (0268-39-8513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12303･4776･3 二の丸薬局 〒386-0023 （後発調１）第872号       平成28年 4月 1日
     上田市中央西１－３－３７
     0268-29-4210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12403･4777･1 窪田薬局 〒386-1213 （後発調１）第943号       平成28年 5月 1日
     上田市古安曽１８６５－５
     0268-38-7775  (0268-38-7757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12503･4778･9 有限会社　酒井薬局 〒386-0404 （後発調１）第961号       平成28年 6月 1日
     上田市上丸子３５３
     0268-42-2140  (0268-42-4880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12603･4779･7 合資会社　東信堂寺西〒386-0401 （後発調１）第654号       平成28年 4月 1日
     薬局 上田市塩川２９２８－１
     0268-35-0175  (0268-35-3251)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  12703･4781･3 真田やまぎわ薬局 〒386-2202 （後発調１）第576号       平成28年 4月 1日
     上田市真田町本原６１９－１
     0268-72-4755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12803･4786･2 召田薬局 〒386-1434 （後発調１）第655号       平成28年 4月 1日
     上田市新町１５６－２
     0268-38-5492  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12903･4787･0 神畑薬局 〒386-1103 （後発調１）第656号       平成28年 4月 1日
     上田市神畑７３７
     0268-24-1233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13003･4789･6 イオン薬局上田店 〒386-0018 （後発調１）第1031号      平成28年10月 1日
     上田市常田２丁目１２－１８
     0268-29-8484  (0268-21-8392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13103･4791･2 たぐち薬局 〒386-0002 （後発調１）第657号       平成28年 4月 1日
     上田市住吉３１２－１４
     0268-26-1370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203･4796･1 クスリのアオキ上田中〒386-0012 （後発調１）第1146号      平成30年 3月 1日
     央薬局 上田市中央二丁目１８番２６号
     0268-28-0820  (0268-28-0351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13303･4800･1 あきわノリ薬局 〒386-0041 （後発調１）第1138号      平成30年 1月 1日
     上田市秋和３１０－１０
     0268-75-0215  (0268-75-0216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13403･4801･9 真田薬局 〒386-2202 （後発調１）第761号       平成28年 4月 1日
     上田市真田町本原１０１６ー４
     0268-72-3100  (0268-72-4343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13503･4802･7 塩田薬局 〒386-1325 （後発調１）第873号       平成28年 4月 1日
     上田市中野３８－６
     0268-75-0273  (0268-75-0275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603･4803･5 よしだ薬局 〒386-0151 （後発調１）第874号       平成28年 4月 1日
     上田市芳田１９０４－６
     0268-75-0670  (0268-75-0671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13703･4805･0 クスリのアオキ上田原〒386-1103 （後発調１）第981号       平成28年 7月 1日
     薬局 上田市神畑字鳥居先１３５番地
     0268-29-2312  (0268-29-2317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13803･4808･4 丸子くるみ薬局 〒386-0407 （後発調１）第659号       平成28年 4月 1日
     上田市長瀬２８２７
     0268-42-6201  (0268-42-6202)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  13903･4809･2 そめや薬局 〒386-0012 （後発調１）第764号       平成28年 4月 1日
     上田市中央６－５－２５
     0268-22-7352  (0268-22-9936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14003･4812･6 丸子土屋薬局 〒386-0405 （後発調１）第875号       平成28年 4月 1日
     上田市中丸子１６８２－１６
     0268-75-5230  (0268-75-5240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103･4814･2 薬局　マツモトキヨシ〒386-0405 （後発調１）第982号       平成28年 7月 1日
     丸子ベルプラザ店 上田市中丸子１６４７－７
     0268-43-8371  (0268-43-8372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14203･4817･5 コウズケヤ薬局丸子 〒386-0407 （後発調１）第767号       平成28年 4月 1日
     上田市長瀬３０６４－１
     0268-71-6630  (0268-71-6631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14303･4818･3 コバヤシ薬局 〒386-0404 （後発調１）第660号       平成28年 4月 1日
     上田市上丸子１５９６－３
     0268-42-6767  (0268-42-6768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14403･4821･7 コタケ薬局 〒386-0031 （後発調１）第579号       平成28年 4月 1日
     上田市小牧１２０５－３
     0268-25-7751  (0268-25-7752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14503･4823･3 クスリのアオキ大屋薬〒386-0152 （後発調１）第1143号      平成30年 2月 1日
     局 上田市大屋２３４番地８
     0268-35-5510  (0268-35-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14603･4824･1 わかば薬局 〒386-0001 （後発調１）第962号       平成28年 6月 1日
     上田市上田１２２５－２
     0268-21-4193  (0268-21-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14704･4702･7 有限会社　山一小口薬〒394-0022 （後発調１）第768号       平成28年 4月 1日
     局 岡谷市銀座２ー８ー１２
     0266-23-2206  (0266-23-2206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14804･4711･8 有限会社　矢崎薬局 〒394-0003 （後発調１）第581号       平成28年 4月 1日
     岡谷市加茂町２－１６－３
     0266-23-7125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14904･4732･4 コスモファーマ岡谷薬〒394-0022 （後発調１）第983号       平成28年 7月 1日
     局 岡谷市銀座一丁目３番１４号
     0266-78-8023  (0266-78-8083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15005･4024･3 松村薬局 〒395-0244 （後発調１）第984号       平成28年 7月 1日
     飯田市山本１６４９－３
     0265-25-3699  (0265-25-9199)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  15105･4045･8 高田薬局 〒395-0041 （後発調１）第1075号      平成29年 4月 1日
     飯田市中央通り３－４４－３
     0265-56-8550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15205･4046･6 大瀬木薬局 〒395-0157 （後発調１）第662号       平成28年 4月 1日
     飯田市大瀬木１１０６－１７
     0265-25-9254  (0265-25-9255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15305･4711･5 イイダ薬局 〒395-0084 （後発調１）第665号       平成28年 4月 1日
     飯田市鈴加町１－２４
     0265-24-7600  (0265-24-7601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15405･4721･4 平成堂薬局 〒395-0015 （後発調１）第1055号      平成29年 1月 1日
     飯田市江戸町３－２５８－１２
     0265-22-9820  (0265-53-5310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15505･4743･8 飯田下伊那薬剤師会会〒395-0804 （後発調１）第667号       平成28年 4月 1日
     営　やまなみ薬局 飯田市鼎名古熊２６３９－８
     0265-23-0051  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15605･4745･3 有限会社　北澤薬局 〒395-0807 （後発調１）第880号       平成28年 4月 1日
     飯田市鼎切石４３５８－２
     0265-52-2620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15705･4752･9 光仙閣薬局 〒395-0001 （後発調１）第1107号      平成29年 8月 1日
     飯田市座光寺３５０１
     0265-22-1433  (0265-22-3450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15805･4756･0 有限会社　川上薬局 〒395-0014 （後発調１）第669号       平成28年 4月 1日
     飯田市桜町二丁目３０番地１
     0265-22-2976  (0265-22-3145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15905･4763･6 おおみやのサンピヨ薬〒395-0082 （後発調１）第775号       平成28年 4月 1日
     局 飯田市宮の前４４２１－１
     0265-49-8151  (0265-49-8152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16005･4766･9 ともえ一色薬局 〒395-0805 （後発調１）第1003号      平成28年 8月 1日
     飯田市鼎一色４４－８
     0265-22-0766  (0265-22-0768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16105･4767･7 ふくろう薬局 〒395-0816 （後発調１）第672号       平成28年 4月 1日
     飯田市松尾久井２４０８－１
     0265-48-6323  (0265-48-6324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16206･4016･7 橋本屋薬局 〒392-0022 （後発調１）第584号       平成28年 4月 1日
     諏訪市高島１－８－１５
     0266-52-2557  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  16306･4023･3 片倉フレンド薬局 〒392-0016 （後発調１）第673号       平成28年 4月 1日
     諏訪市豊田橋下１２４３ー５
     0266-57-2876  (0266-57-2876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16406･4024･1 しぶさき薬局 〒392-0010 （後発調１）第776号       平成28年 4月 1日
     諏訪市渋崎１８０１－１４
     0266-57-1333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16506･4025･8 あおぞら薬局 〒392-0002 （後発調１）第674号       平成28年 4月 1日
     諏訪市湯の脇２ー６ー１４
     0266-54-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16606･4718･8 有限会社　太陽堂薬局〒392-0024 （後発調１）第675号       平成28年 4月 1日
     諏訪市小和田１９番１０号
     0266-52-0559  (0266-53-9248)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16706･4725･3 岩波湖畔薬局 〒392-0022 （後発調１）第779号       平成28年 4月 1日
     諏訪市高島２ー１２０１ー４４
     0266-54-1873  (0266-54-1801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16806･4735･2 諏訪スター薬局 〒392-0027 （後発調１）第1056号      平成29年 1月 1日
     諏訪市湖岸通り１５６－１５
     0266-78-1378  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16906･4737･8 上川モリキ薬局 〒392-0021 （後発調１）第942号       平成28年 4月 1日
     諏訪市上川三丁目２４５０－１
     0266-56-6755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17006･4739･4 株式会社日医調剤　諏〒392-0016 （後発調１）第783号       平成28年 4月 1日
     訪薬局 諏訪市豊田２６３－１
     0266-54-2820  (0266-54-2821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17106･4745･1 エイコー堂原田薬局 〒392-0023 （後発調１）第586号       平成28年 4月 1日
     諏訪市小和田南１５－２２
     0266-58-8040  (0266-58-8040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17207･4703･8 有限会社　アキヤマ薬〒382-0081 （後発調１）第1005号      平成28年 8月 1日
     局 須坂市須坂３０８
     026-245-0264  (026-248-2541)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17307･4707･9 有限会社　山下薬局 〒382-0082 （後発調１）第786号       平成28年 4月 1日
     須坂市大字須坂２０８
     026-245-0032  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17407･4731･9 八幡中島ファミリー薬〒382-0099 （後発調１）第1135号      平成29年12月 1日
     局 須坂市墨坂２－７－１２
     026-248-5945  (026-248-5946)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  17508･4010･6 お天気堂薬局 〒384-0025 （後発調１）第587号       平成28年 4月 1日
     小諸市相生町１－２－１
     0267-25-4193  (0267-22-0655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17608･4701･0 有限会社　金沢薬局 〒384-0014 （後発調１）第882号       平成28年 4月 1日
     小諸市荒町２－２－６
     0267-22-0038  (0267-23-7239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17708･4708･5 ほんまち薬局 〒384-0026 （後発調１）第791号       平成28年 4月 1日
     小諸市本町２－２－８
     0267-26-1193  (0267-26-1199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17808･4710･1 勉強堂薬局 〒384-0025 （後発調１）第951号       平成28年 5月 1日
     小諸市相生町２－２－６
     0267-22-0508  (0267-23-0508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17908･4711･9 みかげ薬局 〒384-0808 （後発調１）第682号       平成28年 4月 1日
     小諸市大字御影新田２２２４ー７
     0267-24-3344  (0267-24-3345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18008･4717･6 わかな薬局 〒384-0028 （後発調１）第1006号      平成28年 8月 1日
     小諸市田町２－３－１４
     0267-26-3636  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18108･4722･6 小諸八満ほしまん薬局〒384-0051 （後発調１）第936号       平成28年 4月 1日
     小諸市八満１８８－１
     0267-26-0885  (0267-26-0886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18208･4727･5 ウエルシア薬局小諸み〒384-0808 （後発調１）第795号       平成28年 4月 1日
     かげ店 小諸市御影新田２５７８－１
     0267-26-5126  (0267-26-5127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18308･4730･9 こもろ大手薬局 〒384-0031 （後発調１）第937号       平成28年 4月 1日
     小諸市大手２ー１ー２８
     0267-26-2567  (0267-26-2568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18409･4703･4 ライオン薬局　有限会〒396-0025 （後発調１）第965号       平成28年 6月 1日
     社 伊那市荒井３４８１
     0265-72-3029  (0265-72-3038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18509･4705･9 有限会社　ホシ薬局 〒396-0024 （後発調１）第887号       平成28年 4月 1日
     伊那市坂下３３０３
     0265-72-2365  (0265-72-4364)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18609･4712･5 西町小池薬局 〒396-0026 （後発調１）第889号       平成28年 4月 1日
     伊那市西町５０９０－５
     0265-76-4989  (0265-76-9489)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  18709･4714･1 会営いな薬局 〒396-0022 （後発調１）第588号       平成28年 4月 1日
     伊那市御園１２６２－１
     0265-74-8989  (0265-74-8199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18809･4715･8 和光堂薬局 〒396-0006 （後発調１）第589号       平成28年 4月 1日
     伊那市上牧６４１３番地１
     0265-76-3141  (0265-76-3350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18909･4720･8 有限会社　いろは堂薬〒396-0211 （後発調１）第591号       平成28年 4月 1日
     局 伊那市高遠町西高遠１７８３－１
     0265-94-2110  (0265-94-3681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19009･4721･6 かなみいろは堂薬局 〒396-0215 （後発調１）第592号       平成28年 4月 1日
     伊那市高遠町小原９５１ー１
     0265-94-1168  (0265-94-1170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19109･4722･4 荒井橋土屋薬局 〒396-0025 （後発調１）第684号       平成28年 4月 1日
     伊那市荒井３８７１－３
     0265-98-5350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19209･4742･2 ホーム土屋薬局 〒396-0015 （後発調１）第1139号      平成30年 1月 1日
     伊那市中央４９６０
     0265-74-7333  (0265-76-3666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19309･4743･0 みすず土屋薬局 〒396-0112 （後発調１）第1140号      平成30年 1月 1日
     伊那市前原８３７９－７
     0265-77-0102  (0265-77-0103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19410･4707･3 ドレミファ薬局 〒399-4115 （後発調１）第594号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市上穂栄町１３ー１２
     0265-83-2353  (0265-83-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19510･4709･9 こいで薬局 〒399-4117 （後発調１）第595号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市赤穂３２５９
     0265-81-1273  (0265-81-1275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19611･4702･2 ミナミ薬局 〒383-0022 （後発調１）第966号       平成28年 6月 1日
     中野市中央３－２－１８
     0269-22-3044  (0269-26-5744)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19711･4703･0 山崎薬局 〒383-0021 （後発調１）第986号       平成28年 7月 1日
     中野市西一丁目３番１４号
     0269-22-3086  (0269-22-6585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19811･4706･3 かすみ薬局 〒383-0021 （後発調１）第1008号      平成28年 8月 1日
     中野市西１ー５ー６４
     0269-24-1526  (0269-24-1527)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  19911･4709･7 吉田モリキ薬局 〒383-0015 （後発調１）第1122号      平成29年 8月14日
     中野市吉田７１８ー３
     0269-26-0061  (0269-26-1232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20011･4711･3 かすみ薬局西店 〒383-0021 （後発調１）第797号       平成28年 4月 1日
     中野市西１ー５ー１０
     0269-24-1655  (0269-24-1656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20111･4715･4 中野モリキ薬局 〒383-0021 （後発調１）第1147号      平成30年 3月 1日
     中野市西１－４－７
     0269-26-0931  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20211･4719･6 新駅南モリキ薬局 〒383-0042 （後発調１）第967号       平成28年 6月 1日
     中野市西条吉原５８７－２
     0269-23-3349  (0269-23-3347)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20311･4724･6 中野北薬局 〒383-0012 （後発調１）第1130号      平成29年11月 1日
     中野市一本木３１９－１
