
保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 6月 1日 薬局］ 平成30年 6月 1日      1

034,228,1 有限会社　ミトク薬局〒812-0883 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与
　南福岡店 福岡県福岡市博多区南本町２丁目       （薬価基準）第    77号                  徴収開始年月日：平成18年 1月10日

４番１６号           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額
          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            820          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
034,479,0 春風薬局松崎店 〒813-0035 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県福岡市東区松崎２丁目２２       （薬価基準）第    64号                  徴収開始年月日：平成17年 9月27日
番１２号           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            820          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
044,046,5 中央調剤薬局 〒811-2244 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県糟屋郡志免町志免中央３丁       （薬価基準）第    82号                  徴収開始年月日：平成18年 1月27日
目６番１０号           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            780          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
114,498,3 南口調剤薬局 〒810-0033 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県福岡市中央区小笹４丁目１       （薬価基準）第    58号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 9日
－４１           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            782          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
114,621,0 有限会社　くりおか薬〒810-0002 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

局 福岡県福岡市中央区西中洲１２－       （薬価基準）第    60号                  徴収開始年月日：平成17年 6月14日
３３           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            780          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
114,637,6 マリナ薬局茶山店 〒814-0111 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県福岡市城南区茶山１丁目５       （薬価基準）第    73号                  徴収開始年月日：平成17年12月12日
番１６号           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            800          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
204,058,6 メルシー調剤薬局 〒819-1138 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県糸島市前原駅南２－２１－       （薬価基準）第    72号                  徴収開始年月日：平成17年11月14日
１７           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            780          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
224,248,9 桃の葉調剤薬局 〒830-0017 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県久留米市日吉町２０－７       （薬価基準）第    63号                  徴収開始年月日：平成17年 9月13日
          販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額
          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            821          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274,017,7 コーソ薬局城島店 〒830-0207 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県久留米市城島町城島３７－       （薬価基準）第    57号                  徴収開始年月日：平成17年 6月 3日
４           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                          1,100          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 6月 1日 薬局］ 平成30年 6月 1日      2

554,033,5 合資会社　センター薬〒820-0040 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与
局 福岡県飯塚市吉原町２番１７号       （薬価基準）第    65号                  徴収開始年月日：平成17年10月 5日

          販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額
          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            820          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
564,049,9 番田町調剤薬局 〒825-0018 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県田川市番田町５－１１       （薬価基準）第    59号                  徴収開始年月日：平成17年 6月14日
          販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額
          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            820          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
624,024,0 有限会社通谷薬局 〒809-0018 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県中間市通谷１丁目１－５１       （薬価基準）第    70号                  徴収開始年月日：平成17年11月 9日
          販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額
          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            780          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
744,026,0 そうごう薬局豊前店 〒828-0052 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県豊前市大字塔田７６１番       （薬価基準）第    90号                  徴収開始年月日：平成18年 2月13日
          販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額
          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            800          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
774,197,2 上富野調剤薬局 〒802-0022 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県北九州市小倉北区上富野５       （薬価基準）第    67号                  徴収開始年月日：平成17年10月17日
丁目３－２１           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            800          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
774,242,6 千代丸調剤薬局　徳力〒802-0974 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

店 福岡県北九州市小倉南区徳力３丁       （薬価基準）第    75号                  徴収開始年月日：平成17年12月19日
目９－２           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            820          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
774,303,6 聖薬局 〒803-0843 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県北九州市小倉北区金鶏町１       （薬価基準）第    68号                  徴収開始年月日：平成17年10月24日
－３９           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            840          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
774,391,1 さくら薬局　横代店 〒802-0821 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

福岡県北九州市小倉南区横代北町       （薬価基準）第    62号                  徴収開始年月日：平成17年 8月10日
１丁目３－４           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            782          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
774,433,1 タケシタ調剤薬局　朽〒800-0232 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与

網店 福岡県北九州市小倉南区朽網東２       （薬価基準）第    76号                  徴収開始年月日：平成17年12月26日
－１１－８           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            800          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



保険外併用療養費医療機関名簿

 医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 病床数

[　　　　　　　　 現在 作成         頁

報告内容医療機関番号

平成30年 6月 1日 薬局］ 平成30年 6月 1日      3

774,494,3 三気堂薬局　小倉南店〒802-0841 薬価基準の収載医薬品の薬機法と異なる用法等に係る投与
福岡県北九州市小倉南区北方１丁       （薬価基準）第    78号                  徴収開始年月日：平成17年12月 2日
目６番１３号           販売名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   徴収額

          ストロメクトール錠３ｍｇ　１錠                            782          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


