
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-40103 三愛薬局元町本店 〒770-0834 （地支体）第1号           平成30年 4月 1日
     徳島市元町２丁目１２番地
     088-622-7118  (088-622-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-40012 つるがや薬局 〒770-0923 （地支体）第2号           平成30年 4月 1日
     徳島市大道一丁目５番地１
     088-622-4027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-40673 三谷薬局 〒770-0847 （地支体）第3号           平成30年 4月 1日
     徳島市幸町３丁目３７番地
     088-652-8421  (088-652-8513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-40814 ぐんも調剤薬局 〒770-8079 （地支体）第4号           平成30年 4月 1日
     徳島市八万町大坪１７７－６
     088-668-8139  (088-668-8139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-40822 三谷薬局渭北店 〒770-0802 （地支体）第5号           平成30年 4月 1日
     徳島市吉野本町１丁目１３
     088-622-1570  (088-622-1870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-40871 県庁前サザン薬局 〒770-0942 （地支体）第6号           平成30年 4月 1日
     徳島市昭和町１丁目２２－１
     088-626-6571  (088-626-6572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-44154 常三島調剤薬局 〒770-0812 （地支体）第7号           平成30年 4月 1日
     徳島市北常三島町１丁目１０番地
     １７
     088-657-3955  (088-657-3956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-44295 門田薬局末広店 〒770-0866 （地支体）第8号           平成30年 4月 1日
     徳島市末広四丁目７番１号
     088-652-0496  (088-652-0417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-44717 ダイヤ薬局国府店 〒779-3122 （地支体）第9号           平成30年 4月 1日
     徳島市国府町府中字河原畑６７－
     ２
     088-643-2866  (088-643-3066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-44394 ハート調剤薬局名東店〒770-0047 （地支体）第10号          平成30年 4月 1日
     徳島市名東町２丁目６６１－４
     088-637-0508  (088-637-0515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102-40317 たけ調剤薬局 〒772-0002 （地支体）第11号          平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町斎田字大堤６３－１
     ０
     088-684-5630  (088-684-5631)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1202-40341 よしたけ調剤薬局板東〒779-0238 （地支体）第12号          平成30年 4月 1日
     店 鳴門市大麻町板東字東山田２番地
     の６
     088-689-2185  (088-689-3152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302-40440 ハッピー薬局大津店 〒772-0035 （地支体）第13号          平成30年 4月 1日
     鳴門市大津町矢倉字六ノ越１－１
     088-678-8170  (088-678-8180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402-40465 スマイル調剤薬局大谷〒779-0303 （地支体）第14号          平成30年 4月 1日
     の里 鳴門市大麻町池谷字大石５０番１
     088-689-3755  (088-689-3625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-44733 ありす調剤薬局 〒770-0042 （地支体）第15号          平成30年 4月 1日
     徳島市蔵本町２丁目３０番地１
     088-634-1191  (088-634-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-44741 鈴鈴薬局 〒770-0044 （地支体）第16号          平成30年 4月 1日
     徳島市庄町４丁目５番地の３
     088-632-5483  (088-631-8795)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-44766 徳島中央調剤薬局 〒770-0832 （地支体）第17号          平成30年 4月 1日
     徳島市寺島本町東２丁目１５　１
     Ｆ
     088-626-1722  (088-626-1727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-44824 クローバー調剤薬局伊〒770-0926 （地支体）第18号          平成30年 4月 1日
     賀店 徳島市伊賀町３丁目１０－２
     088-602-0071  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-44832 スマイル調剤薬局国府〒779-3125 （地支体）第19号          平成30年 4月 1日
     南店 徳島市国府町早渕字北カシヤ６１
     －６
     088-643-2328  (088-643-2338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-44980 ひかり薬局山城店 〒770-8055 （地支体）第20号          平成30年 4月 1日
     徳島市山城町西浜傍示１７３番地
     １３
     088-677-7575  (088-677-7576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-45003 ひかり薬局八万店 〒770-8076 （地支体）第21号          平成30年 4月 1日
     徳島市八万町内浜１８番地１
     088-677-7373  (088-677-7374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2201-45045 やまと調剤薬局 〒770-0864 （地支体）第22号          平成30年 4月 1日
     徳島市大和町２丁目３－４８大和
     ハイツ１Ｆ
     088-612-0160  (088-612-0162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-45060 アップル調剤薬局津田〒770-8004 （地支体）第23号          平成30年 4月 1日
     店 徳島市津田西町１丁目６０－６
     088-677-7031  (088-677-7032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-45078 アップル調剤薬局徳大〒770-0042 （地支体）第24号          平成30年 4月 1日
     店 徳島市蔵本町２丁目２０－１
     088-634-1327  (088-634-1328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-45110 調剤薬局るる 〒770-0932 （地支体）第25号          平成30年 4月 1日