     0269-24-7557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20411･4729･5 さくら薬局　中野小田〒383-0037 （後発調１）第952号       平成28年 5月 1日
     中店 中野市大字小田中４２３－１
     0269-24-7145  (0269-24-7146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20511･4730･3 まつい薬局 〒383-0008 （後発調１）第1064号      平成29年 2月 1日
     中野市金井８９３－５
     0269-26-6972  (0269-26-6974)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20611･4731･1 ウエルシア薬局中野駅〒383-0042 （後発調１）第801号       平成28年 4月 1日
     前店 中野市西条字並柳１２６９
     0269-24-5208  (0269-24-5228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20712･4707･9 有限会社　カネリキ　〒398-0002 （後発調１）第892号       平成28年 4月 1日
     山口薬局 大町市大町２２６１－１
     0261-22-0184  (0261-22-1084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20812･4711･1 轟薬局 〒398-0004 （後発調１）第802号       平成28年 4月 1日
     大町市常盤３５５１ー１５
     0261-21-1512  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20912･4712･9 れんげ薬局 〒398-0002 （後発調１）第803号       平成28年 4月 1日
     大町市大町３１１５－７
     0261-22-0125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21012･4714･5 いちご薬局 〒398-0002 （後発調１）第893号       平成28年 4月 1日
     大町市大町３１４５－２
     0261-21-3311  (0261-21-3366)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  21114･4007･0 笠原薬局 〒391-0003 （後発調１）第691号       平成28年 4月 1日
     茅野市本町西２１－４
     0266-72-2028  (0266-72-9893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21214･4710･9 有限会社　ピアみどり〒391-0213 （後発調１）第969号       平成28年 6月 1日
     フジモリ薬局 茅野市豊平字神田３０６６
     0266-82-1288  (0266-82-1199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21314･4718･2 薬局　マツモトキヨシ〒391-0013 （後発調１）第970号       平成28年 6月 1日
     長峰店 茅野市宮川１１３５９ー１
     0266-71-2557  (0266-71-2030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21414･4722･4 わかば薬局 〒391-0011 （後発調１）第597号       平成28年 4月 1日
     茅野市玉川４１７４－１
     0266-82-4108  (0266-82-4107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21514･4723･2 りんどう薬局 〒391-0013 （後発調１）第1022号      平成28年 9月 1日
     茅野市宮川３９９０
     0266-73-9285  (0266-73-9286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21614･4742･2 矢崎薬局 〒391-0002 （後発調１）第598号       平成28年 4月 1日
     茅野市塚原２－３７８３－１
     0266-73-6868  (0266-73-6868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21715･4701･5 有限会社　立石薬局 〒399-0733 （後発調１）第812号       平成28年 4月 1日
     塩尻市大門三番町１番３号
     0263-52-1160  (0263-52-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21815･4704･9 株式会社　カスガ薬局〒399-0733 （後発調１）第1098号      平成29年 7月 1日
     塩尻市大門三番町３ー２２
     0263-52-7800  (0263-52-3722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21915･4705･6 有限会社　小松薬局 〒399-0736 （後発調１）第813号       平成28年 4月 1日
     塩尻市大門１－７－１ウィングロ
     －ド地下
     0263-52-0430  (0263-52-0430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22015･4706･4 大輪薬局 〒399-0706 （後発調１）第1032号      平成28年10月 1日
     塩尻市広丘原新田５７３－２
     0263-52-1543  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22115･4714･8 しらかばのみち薬局 〒399-0738 （後発調１）第815号       平成28年 4月 1日
     塩尻市大門七番町４番１６号
     0263-51-6360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  22215･4716･3 広丘駅前とをしや薬局〒399-0706 （後発調１）第1009号      平成28年 8月 1日
     塩尻市大字広丘原新田２１５ー８
     ８
     0263-54-8867  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22315･4718･9 塩尻大小屋　とをしや〒399-0713 （後発調１）第693号       平成28年 4月 1日
     薬局 塩尻市大小屋９５－２
     0263-54-9730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22415･4723･9 あい薬局 〒399-0745 （後発調１）第817号       平成28年 4月 1日
     塩尻市大門桔梗町１２－３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22517･4016･4 よこわ薬局 〒385-0013 （後発調１）第894号       平成28年 4月 1日
     佐久市横和２３５－１
     0267-66-1766  (0267-66-1767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22617･4021･4 桜里堂薬局 〒384-0301 （後発調１）第895号       平成28年 4月 1日
     佐久市臼田１２４４－１
     0267-81-5250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22717･4704･5 花岡薬局 〒385-0022 （後発調１）第1099号      平成29年 7月 1日
     佐久市岩村田７７５
     0267-67-2002  (0267-67-2472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22817･4719･3 マスヤ薬局 〒385-0022 （後発調１）第1071号      平成29年 4月 1日
     佐久市岩村田６０８－３
     0267-67-2147  (0267-67-1415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22917･4720･1 小平大行薬局 〒384-0053 （後発調１）第600号       平成28年 4月 1日
     佐久市野沢５１ー５
     0267-62-0739  (0267-62-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23017･4727･6 山口本新町薬局 〒384-0044 （後発調１）第601号       平成28年 4月 1日
     佐久市本新町１７２ー１
     0267-62-1504  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23117･4731･8 取出町キク薬局 〒385-0043 （後発調１）第1068号      平成29年 3月 1日
     佐久市取出町１２６－２
     0267-62-7510  (0267-63-5038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23217･4733･4 ソーマ中込薬局 〒385-0051 （後発調１）第1043号      平成28年11月 1日
     佐久市中込１－１４－２
     0267-63-2568  (0267-63-2569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23317･4740･9 有限会社　塩川薬局 〒384-0301 （後発調１）第971号       平成28年 6月 1日
     佐久市臼田２２２－１
     0267-82-2458  (0267-82-5985)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  23417･4742･5 臼田ほしまん薬局 〒384-0301 （後発調１）第939号       平成28年 4月 1日
     佐久市臼田１９９２
     0267-82-7821  (0267-82-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23517･4749･0 もちづき薬局 〒384-2202 （後発調１）第901号       平成28年 4月 1日
     佐久市望月３４３番地１
     0267-53-8110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23617･4751･6 浅科薬局 〒384-2101 （後発調１）第694号       平成28年 4月 1日
     佐久市桑山１２４１－１
     0267-58-2324  (0267-58-0343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23717･4756･5 アイ薬局 〒385-0051 （後発調１）第940号       平成28年 4月 1日
     佐久市中込３６３９－４
     0267-64-5508  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23817･4770･6 カワチ薬局　佐久平店〒385-0022 （後発調１）第602号       平成28年 4月 1日
     佐久市岩村田１７６３－１
     0267-66-7501  (0267-66-7502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23917･4772･2 ウエルシア薬局佐久野〒385-0053 （後発調１）第820号       平成28年 4月 1日
     沢店 佐久市野沢下木戸２４８－１
     0267-64-6068  (0267-64-6078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24017･4774･8 なのはな薬局 〒385-0021 （後発調１）第906号       平成28年 4月 1日
     佐久市長土呂１１９６－１
     0267-77-7514  (0267-77-7517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24117･4776･3 ハート薬局 〒385-0051 （後発調１）第695号       平成28年 4月 1日
     佐久市中込３２３８－２
     0267-78-3377  (0267-78-3413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24217･4786･2 ひろおか薬局 〒385-0055 （後発調１）第604号       平成28年 4月 1日
     佐久市三塚１９１－３７
     0267-64-6028  (0267-64-6029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24318･4003･0 加賀屋薬局 〒389-0804 （後発調１）第990号       平成28年 7月 1日
     千曲市大字戸倉２５６６
     026-276-7437  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24418･4702･7 いせや薬局 〒387-0021 （後発調１）第1136号      平成29年12月 1日
     千曲市大字稲荷山８３５
     026-273-4489  (026-273-4493)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24518･4705･0 あんず薬局 〒387-0012 （後発調１）第908号       平成28年 4月 1日
     千曲市桜堂３６２－２
     026-272-8200  (026-272-8218)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  24618･4708･4 ＪＡあんずいせや薬局〒387-0001 （後発調１）第1111号      平成29年 8月 1日
     千曲市雨宮中原３１７
     026-273-3108  (026-273-4107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24718･4712･6 粟佐ひとみ薬局 〒387-0006 （後発調１）第1048号      平成28年12月 1日
     千曲市粟佐１２４０－１
     026-273-6730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24818･4717･5 有限会社　正林堂薬局〒389-0804 （後発調１）第1148号      平成30年 3月 1日
     千曲市大字戸倉１９９９－１
     026-275-0180  (026-275-0435)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24918･4719･1 有限会社　日野屋薬局〒389-0804 （後発調１）第606号       平成28年 4月 1日
     千曲市大字戸倉２１３０－１
     026-275-3074  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25018･4723･3 タカチ薬局 〒389-0802 （後発調１）第607号       平成28年 4月 1日
     千曲市内川８０１ー１
     026-275-1624  (026-275-2654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25118･4725･8 上戸倉ノリ薬局 〒389-0804 （後発調１）第824号       平成28年 4月 1日
     千曲市戸倉１６７６－１
     026-275-7787  (026-261-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25218･4728･2 戸倉いせや薬局 〒389-0805 （後発調１）第1112号      平成29年 8月 1日
     千曲市上徳間古屋敷３４６－４
     026-261-0070  (026-261-0075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25318･4730･8 クスリのアオキ粟佐薬〒387-0006 （後発調１）第608号       平成28年 4月 1日
     局 千曲市大字粟佐字宮西１２５８－
     １
     026-273-8210  (026-273-8233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25419･4005･3 ねつ薬局 〒389-0502 （後発調１）第909号       平成28年 4月 1日
     東御市鞍掛８４－６
     0268-71-0370  (0268-71-0371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25519･4708･2 コウズケヤ薬局　東御〒389-0518 （後発調１）第827号       平成28年 4月 1日
     東御市本海野１６８１
     0268-64-7700  (0268-64-7701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25619･4711･6 城の前くるみ薬局 〒389-0516 （後発調１）第1090号      平成29年 5月 1日
     東御市田中７０５－１
     0268-64-6455  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  25720･4713･0 高野屋薬局 〒384-1407 （後発調１）第947号       平成28年 5月 1日
     南佐久郡川上村御所平１２３５－
     ２
     0267-97-3868  (0267-97-3266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25820･4730･4 豊里薬局 〒384-1103 （後発調１）第609号       平成28年 4月 1日
     南佐久郡小海町大字豊里２９９－
     １
     0267-92-3130  (0267-92-3105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25921･4704･7 有限会社　高橋薬局 〒389-0112 （後発調１）第610号       平成28年 4月 1日
     北佐久郡軽井沢町中軽井沢２－１
     ４
     0267-45-5063  (0267-46-0654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26021･4706･2 シンビ堂薬局 〒389-0104 （後発調１）第1144号      平成30年 2月 1日
     北佐久郡軽井沢町軽井沢東１６ー
     ６
     0267-42-7887  (0267-42-3837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26121･4719･5 シンビ堂借宿薬局 〒389-0111 （後発調１）第914号       平成28年 4月 1日
     北佐久郡軽井沢町長倉柳宿４７２
     ７－１
     0267-46-6280  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26221･4720･3 シンビ堂中軽井沢薬局〒389-0111 （後発調１）第915号       平成28年 4月 1日
     北佐久郡軽井沢町長倉２８４２ー
     ７
     0267-45-7520  (0267-45-7521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26321･4721･1 シンビ堂御代田薬局 〒389-0207 （後発調１）第949号       平成28年 5月 1日
     北佐久郡御代田町馬瀬口１７４３
     0267-32-8622  (0267-32-8650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26421･4722･9 薬局　マツモトキヨシ〒389-0111 （後発調１）第1119号      平成29年 9月 1日
     軽井沢店 北佐久郡軽井沢町長倉２６６９－
     １
     0267-44-3250  (0267-44-3251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26522･4007･3 池田薬局 〒386-1601 （後発調１）第1126号      平成29年10月 1日
     小県郡青木村大字田沢字小山下１
     ２ー２
     0268-49-2033  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26622･4717･7 古町薬局 〒386-0603 （後発調１）第916号       平成28年 4月 1日
     小県郡長和町古町３３４７―１
     0268-68-5820  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  26723･4714･2 盛栄堂　小池薬局 〒393-0017 （後発調１）第611号       平成28年 4月 1日
     諏訪郡下諏訪町３１６７
     0266-28-6473  (0266-28-8604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26823･4716･7 ミツワ西友薬局 〒399-0214 （後発調１）第829号       平成28年 4月 1日
     諏訪郡富士見町落合一の沢１００
     ６１－１
     0266-62-7586  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26923･4717･5 かえで薬局 〒393-0087 （後発調１）第612号       平成28年 4月 1日
     諏訪郡下諏訪町４８２３ー１０
     0266-26-1929  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27023･4718･3 さくら藤沢薬局 〒399-0214 （後発調１）第830号       平成28年 4月 1日
     諏訪郡富士見町落合９９８４－１
     ０２５
     0266-61-1815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27124･4021･0 ちとせや薬局 〒399-4601 （後発調１）第991号       平成28年 7月 1日
     上伊那郡箕輪町大字中箕輪９６１
     ０
     0265-79-2135  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27224･4710･8 有限会社　塚本薬局 〒399-4301 （後発調１）第613号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡宮田村７４５３－１
     0265-85-2112  (0265-85-3221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27324･4715･7 有限会社　愛生館薬局〒399-0422 （後発調１）第614号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡辰野町大字平出１５２７
     0266-41-0442  (0266-41-5442)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27424･4723･1 ライフ薬局 〒399-4601 （後発調１）第698号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡箕輪町大字中箕輪９４３
     ０
     0265-79-1773  (0265-79-1761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27524･4730･6 ウチダ薬局 〒399-0428 （後発調１）第832号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡辰野町伊那富４７３６ー
     ２
     0266-41-3533  (0266-41-0453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27624･4731･4 薬局　マツモトキヨシ〒399-0428 （後発調１）第1113号      平成29年 8月 1日
     辰野店 上伊那郡辰野町伊那富神田２５８
     ７ー１
     0266-44-1665  (0266-44-1663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  27724･4736･3 日本調剤　辰野薬局 〒399-0421 （後発調１）第920号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡辰野町辰野１４６６－１
     0266-43-3800  (0266-43-3003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27824･4737･1 なかがわ薬局 〒399-3801 （後発調１）第615号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡中川村大草４０４５－７
     0265-88-4171  (0265-88-4172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27925･4021･7 岩口薬局 〒399-3202 （後発調１）第699号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡豊丘村神稲１２１－５
     0265-35-2817  (0265-35-2817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28025･4703･0 大島松尾薬局 〒399-3303 （後発調１）第1120号      平成29年 9月 1日
     下伊那郡松川町元大島３８２６－
     ９
     0265-36-3433  (0265-36-3150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28125･4711･3 イブキ薬局 〒399-3103 （後発調１）第701号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡高森町下市田１８０３－
     ２
     0265-35-2870  (0265-35-2871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28225･4717･0 ささき薬局 〒395-0303 （後発調１）第1145号      平成30年 2月 1日
     下伊那郡阿智村駒場４０７ー１８
     0265-45-1007  (0265-45-1008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28325･4724･6 ひさわ薬局 〒399-2102 （後発調１）第703号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡下條村陽皐２００６－３
     0260-27-1330  (0260-27-1332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28426･4011･6 一ノ瀬薬局 〒399-6201 （後発調１）第834号       平成28年 4月 1日
     木曽郡木祖村藪原１０２５
     0264-36-2111  (0264-36-3399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28526･4704･6 株式会社　眞岡薬局 〒397-0001 （後発調１）第835号       平成28年 4月 1日
     木曽郡木曽町福島５１７３
     0264-22-2136  (0264-24-0088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28626･4712･9 大桑はなの木薬局 〒399-5503 （後発調１）第941号       平成28年 4月 1日
     木曽郡大桑村長野２８６１－４
     0264-55-1710  (0264-55-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28726･4715･2 えのき坂薬局 〒399-5301 （後発調１）第1123号      平成29年 8月 1日
     木曽郡南木曽町読書３４３６－３
     0264-57-3355  (0264-57-3355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  28827･4008･0 はやし薬局 〒390-1301 （後発調１）第972号       平成28年 6月 1日
     東筑摩郡山形村５５０６－１７
     0263-97-1125  (0263-97-1126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28929･4705･7 有限会社　内川薬局板〒399-8501 （後発調１）第1050号      平成28年12月 1日
     取 北安曇郡松川村５７２３－２０６
     0261-62-9912  (0261-62-9648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29029･4707･3 フジノヤ薬局 〒399-9211 （後発調１）第1011号      平成28年 8月 1日
     北安曇郡白馬村神城２２５０１－
     １
     0261-75-2017  (0261-75-2199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29129･4713･1 白樺薬局 〒399-8601 （後発調１）第993号       平成28年 7月 1日
     北安曇郡池田町３３３７ー１
     0261-62-0010  (0261-62-1115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29229･4714･9 松川とをしや薬局 〒399-8501 （後発調１）第1114号      平成29年 8月 1日
     北安曇郡松川村東川原５７２８ー
     １８０
     0261-61-1527  (0261-61-1528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29331･4714･5 有限会社　日野屋薬局〒389-0601 （後発調１）第973号       平成28年 6月 1日
     埴科郡坂城町大字坂城６４３６
     0268-82-2324  (0268-81-1212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29431･4718･6 有限会社　荒井薬局 〒389-0602 （後発調１）第839号       平成28年 4月 1日
     埴科郡坂城町中之条８９７－１
     0268-82-2244  (0268-81-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29531･4719･4 村上日野屋薬局 〒389-0606 （後発調１）第1082号      平成29年 4月 1日
     埴科郡坂城町上五明６８７ー１
     0268-81-2020  (0268-81-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29633･4701･8 有限会社　池田薬局 〒389-2502 （後発調１）第946号       平成28年 5月 1日
     下高井郡野沢温泉村大字豊郷９５
     １８－２
     0269-85-2126  (0269-85-2131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29733･4702･6 有限会社　河野薬局 〒389-2502 （後発調１）第1012号      平成28年 8月 1日
     下高井郡野沢温泉村大字豊郷９４
     ９４
     0269-85-2224  (0269-85-3231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月29日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29833･4706･7 よませコトブキヤ薬局〒381-0405 （後発調１）第974号       平成28年 6月 1日
     下高井郡山ノ内町夜間瀬２６９５
     －１
     0269-33-5962  (0269-33-8667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29940･4003･4 ひまわり薬局 〒399-8205 （後発調１）第844号       平成28年 4月 1日
     安曇野市豊科２１３１－２
     0263-72-5159  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30040･4703･9 有限会社　アルプス薬〒399-8205 （後発調１）第619号       平成28年 4月 1日
     局 安曇野市豊科４３１８
     0263-72-2173  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30140･4717･9 矢原とをしや薬局 〒399-8303 （後発調１）第1013号      平成28年 8月 1日
     安曇野市穂高７６９ー２
     0263-81-0911  (0263-81-0912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30240･4723･7 三郷とをしや薬局 〒399-8102 （後発調１）第1059号      平成29年 1月 1日
     安曇野市三郷温２４２９ー２
     0263-77-7577  (0263-77-7578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30340･4726･0 穂高とをしや薬局 〒399-8303 （後発調１）第621号       平成28年 4月 1日
     安曇野市穂高４６４２－５
     0263-81-3701  (0263-81-3702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30440･4728･6 つばき薬局 〒399-8101 （後発調１）第851号       平成28年 4月 1日
     安曇野市三郷明盛４９３５－１３
     0263-76-3160  (0263-76-3161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30540･4729･4 豊科とをしや薬局 〒399-8205 （後発調１）第1014号      平成28年 8月 1日
     安曇野市豊科２６３７－４
     0263-71-2818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30640･4730･2 あかほり薬局 〒399-8301 （後発調１）第852号       平成28年 4月 1日
     安曇野市穂高有明１７４８
     0263-83-8625  (0263-83-8625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30740･4738･5 あづみ野西口薬局 〒399-8303 （後発調１）第1060号      平成29年 1月 1日
     安曇野市穂高４５９８ー４
     0263-81-0750  (0263-81-0751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30840･4739･3 三郷ナカジマ薬局 〒399-8102 （後発調１）第1083号      平成29年 4月 1日
     安曇野市三郷温２９８７－１２
     0263-88-2011  (0263-77-6377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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)

  30940･4744･3 そうごう薬局　堀金店〒399-8211 （後発調１）第1052号      平成28年12月 1日
     安曇野市堀金烏川５０２７－１
     0263-73-3561  (0263-73-3562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31051･4009･8 アイセイ薬局　日赤前〒380-0928 （後発調１）第1070号      平成29年 3月 1日
     店 長野市若里６丁目１－６
     026-223-3030  (026-223-3031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･4039･0 篠ノ井薬局 〒388-8007 （後発調２）第495号       平成28年 4月 1日
     長野市篠ノ井布施高田１１４２－
     １
     026-292-1051  (026-293-9028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･4082･0 田町薬局 〒380-0815 （後発調２）第576号       平成28年 4月 1日
     長野市鶴賀田町２１００－１
     026-238-7606  (026-238-7607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･4085･3 漢方薬の又三郎薬局 〒380-0835 （後発調２）第577号       平成28年 4月 1日
     長野市新田町１５２８－１
     026-235-2348  (026-235-2348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･4717･1 株式会社　小林薬局 〒380-0845 （後発調２）第880号       平成29年 4月 1日
     長野市大字南長野西後町１５７９
     －１
     026-234-2491  (026-234-2493)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･4729･6 有限会社　山本薬局 〒381-0815 （後発調２）第496号       平成28年 4月 1日
     長野市大字鶴賀田町２１４９
     026-233-3285  (026-233-3286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･4736･1 有限会社　アライ薬局〒388-8007 （後発調２）第578号       平成28年 4月 1日
     長野市篠ノ井布施高田７０６－１
     026-292-0256  (026-292-8725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･4755･1 運動公園柳町薬局 〒381-0043 （後発調２）第579号       平成28年 4月 1日
     長野市吉田５－８－８
     026-243-6757  (026-243-4270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･4769･2 カサイ薬局 〒380-0948 （後発調２）第580号       平成28年 4月 1日
     長野市差出南２ー１ー３６
     026-228-7150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･4784･1 ミドリ薬局 〒380-0813 （後発調２）第527号       平成28年 4月 1日
     長野市緑町１１１６
     026-227-2827  (026-228-1752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001･4797･3 ニシムラ薬局 〒381-2246 （後発調２）第954号       平成29年11月 1日
     長野市丹波島２－１８－１８
     026-286-4193  (026-286-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101･4799･9 三輪薬局 〒380-0803 （後発調２）第801号       平成28年10月 1日
     長野市三輪１－５－１９
     026-259-7635  (026-259-7635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201･4811･2 風間薬局 〒381-0023 （後発調２）第581号       平成28年 4月 1日
     長野市大字風間字中河原１３８－
     ２
     026-221-7618  (026-222-3275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301･4836･9 あさひ薬局 〒380-0802 （後発調２）第762号       平成28年 8月 1日
     長野市上松４ー５ー２
     026-215-1310  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･4841･9 今井土屋薬局 〒381-2226 （後発調２）第802号       平成28年10月 1日
     長野市川中島町今井３８４
     026-286-2529  (026-286-2539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501･4845･0 松代モリキ薬局 〒381-1231 （後発調２）第837号       平成29年 1月 1日
     長野市松代町松代１６３ー１４
     026-261-2134  (026-261-2135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･4846･8 土屋薬局 〒388-8004 （後発調２）第709号       平成28年 6月 1日
     長野市篠ノ井会６５３ー３
     026-290-7080  (026-290-7090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･4859･1 めだか薬局 〒381-0053 （後発調２）第763号       平成28年 8月 1日
     長野市神楽橋１０ー１１４
     026-252-6312  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801･4862･5 ビヨンド西友南長野薬〒381-2217 （後発調２）第582号       平成28年 4月 1日
     局 長野市稲里町中央４丁目８番８号
     026-291-0345  (026-291-0350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901･4863･3 有限会社　あかね薬局〒388-8007 （後発調２）第881号       平成29年 4月 1日
     長野市篠ノ井布施高田７８ー１
     026-299-3115  (026-299-3116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001･4865･8 サン薬局 〒380-0813 （後発調２）第530号       平成28年 4月 1日
     長野市鶴賀緑町１１０２
     026-268-0085  (026-268-0086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101･4868･2 やまびこ薬局 〒388-8004 （後発調２）第583号       平成28年 4月 1日
     長野市篠ノ井会１４ー８
     026-299-3785  (026-299-3730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201･4881･5 若里土屋薬局 〒380-0928 （後発調２）第999号       平成30年 3月 1日
     長野市若里６丁目１番６号
     026-264-7695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301･4893･0 川中島あすなろ薬局 〒381-2221 （後発調２）第584号       平成28年 4月 1日
     長野市川中島町御厨８４９－１
     026-285-5775  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401･4900･3 ましま薬局 〒381-2204 （後発調２）第927号       平成29年 8月 1日
     長野市真島町真島２２０７
     026-286-6377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501･4901･1 サンワ薬局 〒381-0103 （後発調２）第497号       平成28年 4月 1日
     長野市若穂川田領家１７６９－３
     026-282-6552  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601･4912･8 みくりや土屋薬局 〒381-2221 （後発調２）第733号       平成28年 7月 1日
     長野市川中島町御厨７１９－３
     026-285-1875  (026-285-1885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701･4913･6 なかやま薬局 〒380-0833 （後発調２）第764号       平成28年 8月 1日
     長野市鶴賀権堂町１４４９
     026-234-1693  (026-234-6637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801･4918･5 中島薬局 〒389-1105 （後発調２）第734号       平成28年 7月 1日
     長野市豊野町豊野沖５９７－２
     026-257-3077  (026-257-6106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･4920･1 川中島ひとみ薬局 〒381-2221 （後発調２）第917号       平成29年 7月 1日
     長野市川中島町御厨１１４３
     026-285-1868  (026-285-1869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001･4922･7 インター松代象山屋薬〒381-1215 （後発調２）第814号       平成28年11月 1日
     局 長野市松代町西寺尾字町裏１４６
     ３
     026-290-6200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101･4923･5 イナサト象山屋薬局 〒381-2217 （後発調２）第735号       平成28年 7月 1日
     長野市稲里町中央４ー１１ー１２
     026-291-0655  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201･4924･3 オワリベ象山屋薬局 〒381-0031 （後発調２）第531号       平成28年 4月 1日
     長野市大字西尾張部１０２２ー３
     026-239-7701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301･4926･8 さなだ薬局 〒381-1231 （後発調２）第982号       平成30年 1月 1日
     長野市松代町松代１８１－８
     026-215-6377  (026-215-6388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3401･4928･4 まめじま薬局 〒381-0026 （後発調２）第498号       平成28年 4月 1日
     長野市松岡２－１２－１０
     026-267-0417  (026-267-0423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501･4932･6 薬局　マツモトキヨシ〒381-2217 （後発調２）第585号       平成28年 4月 1日
     長野南店 長野市稲里町中央１－２１－１
     026-254-7572  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601･4933･4 若穂土屋薬局 〒381-0101 （後発調２）第851号       平成29年 2月 1日
     長野市若穂綿内７５３０
     026-266-5270  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701･4938･3 はれやか薬局 〒380-0823 （後発調２）第736号       平成28年 7月 1日
     長野市南千歳１丁目１４－１山本
     ビル２Ｆ
     026-213-4883  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801･4939･1 ひより薬局 〒381-0104 （後発調２）第499号       平成28年 4月 1日
     長野市若穂牛島字村東沖５８３－
     ３
     026-282-5391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901･4941･7 里島土屋薬局 〒381-2223 （後発調２）第737号       平成28年 7月 1日
     長野市里島７３
     026-213-6506  (026-213-6516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001･4944･1 ふれあい土屋薬局 〒380-0928 （後発調２）第993号       平成30年 2月 1日
     長野市若里６－１－５
     026-269-6120  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101･4945･8 小島あすなろ薬局 〒381-0017 （後発調２）第803号       平成28年10月 1日
     長野市小島４０７－８
     026-213-7390  (026-213-7391)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201･4946･6 高田土屋薬局 〒381-0034 （後発調２）第918号       平成29年 7月 1日
     長野市高田５４７－１０
     026-225-9180  (026-225-9190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301･4948･2 あいケア薬局本郷駅前〒380-0803 （後発調２）第839号       平成29年 1月 1日
     店 長野市三輪３－１４－７
     026-262-1327  (026-262-1328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401･4956･5 コスモファーマ　川中〒381-2224 （後発調２）第586号       平成28年 4月 1日
     島薬局 長野市川中島町原権現堂沖５５３
     026-290-7159  (026-290-7160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4501･4957･3 さくら薬局　長野篠ノ〒388-8004 （後発調２）第861号       平成29年 3月 1日
     井店 長野市篠ノ井会２３１ー５
     026-293-7017  (026-261-1464)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601･4958･1 長野若里さくら薬局 〒380-0928 （後発調２）第852号       平成29年 2月 1日
     長野市若里６丁目１番６号
     026-223-4771  (026-223-1764)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701･4959･9 クスリのアオキ石渡薬〒381-0015 （後発調２）第1000号      平成30年 3月 1日
     局 長野市大字石渡字東田５９－２
     026-256-6805  (026-256-6831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801･4960･7 クスリのアオキ若宮薬〒381-0031 （後発調２）第963号       平成29年12月 1日
     局 長野市大字西尾張部字若宮北１９
     ４－１
     026-256-8078  (026-256-8071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901･4963･1 クスリのアオキ稲里薬〒381-2215 （後発調２）第767号       平成28年 8月 1日
     局 長野市稲里町中氷鉋２２３８
     026-254-6535  (026-254-6381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001･4964･9 さくら薬局　長野高田〒381-0034 （後発調２）第532号       平成28年 4月 1日
     店 長野市高田１２５９番地
     026-266-0318  (026-266-0319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101･4965･6 クスリのアオキ篠ノ井〒388-8006 （後発調２）第1001号      平成30年 3月 1日
     薬局 長野市篠ノ井御幣川６１１
     026-290-5260  (026-290-5270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201･4966･4 さくら薬局　長野東口〒380-0921 （後発調２）第899号       平成29年 5月 1日
     店 長野市栗田西番場２４１－２
     026-217-6106  (026-217-6107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301･4967･2 センスビュー薬局 〒380-0921 （後発調２）第587号       平成28年 4月 1日
     長野市栗田４２４－２
     026-267-5230  (026-267-5231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401･4969･8 日本調剤　あがた白樺〒380-0838 （後発調２）第588号       平成28年 4月 1日
     薬局 長野市南長野南県町６５３
     026-252-7893  (026-252-7894)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501･4970･6 日本調剤　たかだ白樺〒381-0033 （後発調２）第589号       平成28年 4月 1日
     薬局 長野市南高田２－４－２２
     026-251-6131  (026-251-6130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5601･4974･8 フタキ薬局 〒380-0802 （後発調２）第590号       平成28年 4月 1日
     長野市上松４－５－１１
     026-241-3316  (026-241-3319)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701･4977･1 まるさん堂薬局 〒381-0024 （後発調２）第591号       平成28年 4月 1日
     長野市南長池７５６－１
     026-257-0310  (026-257-0311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801･4978･9 あいケア薬局西和田店〒381-0037 （後発調２）第688号       平成28年 4月 1日
     長野市西和田１－２８－４６
     026-239-7886  (026-239-7887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901･4979･7 日詰モリキ薬局 〒380-0912 （後発調２）第592号       平成28年 4月 1日
     長野市稲葉日詰２７７７－１
     026-251-1055  (026-251-1056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001･4980･5 井上薬局 〒381-0013 （後発調２）第593号       平成28年 4月 1日
     長野市桜新町６６３－１
     026-252-5570  (026-252-5571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101･4982･1 ガーデン薬局 〒389-1105 （後発調２）第594号       平成28年 4月 1日
     長野市豊野町豊野５８３－８
     026-217-8600  (026-251-5577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201･4984･7 モリキ薬局三輪店 〒380-0803 （後発調２）第900号       平成29年 5月 1日
     長野市三輪三丁目８１３－１
     026-252-5260  (026-252-5261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301･4985･4 クオール北長野薬局 〒381-0043 （後発調２）第595号       平成28年 4月 1日
     長野市吉田３丁目２２－１２
     026-239-6289  (026-239-6290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401･4986･2 アーク調剤薬局　長野〒381-0012 （後発調２）第738号       平成28年 7月 1日
     柳原店 長野市柳原２２２１－１４
     026-255-7120  (026-255-7121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501･4987･0 れんげ薬局 〒380-0814 （後発調２）第765号       平成28年 8月 1日
     長野市西鶴賀１５６７－１２
     026-238-1788  (026-238-1755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601･4988･8 ながぬま調剤薬局 〒381-0002 （後発調２）第533号       平成28年 4月 1日
     長野市大字津野８２８－４
     026-296-7215  (026-296-7216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6701･4994･6 クスリのアオキ三本柳〒381-2231 （後発調２）第964号       平成29年12月 1日
     薬局 長野市川中島町四ツ屋字辺屋新田
     １０４０番３５　
     026-254-6276  (026-254-6268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801･4997･9 コスモファーマ鍋屋田〒380-0834 （後発調２）第805号       平成28年10月 1日
     薬局 長野市大字鶴賀字鍋屋田１３４７
     －７セブンビル１Ｆ
     026-219-3975  (026-219-3976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901･4999･5 クスリのアオキ大塚薬〒381-2205 （後発調２）第939号       平成29年 9月 1日
     局 長野市青木島町大塚字北島９１６
     番１
     026-254-6282  (026-254-6280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7002･4077･8 さくら薬局 〒399-0033 （後発調２）第596号       平成28年 4月 1日
     松本市大字笹賀４３１５ー４
     0263-85-4355  (0263-85-4388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102･4726･0 株式会社　ナベリン・〒390-0811 （後発調２）第739号       平成28年 7月 1日
     ファーマシー 松本市中央３丁目６番２１号
     0263-33-3627  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202･4738･5 有限会社　マスタヤ薬〒390-0303 （後発調２）第597号       平成28年 4月 1日
     局 松本市大字浅間温泉２－４－１４
     0263-46-0260  (0263-46-9630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302･4762･5 天宝薬局 〒390-0852 （後発調２）第598号       平成28年 4月 1日
     松本市大字島立１０７３－１０
     0263-48-0077  (0263-47-2701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402･4766･6 松本調剤薬局 〒399-0007 （後発調２）第689号       平成28年 4月 1日
     松本市石芝３－５ー１
     0263-28-1116  (0263-28-1777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502･4774･0 有限会社　由比ケ浜薬〒390-0312 （後発調２）第599号       平成28年 4月 1日
     局 松本市大字岡田松岡１８０－１
     0263-46-0215  (0263-46-9353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602･4776･5 ほんじょう薬局 〒390-0814 （後発調２）第983号       平成30年 1月 1日
     松本市本庄２－４－１　フォーラ
     ム本庄
     0263-39-2555  (0263-39-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7702･4799･7 二子薬局 〒399-0033 （後発調２）第901号       平成29年 5月 1日
     松本市笹賀５５４０ー１
     0263-29-5529  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7802･4806･0 巾上ひまわり薬局 〒390-0817 （後発調２）第601号       平成28年 4月 1日
     松本市巾上１０ー５
     0263-35-4441  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902･4807･8 そうごう薬局松本庄内〒390-0828 （後発調２）第854号       平成29年 2月 1日
     店 松本市庄内３－２－２７
     0263-28-5971  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002･4829･2 しまだち薬局 〒390-0852 （後発調２）第602号       平成28年 4月 1日
     松本市島立１７９７－７
     0263-50-9531  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102･4834･2 西口薬局 〒390-0817 （後発調２）第769号       平成28年 8月 1日
     松本市巾上３－５
     0263-35-7500  (0263-35-7592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202･4840･9 波田西口薬局 〒390-1401 （後発調２）第603号       平成28年 4月 1日
     松本市波田４４１７－２８アップ
     ルランド・デリシア波田駅前店内
     0263-92-7890  (0263-92-7896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302･4841･7 ウエルシア薬局松本高〒390-0844 （後発調２）第740号       平成28年 7月 1日
     宮西店 松本市高宮西３－１
     0263-24-0021  (0263-24-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402･4842･5 さくら薬局　松本本庄〒390-0814 （後発調２）第534号       平成28年 4月 1日
     店 松本市本庄２ー６ー１２
     0263-36-2300  (0263-36-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8502･4843･3 ミズキ薬局 〒399-0036 （後発調２）第770号       平成28年 8月 1日
     松本市村井町南１－３４－１９
     0263-85-7155  (0263-85-7156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8602･4845･8 クオール松本薬局 〒390-0811 （後発調２）第914号       平成29年 6月 1日
     松本市中央２－５－２０
     0263-31-8589  (0263-31-8590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8702･4847･4 りんご薬局 〒390-0851 （後発調２）第882号       平成29年 4月 1日
     松本市島内３４２７－１２３
     0263-40-0038  (0263-40-0039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8802･4853･2 日本調剤　松本薬局 〒390-0852 （後発調２）第696号       平成28年 4月 1日
     松本市島立２１００－３
     0263-40-0255  (0263-40-0256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8902･4861･5 ことり薬局 〒390-0303 （後発調２）第604号       平成28年 4月 1日
     松本市浅間温泉１－２４－８
     0263-87-8313  (0263-87-8315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002･4867･2 日本調剤　信州薬局 〒390-0802 （後発調２）第606号       平成28年 4月 1日
     松本市旭三丁目２番１号
     0263-39-6051  (0263-39-6052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9102･4874･8 てる薬局　蟻ケ崎店 〒390-0861 （後発調２）第608号       平成28年 4月 1日
     松本市蟻ケ崎４丁目１番２７号
     0263-87-1725  (0263-87-2370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9202･4875･5 青い鳥薬局　庄内店 〒390-0821 （後発調２）第943号       平成29年10月 1日
     松本市筑摩１丁目１９番地１
     0263-87-5106  (0263-87-5107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9302･4878･9 モリキ松本鎌田薬局 〒390-0837 （後発調２）第967号       平成29年12月 1日
     松本市鎌田２－２－２
     0263-87-6240  (0263-87-6241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9402･4879･7 イオン薬局イオンスタ〒390-0811 （後発調２）第968号       平成29年12月 1日
     イル松本 松本市中央４－９－５１
     0263-38-1909  (0263-38-1904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9503･4058･6 ながせ薬局 〒386-0407 （後発調２）第790号       平成28年 9月 1日
     上田市長瀬３４４１－２
     0268-71-0612  (0268-71-0613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9603･4711･0 有限会社　久保田薬局〒386-0025 （後発調２）第771号       平成28年 8月 1日
     上田市天神１－８－１
     0268-22-0719  (0268-22-0757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9703･4715･1 有限会社　十字堂やま〒386-0012 （後発調２）第902号       平成29年 5月 1日
     ぎわ薬局 上田市中央１－１－１７
     0268-22-0185  (0268-22-0190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9803･4723･5 株式会社　花園薬局 〒386-0023 （後発調２）第535号       平成28年 4月 1日
     上田市中央西１－１５－２０
     0268-22-3453  (0268-24-2855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9903･4724･3 上田薬剤師会会営薬局〒386-0016 （後発調２）第825号       平成28年12月 1日
     上田市国分９９４ー１
     0268-24-6655  (0268-27-8736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10003･4725･0 上原薬局 〒386-0012 （後発調２）第711号       平成28年 6月 1日
     上田市中央３－８－２５
     0268-24-2188  (0268-24-7011)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10103･4726･8 イイジマ薬局 〒386-0011 （後発調２）第609号       平成28年 4月 1日
     上田市中央北２－２－１７
     0268-27-6688  (0268-27-6488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10203･4731･8 横林薬局 〒386-1101 （後発調２）第712号       平成28年 6月 1日
     上田市下之条１７０－１８
     0268-27-3365  (0268-27-3690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10303･4733･4 有限会社　常田薬局 〒386-0018 （後発調２）第536号       平成28年 4月 1日
     上田市常田２－１５－１
     0268-24-6171  (0268-24-3493)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10403･4748･2 はやし薬局 〒386-0018 （後発調２）第610号       平成28年 4月 1日
     上田市常田２－２２－３９
     0268-22-2649  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10503･4751･6 こさと薬局 〒386-0005 （後発調２）第690号       平成28年 4月 1日
     上田市古里１５０３－２
     0268-21-4022  (0268-21-4033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10603･4756･5 いとう薬局 〒386-0022 （後発調２）第705号       平成28年 5月 1日
     上田市緑が丘１ー２６ー２５
     0268-22-1808  (0268-22-9768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10703･4758･1 あおくぼ薬局 〒386-0155 （後発調２）第691号       平成28年 4月 1日
     上田市蒼久保１１４４ー１０
     0268-36-1161  (0268-36-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10803･4765･6 かわにしノリ薬局 〒386-1106 （後発調２）第966号       平成29年11月12日
     上田市小泉７１５－１
     0268-29-0055  (0268-29-0056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10903･4766･4 山浦堂薬局 〒386-1543 （後発調２）第772号       平成28年 8月 1日
     上田市岡１３７１ー９
     0268-31-2032  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11003･4767･2 中之条薬局 〒386-0034 （後発調２）第537号       平成28年 4月 1日
     上田市中之条５３０―３
     0268-28-6066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11103･4769･8 花の木薬局 〒386-1544 （後発調２）第713号       平成28年 6月 1日
     上田市仁古田４０３－２
     0268-31-3428  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11203･4771･4 秋和コスモス薬局 〒386-0041 （後発調２）第714号       平成28年 6月 1日
     上田市秋和３６１－２
     0268-28-6606  (0268-28-6607)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11303･4773･0 常磐城のぞみ薬局 〒386-0027 （後発調２）第611号       平成28年 4月 1日
     上田市常磐城５－１－１８
     0268-29-1141  (0268-29-1142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11403･4780･5 丸光薬局 〒386-0323 （後発調２）第538号       平成28年 4月 1日
     上田市鹿教湯温泉１２８２
     0268-41-7028  (0268-41-2020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11503･4783･9 ノリ薬局たけし 〒386-0502 （後発調２）第612号       平成28年 4月 1日
     上田市武石沖１６２
     0268-85-3518  (0268-85-3517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11603･4788･8 ひかり薬局 〒386-1213 （後発調２）第826号       平成28年12月 1日
     上田市古安曽１８７６－４
     0268-39-1565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11703･4792･0 大屋のぞみ薬局 〒386-0152 （後発調２）第706号       平成28年 5月 1日
     上田市大屋５１４－１
     0268-71-0210  (0268-71-0211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11803･4793･8 クスリのアオキ上田中〒386-0011 （後発調２）第502号       平成28年 4月 1日
     央北薬局 上田市中央北２－１－１６
     0268-28-0531  (0268-28-0532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11903･4797･9 木町薬局 〒386-0012 （後発調２）第613号       平成28年 4月 1日
     上田市中央４－６－２１
     0268-75-8585  (0268-29-4123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12003･4798･7 中村薬局 〒386-0406 （後発調２）第883号       平成29年 4月 1日
     上田市下丸子１６２－１２
     0268-42-3489  (0268-42-3688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12103･4799･5 西野薬局 〒386-0004 （後発調２）第742号       平成28年 7月 1日
     上田市殿城２３２－３
     0268-75-5093  (0268-75-5593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12203･4804･3 フォレスト薬局 〒386-0301 （後発調２）第614号       平成28年 4月 1日
     上田市塩川１３６２－１
     0268-75-8723  (0268-75-8724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12303･4806･8 ウエルシア薬局上田し〒386-1103 （後発調２）第840号       平成29年 1月 1日
     おだ野店 上田市神畑５００
     0268-29-6628  (0268-29-6658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12403･4807･6 ウエルシア薬局上田山〒386-0001 （後発調２）第955号       平成29年11月 1日
     口店 上田市上田山口１２２１－１
     0268-29-5404  (0268-29-5409)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12503･4810･0 そめや古里薬局 〒386-0005 （後発調２）第715号       平成28年 6月 1日
     上田市古里６４－５
     0268-23-7540  (0268-23-7545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12603･4811･8 ウエルシア薬局　上田〒386-2202 （後発調２）第1002号      平成30年 3月 1日
     真田店 上田市真田町本原７４６番地１
     0268-72-8733  (0268-72-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12703･4816･7 生田上原薬局 〒386-0411 （後発調２）第716号       平成28年 6月 1日
     上田市生田５０２６－２
     0268-75-5523  (0268-75-5538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12803･4819･1 川辺上原薬局 〒386-1102 （後発調２）第615号       平成28年 4月 1日
     上田市上田原１５７－１
     0268-75-0339  (0268-75-0239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12903･4820･9 クスリのアオキ常田薬〒386-0018 （後発調２）第915号       平成29年 6月 1日
     局 上田市常田二丁目１０番６号
     0268-28-7166  (0268-28-7160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13003･4826･6 なが池薬局 〒386-1102 （後発調２）第842号       平成29年 1月 1日
     上田市上田原１３２９－８
     0268-75-6630  (0268-75-6640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13104･4714･2 調剤薬局マツモトキヨ〒394-0035 （後発調２）第970号       平成29年12月 1日
     シ岡谷天竜町店 岡谷市天竜町３－５２２１－１
     0266-24-1801  (0266-23-0504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13204･4721･7 長地中央薬局 〒394-0083 （後発調２）第816号       平成28年11月 1日
     岡谷市長地柴宮一丁目１８番１３
     号
     0266-26-2522  (0266-26-2523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13304･4725･8 川岸薬局 〒394-0047 （後発調２）第865号       平成29年 3月 1日
     岡谷市川岸中２丁目３－６
     0266-24-3103  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13404･4727･4 ウエルシア薬局岡谷長〒394-0081 （後発調２）第884号       平成29年 4月 1日
     地店 岡谷市長地権現町１丁目７番３２
     号
     0266-26-2510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13504･4729･0 クラフトさくら薬局　〒394-0028 （後発調２）第922号       平成29年 7月 1日
     岡谷店 岡谷市本町４ー１１ー３２
     0266-21-2301  (0266-21-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13604･4730･8 湖北堂薬局 〒394-0028 （後発調２）第843号       平成29年 1月 1日
     岡谷市本町１－５－１０
     0266-22-2325  (0266-22-4902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13704･4731･6 アイン岡谷薬局 〒394-0028 （後発調２）第891号       平成29年 4月 1日
     岡谷市本町４丁目１１－５
     0266-23-2808  (0266-23-2444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13804･4733･2 しなの調剤薬局 〒394-0028 （後発調２）第503号       平成28年 4月 1日
     岡谷市本町４－１１－３
     0266-75-5993  (0266-75-5994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13904･4734･0 日本調剤　岡谷薬局 〒394-0028 （後発調２）第616号       平成28年 4月 1日
     岡谷市本町４－１１－６
     0266-21-1175  (0266-21-1176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14004･4735･7 薬局　マツモトキヨシ〒394-0022 （後発調２）第827号       平成28年12月 1日
     レイクウォーク岡谷店岡谷市銀座一丁目１－５　レイク
     ウォーク岡谷１Ｆ
     0266-21-1080  (0266-21-1081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14105･4047･4 柴田薬局 〒395-0031 （後発調２）第806号       平成28年10月 1日
     飯田市銀座４－１０－３
     0265-22-0334  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14205･4706･5 有限会社　中山薬局 〒395-0041 （後発調２）第957号       平成29年11月 1日
     飯田市中央通リ２－１４
     0265-22-3381  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14305･4712･3 飯田下伊那薬剤師会会〒395-0045 （後発調２）第539号       平成28年 4月 1日
     営薬局 飯田市知久町４－１２１０－１
     0265-53-5200  (0265-53-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14405･4723･0 アサヒ薬局 〒395-0003 （後発調２）第540号       平成28年 4月 1日
     飯田市上郷別府３３４５－７
     0265-52-3203  (0265-52-3528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14505･4724･8 有限会社　菅沼薬局 〒395-0801 （後発調２）第817号       平成28年11月 1日
     飯田市鼎中平１９９５－２７
     0265-22-2359  (0265-24-4060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14605･4725･5 八幡ヶ丘薬局 〒395-0804 （後発調２）第617号       平成28年 4月 1日
     飯田市鼎名古熊２６０６－１
     0265-52-1700  (0265-53-3288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14705･4726･3 サンピヨ薬局 〒395-0002 （後発調２）第944号       平成29年10月 1日
     飯田市上郷飯沼７４８
     0265-21-3033  (0265-21-3035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14805･4729･7 調剤薬局　マツモトキ〒399-2561 （後発調２）第892号       平成29年 4月 1日
     ヨシ竜丘店 飯田市駄科１３０１ー１
     0265-26-8739  (0265-26-8746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14905･4731･3 クオール飯田北薬局 〒395-0056 （後発調２）第828号       平成28年12月 1日
     飯田市大通１丁目１９ー１
     0265-21-5589  (0265-21-5590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15005･4733･9 林薬局 〒399-2221 （後発調２）第541号       平成28年 4月 1日
     飯田市龍江７１３０－１
     0265-27-3073  (0265-27-3073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15105･4734･7 クオール飯田薬局 〒395-0056 （後発調２）第792号       平成28年 9月 1日
     飯田市大通１丁目２６ー６
     0265-56-1589  (0265-56-1590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15205･4736･2 クオールめがね橋薬局〒395-0016 （後発調２）第866号       平成29年 3月 1日
     飯田市伝馬町１ー１
     0265-56-0589  (0265-56-0590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15305･4747･9 クオールまるやま薬局〒395-0076 （後発調２）第807号       平成28年10月 1日
     飯田市白山町３丁目東３－１
     0265-59-8989  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15405･4751･1 かなえひまわり薬局 〒395-0801 （後発調２）第743号       平成28年 7月 1日
     飯田市鼎中平１８８４ー１
     0265-56-8177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15505･4754･5 まるやまのサンピヨ薬〒395-0077 （後発調２）第867号       平成29年 3月 1日
     局 飯田市丸山町２－６８０４－１６
     0265-52-5959  (0265-52-5960)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15605･4755･2 いいぬまのサンピヨ薬〒395-0002 （後発調２）第971号       平成29年12月 1日
     局 飯田市上郷飯沼１８１７－４
     0265-21-7750  (0265-21-7758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15705･4757･8 薬局　マツモトキヨシ〒395-0804 （後発調２）第984号       平成30年 1月 1日
     かなえ店 飯田市鼎名古熊２０８１－１
     0265-56-8675  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15805･4758･6 こころ鼎薬局 〒395-0804 （後発調２）第542号       平成28年 4月 1日
     飯田市鼎名古熊５６５番地４
     0265-23-9999  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15905･4760･2 佐藤薬局 〒395-0821 （後発調２）第929号       平成29年 8月 1日
     飯田市松尾新井７００８－３
     0265-56-1071  (0265-56-1079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16005･4761･0 高松薬局 〒395-0004 （後発調２）第774号       平成28年 8月 1日
     飯田市上郷黒田３３９番地２
     0265-23-1287  (0265-52-6005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16105･4762･8 はばのサンピヨ薬局 〒395-0063 （後発調２）第618号       平成28年 4月 1日
     飯田市羽場町１－１９－１０
     0265-48-0402  (0265-48-0403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16205･4765･1 クオールひがしの薬局〒395-0084 （後発調２）第619号       平成28年 4月 1日
     飯田市鈴加町１－２１
     0265-59-7889  (0265-59-7890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16305･4768･5 ハロー薬局　飯田松尾〒395-0811 （後発調２）第904号       平成29年 5月 1日
     店 飯田市松尾上溝６３１７番１
     0265-21-5011  (0265-21-5012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16406･4022･5 片倉薬局 〒392-0012 （後発調２）第543号       平成28年 4月 1日
     諏訪市四賀２２５７－６
     0266-58-0529  (0266-58-0529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16506･4703･0 大坂屋薬局 〒392-0007 （後発調２）第868号       平成29年 3月 1日
     諏訪市清水２丁目７番２２号
     0266-52-0309  (0266-52-0310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16606･4709･7 有限会社　二葉薬局 〒392-0026 （後発調２）第621号       平成28年 4月 1日
     諏訪市大手１丁目３番２号
     0266-52-1242  (0266-52-3460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16706･4719･6 大坂屋薬局湯の脇 〒392-0001 （後発調２）第775号       平成28年 8月 1日
     諏訪市大和３ー５ー７
     0266-53-1440  (0266-53-1422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16806･4726･1 薬局　マツモトキヨシ〒392-0012 （後発調２）第945号       平成29年10月 1日
     赤沼店 諏訪市四賀赤沼１６２５
     0266-58-8978  (0266-58-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16906･4729･5 薬局　マツモトキヨシ〒392-0027 （後発調２）第1003号      平成30年 3月 1日
     大和店 諏訪市湖岸通り２ー３０５ー１
     0266-54-5080  (0266-54-5082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17006･4732･9 かりん薬局 〒392-0027 （後発調２）第905号       平成29年 5月 1日
     諏訪市湖岸通り５－１４－１２
     0266-56-3515  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 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     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17106･4734･5 クオール大手薬局 〒392-0026 （後発調２）第717号       平成28年 6月 1日
     諏訪市大手１丁目１６番６号
     0266-56-1150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17206･4741･0 豊田土屋薬局 〒392-0016 （後発調２）第995号       平成30年 2月 1日
     諏訪市大字豊田２４３７－２
     0266-75-5840  (0266-75-5860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17306･4742･8 こころ薬局 〒392-0022 （後発調２）第622号       平成28年 4月 1日
     諏訪市高島１－２１－１
     0266-54-2788  (0266-54-2789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17406･4744･4 ウエルシア薬局諏訪四〒392-0012 （後発調２）第623号       平成28年 4月 1日
     賀店 諏訪市大字四賀１７３５
     0266-54-2862  (0266-54-2863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17506･4747･7 アイン諏訪薬局 〒392-0027 （後発調２）第744号       平成28年 7月 1日
     諏訪市湖岸通り５－１１３５ー１
     １
     0266-58-6450  (0266-58-3820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17606･4748･5 クローバー薬局 〒392-0015 （後発調２）第844号       平成29年 1月 1日
     諏訪市中洲５６８０－１
     0266-78-6126  (0266-78-6129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17706･4749･3 ふたば元町薬局 〒392-0006 （後発調２）第923号       平成29年 7月 1日
     諏訪市元町４－１１
     0266-75-0288  (0266-75-0289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17807･4011･6 立町中央薬局 〒382-0091 （後発調２）第930号       平成29年 8月 1日
     須坂市立町２６３－６
     026-248-4737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17907･4701･2 有限会社　大丸薬局 〒382-0086 （後発調２）第504号       平成28年 4月 1日
     須坂市須坂９０
     026-245-0502  (026-245-2720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18007･4711･1 かおり薬局 〒382-0098 （後発調２）第776号       平成28年 8月 1日
     須坂市墨坂南２丁目５－５
     026-248-5940  (026-248-5943)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18107･4716･0 わかば薬局須坂 〒382-0087 （後発調２）第544号       平成28年 4月 1日
     須坂市大字須坂１４２０ー１６
     026-215-2921  (026-215-2922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18207･4717･8 スズラン薬局 〒382-0003 （後発調２）第545号       平成28年 4月 1日
     須坂市大字小河原１８９１ー４
     026-242-3581  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18307･4720･2 高梨土屋薬局 〒382-0054 （後発調２）第745号       平成28年 7月 1日
     須坂市高梨２６１
     026-215-2302  (026-215-2304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18407･4722･8 すみさか土屋薬局 〒382-0099 （後発調２）第793号       平成28年 9月 1日
     須坂市墨坂１－４－２
     026-248-0671  (026-248-0679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18507･4723･6 スザカ岡田薬局 〒382-0017 （後発調２）第893号       平成29年 4月 1日
     須坂市日滝古池２１９１－１３－
     ２
     026-246-2461  (026-246-2461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18607･4724･4 蔵の町薬局 〒382-0087 （後発調２）第699号       平成28年 5月 1日
     須坂市須坂１４２０－１９
     026-215-2568  (026-215-2569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18707･4726･9 りんどう薬局 〒382-0028 （後発調２）第624号       平成28年 4月 1日
     須坂市臥竜２丁目１３番１号
     026-217-3220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18807･4727･7 須坂あすなろ薬局 〒382-0092 （後発調２）第625号       平成28年 4月 1日
     須坂市北原町５５６－３
     026-215-2280  (026-215-2282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18907･4728･5 須坂いせや薬局 〒382-0045 （後発調２）第931号       平成29年 8月 1日
     須坂市大字井上字砂田１７００－
     １４
     026-242-3070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19007･4730･1 さくら薬局　長野須坂〒382-0000 （後発調２）第794号       平成28年 9月 1日
     店 須坂市大字須坂１３９６
     026-215-2985  (026-215-2986)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19107･4732･7 幸高中島ファミリー薬〒382-0047 （後発調２）第972号       平成29年12月 1日
     局 須坂市幸高苅屋２７４－２
     026-242-3225  (026-242-3222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19207･4733･5 芝宮前中島ファミリー〒382-0081 （後発調２）第973号       平成29年12月 1日
     薬局 須坂市横町２８８－１
     026-248-9135  (026-248-9121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19307･4734･3 パセリ薬局 〒382-0044 （後発調２）第869号       平成29年 3月 1日
     須坂市八町花田１７５２－６
     026-214-8620  (026-214-8630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19407･4735･0 須坂まい薬局 〒382-0082 （後発調２）第505号       平成28年 4月 1日
     須坂市須坂中町１７８－９
     026-214-7034  (026-214-7065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19507･4736･8 オリジン薬局須坂店 〒382-0091 （後発調２）第506号       平成28年 4月 1日
     須坂市大字須坂字青木１３４５－
     １
     026-247-8831  (026-247-8832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19607･4737･6 クスリのアオキ墨坂薬〒382-0099 （後発調２）第974号       平成29年12月 1日
     局 須坂市墨坂四丁目３番２８号
     026-247-8781  (026-247-8783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19707･4738･4 クスリのアオキ旭ヶ丘〒382-0003 （後発調２）第906号       平成29年 5月 1日
     薬局 須坂市旭ケ丘２１０２番地１
     026-247-8361  (026-247-8362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19807･4739･2 モリキ須坂墨坂薬局 〒382-0098 （後発調２）第870号       平成29年 3月 1日
     須坂市墨坂南１８９５－１
     026-214-3619  (026-214-3629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19908･4709･3 小諸のぞみ薬局 〒384-0803 （後発調２）第818号       平成28年11月 1日
     小諸市丙３９４－１
     0267-25-3981  (0267-25-9200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20008･4712･7 さかもと薬局 〒384-0012 （後発調２）第975号       平成29年12月 1日
     小諸市南町２―４―７
     0267-23-8228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20108･4715･0 小諸コスモス薬局 〒384-0001 （後発調２）第808号       平成28年10月 1日
     小諸市甲東原田１６４８－７
     0267-26-2282  (0267-26-2272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20208･4718･4 御影のぞみ薬局 〒384-0091 （後発調２）第777号       平成28年 8月 1日
     小諸市御影新田字和田原２７４４
     ー３
     0267-26-3981  (0267-26-3980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20308･4719･2 小諸あさま薬局 〒384-0094 （後発調２）第626号       平成28年 4月 1日
     小諸市大字御影新田字向原１５８
     ５ー３
     0267-26-6226  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20408･4721･8 小諸東のぞみ薬局 〒384-0005 （後発調２）第795号       平成28年 9月 1日
     小諸市御幸町２－２－２６
     0267-26-1141  (0267-26-1142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20508･4723･4 美里薬局 〒384-0084 （後発調２）第546号       平成28年 4月 1日
     小諸市耳取９８８－９
     0267-24-0032  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20608･4728･3 クオール小諸薬局 〒384-0801 （後発調２）第547号       平成28年 4月 1日
     小諸市甲４５９８番地２３
     0267-26-2589  (0267-26-2590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20708･4729･1 てんじん薬局 〒384-0043 （後発調２）第627号       平成28年 4月 1日
     小諸市大字諸３４３－１
     0267-31-6772  (0267-31-6822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20808･4731･7 市町てんじん薬局 〒384-0033 （後発調２）第628号       平成28年 4月 1日
     小諸市市町５－３－５
     0267-31-0992  (0267-31-0996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20908･4732･5 小諸あおぞら薬局 〒384-0005 （後発調２）第796号       平成28年 9月 1日
     小諸市御幸町１丁目１５－１１
     0267-31-0981  (0267-31-0982)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21008･4733･3 ウエルシア薬局　小諸〒384-0005 （後発調２）第976号       平成29年12月 1日
     御幸町店 小諸市御幸町１－２－２６
     0267-26-2205  (0267-26-2206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21108･4734･1 アイン薬局和田店 〒384-0093 （後発調２）第958号       平成29年11月 1日
     小諸市和田９６６－１
     0267-31-5512  (0267-31-5513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21208･4736･6 日本調剤　荒町薬局 〒384-0014 （後発調２）第1004号      平成30年 3月 1日
     小諸市荒町１－７－２７　東信ビ
     ル１階
     0267-31-5537  (0267-31-5538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21308･4737･4 赤坂てんじん薬局 〒384-0011 （後発調２）第1005号      平成30年 3月 1日
     小諸市赤坂１－１６－１
     0267-31-0407  (0267-31-0457)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21409･4012･0 サカイ薬局 〒399-4431 （後発調２）第629号       平成28年 4月 1日
     伊那市西春近５１０３
     0265-72-3251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21509･4021･1 おおがや薬局 〒399-4501 （後発調２）第718号       平成28年 6月 1日
     伊那市西箕輪６６９７－１
     0265-74-0075  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21609･4709･1 小池薬局 〒396-0025 （後発調２）第885号       平成29年 4月 1日
     伊那市荒井３４９９
     0265-72-1311  (0265-73-9811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21709･4723･2 西町土屋薬局 〒396-0026 （後発調２）第746号       平成28年 7月 1日
     伊那市西町５１３８番地２０
     0265-98-8030  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21809･4725･7 竜東土屋薬局 〒396-0010 （後発調２）第845号       平成29年 1月 1日
     伊那市境１０６９
     0265-78-7883  (0265-76-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21909･4726･5 遠州屋薬局 〒396-0211 （後発調２）第778号       平成28年 8月 1日
     伊那市高遠町西高遠１６３８
     0265-94-2201  (0265-94-4116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22009･4728･1 ウエルシア薬局　伊那〒396-0012 （後発調２）第708号       平成28年 5月 6日
     上新田店 伊那市上新田２０２１
     0265-71-6810  (0265-71-6822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22109･4730･7 ほたる薬局伊那店 〒396-0015 （後発調２）第632号       平成28年 4月 1日
     伊那市中央５０４６－３
     0265-98-7891  (0265-98-7892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22209･4731･5 真誠堂薬局 〒396-0015 （後発調２）第809号       平成28年10月 1日
     伊那市中央４８４２
     0265-72-3524  (0265-76-9010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22309･4733･1 ウエルシア薬局伊那上〒396-0006 （後発調２）第631号       平成28年 4月 1日
     牧店 伊那市上牧６５９０
     0265-71-5067  (0265-71-5068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22409･4734･9 調剤薬局　マツモトキ〒396-0009 （後発調２）第894号       平成29年 4月 1日
     ヨシ伊那日影店 伊那市日影５６
     0265-71-5710  (0265-71-5711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22509･4736･4 ファーマみらい上牧薬〒396-0006 （後発調２）第548号       平成28年 4月 1日
     局 伊那市上牧６３３６－５番地
     0265-98-6983  (0265-98-6984)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22609･4737･2 山寺薬局 〒396-0023 （後発調２）第507号       平成28年 4月 1日
     伊那市山寺２４６２－９
     0265-96-7327  (0265-96-7328)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22709･4738･0 リジョイス伊那薬局 〒396-0003 （後発調２）第633号       平成28年 4月 1日
     伊那市手良野口２０３７－４
     0265-77-0085  (0265-77-0086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22809･4739･8 柴田薬局 〒396-0014 （後発調２）第846号       平成29年 1月 1日
     伊那市狐島３７０８－３
     0265-72-5960  (0265-72-5914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22909･4740･6 アイセイ薬局　伊那西〒396-0026 （後発調２）第819号       平成28年10月 1日
     町店 伊那市西町５７４６－４
     0265-71-4607  (0265-78-9041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23009･4741･4 青い鳥薬局　境店 〒396-0010 （後発調２）第932号       平成29年 8月 1日
     伊那市境１３９４－３
     0265-98-0951  (0265-98-0952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23110･4009･4 高仲薬局 〒399-4117 （後発調２）第508号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市赤穂４５７４
     0265-81-1601  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23210･4011･0 興生堂薬局 〒399-4115 （後発調２）第549号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市上穂栄町４－５
     0265-83-3352  (0265-83-2185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23310･4701･6 株式会社　ハヤシ薬局〒399-4112 （後発調２）第550号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市中央９－１
     0265-82-5800  (0265-82-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23410･4702･4 有限会社　田中薬局 〒399-4112 （後発調２）第634号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市中央９－１３
     0265-82-3302  (0265-83-1056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23510･4703･2 株式会社　湖北堂薬局〒399-4231 （後発調２）第635号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市中沢４０５７
     0265-83-3710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23610･4713･1 上穂みなみ薬局 〒399-4114 （後発調２）第719号       平成28年 6月 1日
     駒ケ根市上穂南１番２１号
     0265-82-8078  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23710･4715･6 アイルニコニコ薬局 〒399-4117 （後発調２）第551号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市赤穂１４６３５―３
     0265-81-0017  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23810･4717･2 サンロード小町屋薬局〒399-4108 （後発調２）第510号       平成28年 4月 1日
     駒ケ根市下市場３２番６号
     0265-82-7331  (0265-82-7332)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23910･4719･8 スクエア薬局　駒ヶ根〒399-4117 （後発調２）第747号       平成28年 7月 1日
     店 駒ケ根市赤穂１３６２－４
     0265-82-1185  (0265-82-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24010･4720･6 南山堂薬局　駒ヶ根店〒399-4101 （後発調２）第511号       平成28年 4月 1日
     駒ヶ根市下平２９３４番３３６
     0265-98-6592  (0265-98-6593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24110･4721･4 サンロード調剤薬局　〒399-4107 （後発調２）第871号       平成29年 3月 1日
     南田店 駒ヶ根市南田１０－１５
     0265-98-8130  (0265-98-8131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24211･4710･5 中野薬局 〒383-0037 （後発調２）第552号       平成28年 4月 1日
     中野市大字小田中１８３ー３
     0269-24-1666  (0269-24-1677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24311･4713･9 中野東薬局 〒383-0013 （後発調２）第553号       平成28年 4月 1日
     中野市中野１９３１ー７
     0269-24-5444  (0269-24-5445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24411･4714･7 めぐみ薬局 〒383-0046 （後発調２）第636号       平成28年 4月 1日
     中野市大字片塩字寺前４１９ー６
     0269-24-6077  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24511･4721･2 中野西薬局 〒383-0015 （後発調２）第554号       平成28年 4月 1日
     中野市吉田１１６６－２
     0269-24-6333  (0269-24-6334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24611･4722･0 中野南宮薬局 〒383-0031 （後発調２）第555号       平成28年 4月 1日
     中野市南宮３３５－２
     0269-24-6886  (0269-24-6887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24711･4723･8 かすみ薬局トマト店 〒383-0041 （後発調２）第810号       平成29年 6月 1日
     中野市大字岩船４１９番地１
     0269-26-0890  (0269-22-8193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24811･4725･3 イオン薬局中野店 〒383-0012 （後発調２）第637号       平成28年 4月 1日
     中野市大字一本木２５２－１
     0269-23-3734  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24911･4727･9 薬局　マツモトキヨシ〒383-0015 （後発調２）第985号       平成30年 1月 1日
     中野吉田店 中野市吉田１０４９－１
     0269-24-7550  (0269-23-1071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25011･4728･7 ミナミ一本木薬局 〒383-0012 （後発調２）第877号       平成29年 4月 1日
     中野市一本木１５９－２
     0269-38-0375  (0269-38-0376)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25111･4732･9 マスミツ薬局 〒383-0022 （後発調２）第556号       平成28年 4月 1日
     中野市中央２丁目６－１８
     0269-38-6226  (0269-38-6446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25212･4705･3 有限会社　林薬局 〒398-0002 （後発調２）第557号       平成28年 4月 1日
     大町市大町３１７２－１１
     0261-22-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25312･4706･1 株式会社　タカミ薬局〒398-0002 （後発調２）第946号       平成29年10月 1日
     大町市大町２５４３
     0261-22-0180  (0261-22-0692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25412･4710･3 かみいち林薬局 〒398-0004 （後発調２）第558号       平成28年 4月 1日
     大町市常盤５８９７ー５５
     0261-26-3025  (0261-26-3025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25512･4715･2 はなのき林薬局 〒398-0002 （後発調２）第947号       平成29年10月 1日
     大町市大町３５０２－１０
     0261-85-0595  (0261-85-0595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25613･4003･1 たなかや薬局 〒389-2233 （後発調２）第986号       平成30年 1月 1日
     飯山市野坂田４１９－１
     0269-81-4193  (0269-81-2293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25713･4701･0 有限会社　岡田薬局 〒389-2253 （後発調２）第895号       平成29年 4月 1日
     飯山市飯山１２１０
     0269-62-3019  (0269-62-5161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25813･4705･1 足立薬局 〒389-2412 （後発調２）第638号       平成28年 4月 1日
     飯山市大字常郷１－１
     0269-65-2030  (0269-65-2654)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25913･4708･5 田町土屋薬局 〒389-2253 （後発調２）第748号       平成28年 7月 1日
     飯山市大字飯山字田町２９３８ー
     ４
     0269-81-1338  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26013･4709･3 木島モリキ薬局 〒389-2234 （後発調２）第639号       平成28年 4月 1日
     飯山市大字木島６５９ー２
     0269-81-3830  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26113･4711･9 飯山土屋薬局 〒389-2253 （後発調２）第640号       平成28年 4月 1日
     飯山市飯山新町裏１８６－１
     0269-81-2810  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26213･4712･7 飯山新町モリキ薬局 〒389-2253 （後発調２）第779号       平成28年 8月 1日
     飯山市飯山新町裏２２０－５
     0269-81-2262  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26313･4715･0 飯山薬局 〒389-2253 （後発調２）第872号       平成29年 3月 1日
     飯山市飯山２４２番地８
     0269-81-2252  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26414･4706･7 有限会社　フジモリ薬〒391-0013 （後発調２）第924号       平成29年 7月 1日
     局 茅野市宮川４５３２
     0266-72-2200  (0266-72-2190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26514･4714･1 薬局　マツモトキヨシ〒391-0001 （後発調２）第1006号      平成30年 3月 1日
     上原店 茅野市ちの２４３ー７
     0266-73-7263  (0266-73-7960)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26614･4720･8 オギノＳＣフジモリ薬〒391-0002 （後発調２）第797号       平成28年 9月 1日
     局 茅野市塚原１―１７―１
     0266-71-2578  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26714･4721･6 茅野土屋薬局 〒391-0011 （後発調２）第886号       平成29年 4月 1日
     茅野市玉川４２７４－１
     0266-71-2122  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26814･4727･3 のぞみ薬局 〒391-0001 （後発調２）第847号       平成29年 1月 1日
     茅野市ちの３３８６
     0266-73-7680  (0266-73-7699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26914･4729･9 白樺薬局 〒391-0011 （後発調２）第559号       平成28年 4月 1日
     茅野市玉川３０８６－１－２
     0266-82-6282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27014･4730･7 こぶし薬局 〒391-0213 （後発調２）第641号       平成28年 4月 1日
     茅野市豊平南堀４５３８－１
     0266-71-6202  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27114･4736･4 てらさわ薬局 〒391-0002 （後発調２）第560号       平成28年 4月 1日
     茅野市塚原２－７－２８
     0266-78-7851  (0266-78-7852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27214･4740･6 茅野横内薬局 〒391-0001 （後発調２）第642号       平成28年 4月 1日
     茅野市ちの２８０８－２
     0266-82-5788  (0266-82-5787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27314･4741･4 ふたば本町薬局 〒391-0003 （後発調２）第643号       平成28年 4月 1日
     茅野市本町東３－５
     0266-82-7288  (0266-82-7289)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27414･4743･0 カタクリ薬局 〒391-0013 （後発調２）第644号       平成28年 4月 1日
     茅野市宮川４４３８－１
     0266-55-2596  (0266-55-4096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27514･4744･8 アイン茅野薬局 〒391-0011 （後発調２）第820号       平成28年11月 1日
     茅野市玉川字荒神前４１８３－７
     0266-82-1991  (0266-82-3883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27614･4745･5 アイン本町西薬局 〒391-0003 （後発調２）第703号       平成28年 5月 1日
     茅野市本町西３ー４
     0266-82-3660  (0266-82-3661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27714･4746･3 ふたば玉川薬局 〒391-0011 （後発調２）第645号       平成28年 4月 1日
     茅野市玉川４４９６－１
     0266-72-5488  (0266-72-5489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27814･4747･1 ウエルシア薬局　茅野〒391-0003 （後発調２）第959号       平成29年11月 1日
     本町店 茅野市本町西４６０４番地１
     0266-82-8220  (0266-82-8221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27915･4707･2 ダイリン薬局 〒399-0702 （後発調２）第942号       平成29年 8月14日
     塩尻市広丘野村１６８８－１
     0263-53-4709  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28015･4713･0 広丘野村とをしや薬局〒399-0702 （後発調２）第933号       平成29年 8月 1日
     塩尻市広丘野村２１８７番地
     0263-51-6020  (0263-51-6023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28115･4719･7 塩尻ひまわり薬局 〒399-0715 （後発調２）第646号       平成28年 4月 1日
     塩尻市長畝２３０ー３
     0263-51-5311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28215･4721･3 ききょう薬局 〒399-6461 （後発調２）第830号       平成28年12月 1日
     塩尻市宗賀１２９５－４
     0263-51-0502  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28315･4726･2 株式会社日医調剤　塩〒399-0701 （後発調２）第561号       平成28年 4月 1日
     尻薬局 塩尻市広丘吉田５５１－７
     0263-50-7731  (0263-50-7732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28417･4020･6 岡部薬局 〒384-2205 （後発調２）第647号       平成28年 4月 1日
     佐久市春日２７１６－１３
     0267-53-3016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28517･4705･2 株式会社　みなしん薬〒385-0022 （後発調２）第873号       平成29年 3月 1日
     局 佐久市岩村田７４４
     0267-67-2225  (0267-67-2406)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28617･4730･0 コスモス薬局 〒385-0022 （後発調２）第720号       平成28年 6月 1日
     佐久市岩村田観音堂２１１９ー１
     0267-65-7373  (0267-65-7372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28717･4734･2 こぶし薬局 〒385-0022 （後発調２）第960号       平成29年11月 1日
     佐久市岩村田１３１１－１０
     0267-66-0207  (0267-66-0208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28817･4736･7 大森薬局 〒385-0012 （後発調２）第780号       平成28年 8月 1日
     佐久市根々井９２１－５
     0267-66-0035  (0267-66-0053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28917･4738･3 合資会社　萬寿堂薬局〒384-0301 （後発調２）第987号       平成30年 1月 1日
     佐久市臼田２２４
     0267-82-3141  (0267-82-3142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29017･4739･1 株式会社　友野薬局 〒384-0414 （後発調２）第648号       平成28年 4月 1日
     佐久市下越１９５－３
     0267-82-2171  (0267-82-2343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29117･4741･7 うすだ薬局 〒384-0301 （後発調２）第878号       平成29年 4月 1日
     佐久市臼田２１６ー１
     0267-82-7004  (0267-82-7194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29217･4743･3 あさま薬局 〒384-0301 （後発調２）第649号       平成28年 4月 1日
     佐久市臼田２１４８ー３
     0267-82-7227  (0267-82-8238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29317･4745･8 臼田のぞみ薬局 〒384-0412 （後発調２）第751号       平成28年 7月 1日
     佐久市田口６５２５ー１
     0267-81-1200  (0267-81-1201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29417･4746･6 スター薬局 〒384-0301 （後発調２）第996号       平成30年 2月 1日
     佐久市臼田２１２ー５
     0267-81-1151  (0267-81-1153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29517･4748･2 大田薬局 〒384-2204 （後発調２）第907号       平成29年 5月 1日
     佐久市協和下田１１９－５
     0267-54-2325  (0267-54-2387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29617･4752･4 ソーマ野沢薬局 〒385-0052 （後発調２）第925号       平成29年 7月 1日
     佐久市原５６８－１
     0267-64-6307  (0267-64-6308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29717･4753･2 オレンジ薬局 〒385-0027 （後発調２）第977号       平成29年12月 1日
     佐久市佐久平駅北１８－１
     0267-68-3809  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29817･4757･3 ソーマ佐久平薬局 〒385-0022 （後発調２）第831号       平成28年12月 1日
     佐久市岩村田１３１８－７
     0267-88-5130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29917･4758･1 調剤薬局ツルハドラッ〒385-0022 （後発調２）第513号       平成28年 4月 1日
     グ佐久岩村田店 佐久市岩村田２１０３
     0267-66-0282  (0267-66-0282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30017･4759･9 中込中央薬局 〒385-0051 （後発調２）第697号       平成28年 4月 1日
     佐久市中込３１１０－１５
     0267-63-2752  (0267-63-8061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30117･4760･7 ほのぼの薬局 〒385-0022 （後発調２）第514号       平成28年 4月 1日
     佐久市岩村田１８０８－１
     0267-78-3580  (0267-78-3581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30217･4763･1 さくら薬局　長野岩村〒385-0022 （後発調２）第562号       平成28年 4月 1日
     田店 佐久市岩村田１３３５ー５
     0267-67-7300  (0267-66-1830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30317･4764･9 さくら薬局　長野浅間〒385-0022 （後発調２）第563号       平成28年 4月 1日
     店 佐久市岩村田１３３７－２
     0267-68-5282  (0267-68-5283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30417･4766･4 イオン薬局佐久平店 〒385-0029 （後発調２）第650号       平成28年 4月 1日
     佐久市佐久平駅南１１－１０
     0267-66-3152  (0267-66-3375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30517･4768･0 あおぞら薬局 〒385-0021 （後発調２）第564号       平成28年 4月 1日
     佐久市長土呂８０３－３４
     0267-88-7870  (0267-88-7871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30617･4769･8 コスモファーマ岩村田〒385-0022 （後発調２）第978号       平成29年12月 1日
     薬局 佐久市岩村田１０８１－１
     0267-88-7883  (0267-88-7884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30717･4771･4 ウエルシア薬局佐久イ〒385-0009 （後発調２）第651号       平成28年 4月 1日
     ンターウェーブ店 佐久市小田井６１３－１
     0267-66-0338  (0267-66-0348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30817･4773･0 佐久平もみの木薬局 〒385-0051 （後発調２）第652号       平成28年 4月 1日
     佐久市中込３６３９－３３
     0267-63-8228  (0267-63-8238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30917･4775･5 コスモファーマ中込薬〒385-0051 （後発調２）第653号       平成28年 4月 1日
     局 佐久市中込字曲坂３６１１番１０
     0267-77-7698  (0267-77-7699)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31017･4777･1 シンサン薬局 〒385-0051 （後発調２）第998号       平成30年 2月 1日
     佐久市中込３６１１－２１９
     0267-77-7819  (0267-77-7829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31117･4778･9 日本調剤　佐久薬局 〒385-0051 （後発調２）第707号       平成28年 5月 1日
     佐久市中込３２８２－１
     0267-66-7715  (0267-66-7716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31217･4781･3 ウエルシア薬局佐久中〒385-0051 （後発調２）第654号       平成28年 4月 1日
     込店 佐久市中込４４７－５
     0267-64-6755  (0267-64-6756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31317･4782･1 中込のぞみ薬局 〒385-0051 （後発調２）第721号       平成28年 6月 1日
     佐久市中込３５６８番地９２
     0267-77-7393  (0267-77-7398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31417･4783･9 みなみ薬局 〒385-0022 （後発調２）第832号       平成28年12月 1日
     佐久市岩村田字北一本柳２０１３
     －１
     0267-78-5972  (0267-78-5973)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31517･4784･7 佐久平薬局 〒385-0027 （後発調２）第655号       平成28年 4月 1日
     佐久市佐久平駅北１９－１４
     0267-66-7553  (0267-66-7554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31617･4785･4 スマイル薬局 〒385-0022 （後発調２）第950号       平成29年10月10日
     佐久市岩村田字東大門先２０８０
     －１１
     0267-65-8830  (0267-65-8835)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31717･4788･8 佐久調剤薬局 〒385-0022 （後発調２）第908号       平成29年 5月 1日
     佐久市岩村田１３３４
     0267-68-0808  (0267-68-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31817･4789･6 コスモス薬局　長土呂〒385-0021 （後発調２）第858号       平成29年 2月 1日
     店 佐久市長土呂４７６－７
     0267-88-8011  (0267-88-8012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31917･4791･2 佐久中央ほしまん薬局〒385-0011 （後発調２）第979号       平成29年12月 1日
     佐久市猿久保７９０－１
     0267-67-2134  (0267-88-7831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32018･4002･2 小岩薬局 〒387-0012 （後発調２）第692号       平成28年 4月 1日
     千曲市大字桜堂５２１
     026-272-0210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32118･4703･5 有限会社　宮下薬局 〒387-0007 （後発調２）第657号       平成28年 4月 1日
     千曲市屋代１９１５
     026-272-0064  (026-272-0840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32218･4709･2 お日さま薬局 〒387-0013 （後発調２）第722号       平成28年 6月 1日
     千曲市大字小島３１２８
     026-272-0229  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32318･4710･0 やしろ薬局 〒387-0007 （後発調２）第874号       平成29年 3月 1日
     千曲市屋代８５７－１
     026-272-8461  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32418･4716･7 やまざき薬局 〒389-0821 （後発調２）第658号       平成28年 4月 1日
     千曲市上山田温泉４－２３－１６
     026-261-0071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32518･4718･3 有限会社　いわかた薬〒389-0804 （後発調２）第781号       平成28年 8月 1日
     局 千曲市大字戸倉１７８７－９
     026-275-0269  (026-275-0269)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32618･4721･7 磯部土屋薬局 〒389-0806 （後発調２）第565号       平成28年 4月 1日
     千曲市磯部７６８ー６
     026-275-6464  (026-275-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32718･4726･6 内川土屋薬局 〒389-0802 （後発調２）第782号       平成28年 8月 1日
     千曲市内川８１８－１
     026-261-5711  (026-261-5722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32818･4727･4 信州調剤薬局 〒387-0011 （後発調２）第693号       平成28年 4月 1日
     千曲市杭瀬下３－１８１
     026-214-6868  (026-214-6871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32918･4731･6 ウエルシア薬局千曲稲〒387-0021 （後発調２）第659号       平成28年 4月 1日
     荷山店 千曲市稲荷山治田町１３３２
     026-273-8208  (026-273-8218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33018･4733･2 上徳間薬局 〒389-0802 （後発調２）第909号       平成29年 5月 1日
     千曲市内川６２９番地１
     026-276-7790  (026-276-7791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33118･4734･0 ウエルシア薬局千曲内〒389-0802 （後発調２）第910号       平成29年 5月 1日
     川店 千曲市大字内川６７７番地１
     026-261-5530  (026-261-5531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33218･4735･7 クスリのアオキ戸倉薬〒389-0804 （後発調２）第997号       平成30年 2月 1日
     局 千曲市戸倉１９１６－１
     026-214-2403  (026-214-2404)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33319･4001･2 さくら薬局 〒389-0512 （後発調２）第515号       平成28年 4月 1日
     東御市滋野乙２１５８－３
     0268-64-4071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33419･4706･6 東御のぞみ薬局 〒389-0515 （後発調２）第661号       平成28年 4月 1日
     東御市常田１４１－２
     0268-62-3981  (0268-62-3990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33519･4710･8 みまき薬局 〒389-0401 （後発調２）第754号       平成28年 7月 1日
     東御市島川原８０－２２
     0268-61-6668  (0268-61-6669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33619･4714･0 ウエルシア薬局東御か〒389-0505 （後発調２）第849号       平成29年 1月 1日
     のう店 東御市和３１７８
     0268-64-7708  (0268-64-7738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33720･4714･8 せき薬局 〒384-0613 （後発調２）第755号       平成28年 7月 1日
     南佐久郡佐久穂町大字高野町３１
     ０－１
     0267-86-1020  (0267-86-4126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33820･4728･8 せき薬局　宿岩店 〒384-0613 （後発調２）第662号       平成28年 4月 1日
     南佐久郡佐久穂町大字高野町７２
     ０－１０
     0267-88-7170  (0267-88-7173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33920･4729･6 佐久穂もみの木薬局 〒384-0613 （後発調２）第875号       平成29年 3月 1日
     南佐久郡佐久穂町大字高野町４６
     １－６
     0267-86-7337  (0267-86-7447)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34020･4731･2 野辺山高原薬局 〒384-1305 （後発調２）第756号       平成28年 7月 1日
     南佐久郡南牧村野辺山１０９
     0267-91-1610  (0267-91-1611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34121･4012･5 桐万薬局 〒389-0112 （後発調２）第663号       平成28年 4月 1日
     北佐久郡軽井沢町中軽井沢６－７
     0267-45-5188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34221･4713･8 たてしな薬局 〒384-2305 （後発調２）第664号       平成28年 4月 1日
     北佐久郡立科町大字芦田２５８０
     0267-51-3636  (0267-56-2475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34321･4715･3 友愛薬局 〒389-0111 （後発調２）第723号       平成28年 6月 1日
     北佐久郡軽井沢町長倉２４１６―
     ２
     0267-44-3666  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34422･4720･1 大沢薬局 〒386-0603 （後発調２）第811号       平成28年10月 1日
     小県郡長和町古町２８４４－２
     0268-41-2700  (0268-41-2701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34523･4010･5 厚仁薬局 〒393-0061 （後発調２）第694号       平成28年 4月 1日
     諏訪郡下諏訪町３１５５
     0266-27-5287  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34623･4711･8 イズミ薬局 〒393-0056 （後発調２）第517号       平成28年 4月 1日
     諏訪郡下諏訪町５３２５
     0266-28-6566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34723･4719･1 ひまわり薬局 〒393-0077 （後発調２）第757号       平成28年 7月 1日
     諏訪郡下諏訪町２１２－２４
     0266-26-7226  (0266-27-4614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34823･4722･5 はるも薬局 〒399-0214 （後発調２）第566号       平成28年 4月 1日
     諏訪郡富士見町落合１０３９９－
     ８６
     0266-78-7762  (0266-78-7713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34924･4012･9 カニサワ薬局 〒399-4601 （後発調２）第567号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡箕輪町中箕輪１２８１５
     －２
     0265-79-6578  (0265-79-0876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35024･4712･4 有限会社　トノムラヤ〒399-4301 （後発調２）第665号       平成28年 4月 1日
     薬局 上伊那郡宮田村３３６１
     0265-85-2106  (0265-85-2349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35124･4717･3 有限会社　毛利薬局 〒399-4511 （後発調２）第889号       平成29年 4月 1日
     上伊那郡南箕輪村３４６９－１
     0265-78-6780  (0265-78-0858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35224･4721･5 飯島亀田薬局 〒399-3702 （後発調２）第724号       平成28年 6月 1日
     上伊那郡飯島町飯島２０３８－２
     0265-89-1006  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35324･4734･8 けやき薬局 〒399-4601 （後発調２）第518号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡箕輪町中箕輪１１３２８
     －４
     0265-71-3654  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35424･4735･5 伊北ハヤシ薬局 〒399-4601 （後発調２）第725号       平成28年 6月 1日
     上伊那郡箕輪町中箕輪雨堀３３６
     ７－１
     0265-70-1150  (0265-70-1151)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35524･4738･9 株式会社アルプス薬局〒399-4511 （後発調２）第519号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡南箕輪村１２８４－９
     0265-77-1193  (0265-78-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35624･4739･7 ソレイユ薬局 〒399-4601 （後発調２）第890号       平成29年 4月 1日
     上伊那郡箕輪町中箕輪１２２０８
     －３
     0265-71-3636  (0265-71-3640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35724･4741･3 辰野調剤センター薬局〒399-0421 （後発調２）第934号       平成29年 8月 1日
     病院前 上伊那郡辰野町辰野１４６３－１
     0266-44-3611  (0266-44-3612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35824･4742･1 ほたる薬局伊北店 〒399-4601 （後発調２）第520号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡箕輪町大字中箕輪３００
     ９－１
     0265-96-7781  (0265-96-7782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35924･4744･7 みのわ土屋薬局 〒399-4601 （後発調２）第833号       平成28年12月 1日
     上伊那郡箕輪町大字中箕輪８６１
     ２－１
     0265-98-4080  (0265-98-4090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36024･4746･2 アイン両小野薬局 〒399-0601 （後発調２）第666号       平成28年 4月 1日
     上伊那郡辰野町大字小野１２９０
     －３０
     0266-78-8501  (0266-78-8502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36124･4747･0 アイセイ薬局　伊那店〒399-4601 （後発調２）第821号       平成28年10月 1日
     上伊那郡箕輪町中箕輪９９７９番
     地１４
     0265-71-1701  (0265-70-7720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36224･4748･8 こもれび薬局 〒399-3702 （後発調２）第935号       平成29年 8月 1日
     上伊那郡飯島町飯島２５５０－８
     0265-98-8641  (0265-98-8651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36324･4749･6 いろどり薬局 〒399-4601 （後発調２）第980号       平成29年12月 1日
     上伊那郡箕輪町大字中箕輪４４７
     －１
     0265-70-1610  (0265-70-1612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36425･4701･4 筒井薬局 〒399-3103 （後発調２）第568号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡高森町下市田２８５７－
     １４
     0265-35-6991  (0265-35-7103)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36525･4710･5 有限会社　平沢薬局 〒399-3303 （後発調２）第569号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡松川町元大島１４７６
     0265-36-2166  (0265-36-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36625･4714･7 キクリン堂ピカイチ薬〒395-1101 （後発調２）第834号       平成28年12月 1日
     局 下伊那郡喬木村１２９２
     0265-33-4545  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36725･4715･4 びぜんや薬局 〒399-3202 （後発調２）第570号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡豊丘村大字神稲１３３－
     １
     0265-35-2314  (0265-35-8256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36825･4716･2 つばさ薬局 〒399-3103 （後発調２）第667号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡高森町下市田２９６４
     0265-35-9040  (0265-35-9039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36925･4718･8 アップル薬局 〒399-3303 （後発調２）第571号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡松川町元大島３２６６ー
     １
     0265-34-1372  (0265-34-1373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37025･4719･6 イサワ薬局 〒399-3303 （後発調２）第572号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡松川町元大島１４６８ー
     ４
     0265-36-2009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37125･4720･4 イサワ名子薬局 〒399-3303 （後発調２）第727号       平成28年 6月 1日
     下伊那郡松川町元大島３９０５ー
     １
     0265-36-6688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37225･4721･2 はらまち薬局 〒399-3104 （後発調２）第911号       平成29年 5月 1日
     下伊那郡高森町上市田６３２ー１
     0265-34-3261  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37325･4722･0 あおぞら薬局 〒399-3101 （後発調２）第668号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡高森町山吹４５３４－３
     0265-34-2157  (0265-34-2167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37425･4723･8 あなん薬局 〒399-1501 （後発調２）第981号       平成29年12月 1日
     下伊那郡阿南町北條２０２７－１
     0260-22-3377  (0260-22-3378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37525･4725･3 日本調剤　北條薬局 〒399-1501 （後発調２）第669号       平成28年 4月 1日
     下伊那郡阿南町北條２０２２番地
     0260-31-1261  (0260-31-1262)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月29日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37626･4014･0 ヘルシーズみたけ薬局〒397-0101 （後発調２）第912号       平成29年 5月 1日
     木曽郡木曽町三岳６４９７－５
     0264-46-1117  (0264-46-1116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37726･4703･8 小林薬局 〒399-5603 （後発調２）第758号       平成28年 7月 1日
     木曽郡上松町駅前通り２－２４
     0264-52-2108  (0264-52-4112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37826･4709･5 カドマ南薬局 〒397-0001 （後発調２）第670号       平成28年 4月 1日
     木曽郡木曽町福島６１８１
     0264-22-2628  (0264-25-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37926･4710･3 木曽薬剤師会薬局 〒397-0001 （後発調２）第573号       平成28年 4月 1日
     木曽郡木曽町福島６４６０ー３
     0264-23-3633  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38026･4714･5 イオン薬局木曽福島店〒397-0001 （後発調２）第671号       平成28年 4月 1日
     木曽郡木曽町福島５３９８－１
     0264-23-3993  (0264-23-3993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38127･4708･5 麻績土屋薬局 〒399-7701 （後発調２）第876号       平成29年 3月 1日
     東筑摩郡麻績村麻４６３４－６
     0263-67-4888  (0263-67-3393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38227･4710･1 株式会社日医調剤　波〒390-1401 （後発調２）第672号       平成28年 4月 1日
     田薬局 松本市波田４４１７－１２９
     0263-91-1095  (0263-91-1096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38327･4711･9 株式会社日医調剤　森〒390-1401 （後発調２）第759号       平成28年 7月 1日
     口薬局 松本市波田９８８０ー５
     0263-91-1771  (0263-91-1772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38427･4714･3 塩原薬局 〒390-1401 （後発調２）第673号       平成28年 4月 1日
     松本市波田５４４５－４
     0263-92-2155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38529･4706･5 太田薬局 〒399-9301 （後発調２）第812号       平成28年10月 1日
     北安曇郡白馬村大字北城６０２９
     0261-72-5593  (0261-72-6015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38629･4709･9 スヤマ薬局あいそめ 〒399-8602 （後発調２）第674号       平成28年 4月 1日
     北安曇郡池田町大字会染４８３１
     －４
     0261-62-0208  (0261-62-0208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38729･4711･5 白馬アップル薬局 〒399-9301 （後発調２）第675号       平成28年 4月 1日
     北安曇郡白馬村大字北城８７１８
     0261-72-6203  (0261-72-6128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38829･4712･3 有限会社　キムラ薬局〒399-8601 （後発調２）第676号       平成28年 4月 1日
     北安曇郡池田町大字池田３０９４
     の１
     0261-62-5210  (0261-62-6425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38929･4716･4 フロンティア薬局安曇〒399-8601 （後発調２）第988号       平成30年 1月 1日
     野店 北安曇郡池田町池田３―３１５３
     ―１
     0261-61-5500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39029･4717･2 池田土屋薬局 〒399-8601 （後発調２）第784号       平成28年 8月 1日
     北安曇郡池田町池田３１５２－１
     0261-61-5021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39129･4719･8 ナシダ薬局 〒399-8501 （後発調２）第989号       平成30年 1月 1日
     北安曇郡松川村５７８８－３　
     0261-62-6370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39229･4720･6 すみれ薬局 〒399-8501 （後発調２）第879号       平成29年 4月 1日
     北安曇郡松川村５７２１－２０６
     ７
     0261-85-2061  (0261-85-2062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39329･4721･4 なつめ薬局 〒399-8601 （後発調２）第698号       平成28年 5月 1日
     北安曇郡池田町池田２５３７－４
     ０
     0261-85-0536  (0261-85-0537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39431･4716･0 南条薬局 〒389-0603 （後発調２）第695号       平成28年 4月 1日
     埴科郡坂城町南条７１６２－１
     0268-82-7289  (0268-82-7330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39532･4003･1 小布施薬局 〒381-0201 （後発調２）第521号       平成28年 4月 1日
     上高井郡小布施町小布施１０６２
     026-247-2053  (026-247-2074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39632･4702･8 グリーン薬局 〒381-0201 （後発調２）第700号       平成28年 5月 1日
     上高井郡小布施町小布施３０８
     026-247-5199  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39732･4703･6 サンタグリーン薬局 〒381-0201 （後発調２）第785号       平成28年 8月 1日
     上高井郡小布施町大字小布施字烏
     林２２５４－３
     026-242-6500  (026-242-6550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39832･4704･4 コスモス薬局 〒381-0209 （後発調２）第728号       平成28年 6月 1日
     上高井郡小布施町中松東畑３２４
     ー１
     026-242-6661  (026-242-6662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39932･4705･1 コスモファーマ高山薬〒382-0835 （後発調２）第1007号      平成30年 3月 1日
     局 上高井郡高山村大字高井字千本前
     ６４３６番地４
     026-242-7201  (026-242-7203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40032･4706･9 モリキ小布施薬局 〒381-0201 （後発調２）第937号       平成29年 8月 1日
     上高井郡小布施町小布施９１１－
     ３
     026-247-6027  (026-247-6028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40132･4707･7 まつの木薬局 〒381-0202 （後発調２）第948号       平成29年10月 1日
     上高井郡小布施町大字福原２１５
     －１
     026-274-5802  (026-274-5804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40233･4703･4 木島薬局 〒389-2303 （後発調２）第574号       平成28年 4月 1日
     下高井郡木島平村大字上木島１９
     ０１
     0269-82-1833  (0269-82-1840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40333･4704･2 木島西薬局 〒389-2301 （後発調２）第813号       平成28年10月 1日
     下高井郡木島平村穂高３１０５ー
     ８
     0269-82-1718  (0269-82-1708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40434･4709･9 わかば堂薬局 〒389-1211 （後発調２）第677号       平成28年 4月 1日
     上水内郡飯綱町大字牟礼２２１１
     ー４
     026-253-8935  (026-253-8943)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40534･4711･5 飯綱グリーン薬局 〒389-1211 （後発調２）第701号       平成28年 5月 1日
     上水内郡飯綱町大字牟礼２３６７
     ー１
     026-253-1515  (026-253-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 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     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40634･4712･3 信越土屋薬局 〒389-1305 （後発調２）第1008号      平成30年 3月 1日
     上水内郡信濃町大字柏原３８２ー
     ３
     026-254-8370  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40734･4714･9 三水わかば堂薬局 〒389-1204 （後発調２）第678号       平成28年 4月 1日
     上水内郡飯綱町大字倉井２７７２
     ―１
     026-253-8939  (026-253-8929)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40834･4718･0 ウエルシア薬局飯綱平〒389-1213 （後発調２）第850号       平成29年 1月 1日
     出店 上水内郡飯綱町大字平出２８３８
     番地１
     026-253-1118  (026-253-1228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40940･4004･2 柏原薬局 〒399-8304 （後発調２）第522号       平成28年 4月 1日
     安曇野市穂高柏原２８０４－５
     0263-82-7793  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41040･4701･3 有限会社　横林薬局 〒399-7102 （後発調２）第679号       平成28年 4月 1日
     安曇野市明科中川手６８１４－２
     ３
     0263-62-2005  (0263-62-6138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41140･4704･7 株式会社　犬飼薬局 〒399-8204 （後発調２）第760号       平成28年 7月 1日
     安曇野市豊科高家５１８８－１４
     0263-72-4242  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41240･4711･2 あづみ野薬局 〒399-8205 （後発調２）第916号       平成29年 6月 1日
     安曇野市豊科４２７０－３Ｊビル
     １Ｆ
     0263-72-7802  (0263-72-7970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41340･4712･0 合名会社　上條薬局 〒399-8304 （後発調２）第729号       平成28年 6月 1日
     安曇野市穂高柏原９１２
     0263-82-2047  (0263-82-3160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41440･4713･8 シマヤ薬局 〒399-8303 （後発調２）第680号       平成28年 4月 1日
     安曇野市穂高２５７９－７
     0263-82-6638  (0263-82-5728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41540･4714･6 穂高ナカジマ薬局 〒399-8303 （後発調２）第896号       平成29年 4月 1日
     安曇野市穂高５６４１－３
     0263-82-2798  (0263-82-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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２　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)

  41640･4715･3 株式会社日医調剤　健〒399-8303 （後発調２）第681号       平成28年 4月 1日
     心堂薬局 安曇野市穂高８２６４ー１
     0263-84-0735  (0263-84-0736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41740･4718･7 マルヤマ薬局 〒399-8303 （後発調２）第990号       平成30年 1月 1日
     安曇野市穂高５９５９－２
     0263-82-2045  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41840･4720･3 フロンティア薬局穂高〒399-8302 （後発調２）第730号       平成28年 6月 1日
     店 安曇野市穂高北穂高２９８４－１
     0263-81-3301  (0263-81-3302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41940･4722･9 三溝薬局 〒399-8101 （後発調２）第786号       平成28年 8月 1日
     安曇野市三郷明盛１６７７－１
     0263-77-2067  (0263-77-7601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42040･4727･8 どんぐり薬局 〒399-7102 （後発調２）第859号       平成29年 2月 1日
     安曇野市明科中川手３７３４あや
     めシティー内
     0263-62-0234  (0263-62-0237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42140･4731･0 株式会社　日医調剤　〒399-8301 （後発調２）第682号       平成28年 4月 1日
     有明薬局 安曇野市穂高有明９３９４－８
     0263-83-8722  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42240･4735･1 薬局　マツモトキヨシ〒399-8211 （後発調２）第991号       平成30年 1月 1日
     あづみの堀金店 安曇野市堀金烏川５０５２－１
     0263-71-2720  (0263-31-0155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42340･4737･7 さくら薬局　長野豊科〒399-8201 （後発調２）第835号       平成28年12月 1日
     店 安曇野市豊科南穂高４９４－８
     0263-71-1199  (0263-71-1198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42440･4741･9 そうごう薬局　豊科店〒399-8205 （後発調２）第836号       平成28年12月 1日
     安曇野市豊科５７３１－１７
     0263-73-6371  (0263-73-6372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42540･4742･7 株式会社日医調剤　穂〒399-8303 （後発調２）第683号       平成28年 4月 1日
     高薬局 安曇野市穂高７６４
     0263-81-3155  (0263-81-3156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42640･4743･5 フロンティア薬局柏矢〒399-8303 （後発調２）第684号       平成28年 4月 1日
     町店 安曇野市穂高９８４－１５
     0263-81-3050  (0263-82-8250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42740･4745･0 そうごう薬局　穂高店〒399-8304 （後発調２）第761号       平成28年 7月 1日
     安曇野市穂高柏原１１２２－１０
     0263-82-8501  (0263-82-8502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42840･4746･8 みるく薬局 〒399-8205 （後発調２）第523号       平成28年 4月 1日
     安曇野市豊科４０６－２３
     0263-87-6040  (0263-87-6041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42940･4747･6 よつば薬局 〒399-8204 （後発調２）第685号       平成28年 4月 1日
     安曇野市豊科高家５１０６－２
     0263-88-8277  (0263-88-8611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43040･4748･4 ウエルシア薬局　安曇〒399-8203 （後発調２）第731号       平成28年 6月 1日
     野インター店 安曇野市豊科田沢６９５９番地１
     ０
     0263-71-1512  (0263-71-1513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43140･4749･2 あんず薬局あづみ野店〒399-8205 （後発調２）第949号       平成29年10月 1日
     安曇野市豊科８７７番地４
     0263-87-0227  (0263-87-0228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43251･4000･7 クスリのアオキ稲葉薬〒380-0911 （後発調２）第524号       平成28年 4月 1日
     局 長野市大字稲葉字中河原沖８９６
     番
     026-267-0276  (026-267-0266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43351･4002･3 モリキ薬局まゆみ田店〒381-0052 （後発調２）第787号       平成28年 8月 1日
     長野市檀田二丁目３０番７号
     026-266-0407  (026-266-0442)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43451･4004･9 アーク調剤薬局　長野〒380-0802 （後発調２）第525号       平成28年 4月 1日
     上松店 長野市上松３丁目２３－２０
     026-219-6845  (026-219-6846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43551･4005･6 西鶴賀土屋薬局 〒380-0814 （後発調２）第526号       平成28年 4月 1日
     長野市大字鶴賀西鶴賀町１４７３
     －１
     026-217-1280  (026-217-1290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43651･4006･4 薬局　マツモトキヨシ〒388-8019 （後発調２）第686号       平成28年 4月 1日
     南長野運動公園店 長野市篠ノ井杵淵字大門西１３４
     ８番
     026-299-3510  (026-299-3511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43751･4007･2 ヨシダ薬局 〒381-0043 （後発調２）第788号       平成28年 8月 1日
     長野市吉田５丁目３１－４５
     026-259-3306  (026-259-3710)



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２　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)

  43851･4008･0 なごみ薬局 〒381-2214 （後発調２）第823号       平成28年11月 1日
     長野市稲里町田牧１３１１－３
     026-285-9068  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43951･4010･6 クスリのアオキ三輪東〒380-0803 （後発調２）第938号       平成29年 8月 1日
     薬局 長野市三輪一丁目８番２６号
     026-217-1765  (026-217-1766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44051･4011･4 吉田南センスビュー薬〒381-0043 （後発調２）第961号       平成29年11月 1日
     局 長野市吉田５丁目２３番１１－１
     号
     026-241-1888  (026-241-1889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44151･4012･2 桜枝町池亀薬局 〒380-0862 （後発調２）第926号       平成29年 6月 1日
     長野市大字長野桜枝町１１６９－
     １
     026-252-7350  (026-252-7351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44251･4013･0 しなのき調剤薬局 〒381-0025 （後発調２）第962号       平成29年11月 1日
     長野市大字北長池１６０２番地１
     026-266-0332  (026-266-0338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44351･4014･8 アイセイ薬局　長野み〒380-0822 （後発調２）第953号       平成29年10月 1日
     すゞ店 長野市大字鶴賀南千歳町８８０－
     １　しらかばビル内
     026-228-3660  (026-228-3685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44451･4015･5 川中島薬局 〒381-2221 （後発調２）第952号       平成29年10月 1日
     長野市川中島町御厨１９４２－２
     ３
     026-286-7581  (026-286-7582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44551･4016･3 たんぽぽ薬局 〒381-0022 （後発調２）第951号       平成29年10月 1日
     長野市大豆島５４０－２
     026-213-6615  (026-221-6619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44651･4017･1 ゆう薬局 〒381-1231 （後発調２）第992号       平成30年 1月 1日
     長野市松代町松代１７６
     026-278-7797  (026-278-7834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