     徳島市仲之町２丁目２６番地鹿子
     ビル１階
     088-623-5186  (088-623-5187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-45136 しみん調剤薬局 〒770-0812 （地支体）第26号          平成30年 4月 1日
     徳島市北常三島町２丁目４８－１
     088-678-3515  (088-678-3516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-45219 ＮＰみどり調剤薬局 〒770-0942 （地支体）第27号          平成30年 4月 1日
     徳島市昭和町７丁目３６
     088-602-2377  (088-602-2378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-45243 オブリージュ調剤薬局〒771-0131 （地支体）第28号          平成30年 4月 1日
     徳島市川内町大松８０２番地４
     088-678-7660  (088-678-7661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-45359 西須賀調剤薬局 〒770-8024 （地支体）第29号          平成30年 4月 1日
     徳島市西須賀町下中須８５番６
     088-669-6565  (088-669-6566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-45383 三谷調剤薬局中昭和町〒770-0943 （地支体）第30号          平成30年 4月 1日
     店 徳島市中昭和町３丁目９－２
     088-602-1110  (088-602-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-45409 アピス新町薬局 〒770-0902 （地支体）第31号          平成30年 4月 1日
     徳島市西新町２丁目７－１
     088-678-8850  (088-678-8851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-45417 スマイル調剤薬局健康〒770-0024 （地支体）第32号          平成30年 4月 1日
     館 徳島市佐古四番町６－１９
     088-678-9981  (088-678-9980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3301-45995 クローバー調剤薬局城〒770-8064 （地支体）第33号          平成30年 4月 1日
     南店 徳島市城南町三丁目６番３４号
     088-624-8863  (088-624-8864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-45490 ひかり薬局城東店 〒770-0862 （地支体）第34号          平成30年 4月 1日
     徳島市城東町１丁目８番２５号
     088-678-8531  (088-678-8536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-45508 ぐんも調剤薬局佐古東〒770-0024 （地支体）第35号          平成30年 4月 1日
     店 徳島市佐古四番町３－１８ロータ
     スワゼル１階
     088-657-5139  (088-657-5139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-45532 ひかり漢方薬局 〒770-0051 （地支体）第36号          平成30年 4月 1日
     徳島市北島田町１丁目１４５
     088-679-7771  (088-679-7772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-45540 スマイル調剤薬局　山〒770-8055 （地支体）第37号          平成30年 4月 1日
     城店 徳島市山城町西浜傍示１８４
     088-679-7115  (088-679-7116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-45599 ひかり薬局調剤センタ〒770-0862 （地支体）第38号          平成30年 4月 1日
     ー 徳島市城東町１丁目８番２５号
     088-679-9761  (088-679-9762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-45631 三谷調剤薬局 〒770-0846 （地支体）第39号          平成30年 4月 1日
     徳島市南内町１丁目７番地
     088-679-7484  (088-679-7485)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-45706 国府調剤薬局 〒779-3105 （地支体）第40号          平成30年 4月 1日
     徳島市国府町東高輪字天満３５２
     番６
     088-642-0592  (088-642-5925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-45821 アップル調剤薬局住吉〒770-0861 （地支体）第41号          平成30年 4月 1日
     店 徳島市住吉４丁目５番５号　プリ
     ンスハイツ１階
     088-677-9767  (088-677-9769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-45839 新浜調剤薬局 〒770-8008 （地支体）第42号          平成30年 4月 1日
     徳島市西新浜町１－２９
     088-679-6661  (088-679-6662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-45862 ひかり薬局中島田店 〒770-0052 （地支体）第43号          平成30年 4月 1日
     徳島市中島田町３丁目６０－１
     088-678-6350  (088-678-6360)



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

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4401-45888 佐古二番町調剤薬局 〒770-0022 （地支体）第44号          平成30年 4月 1日
     徳島市佐古二番町５番１１号
     088-678-4412  (088-678-4413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-45896 すみれ調剤薬局なのは〒770-0022 （地支体）第45号          平成30年 4月 1日
     店 徳島市佐古二番町２番１３号
     088-678-8978  (088-678-8977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-45904 ひかり薬局南島田店 〒770-0053 （地支体）第46号          平成30年 4月 1日
     徳島市南島田町４丁目５４－１
     088-678-5801  (088-678-5802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-45920 スマイル調剤薬局西鮎〒770-0046 （地支体）第47号          平成30年 4月 1日
     喰店 徳島市鮎喰町２丁目１１２番地
     088-678-2337  (088-631-8361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-45946 ありす調剤薬局蔵本１〒770-0042 （地支体）第48号          平成30年 4月 1日
     丁目店 徳島市蔵本町１丁目５－１
     088-634-1119  (088-634-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-46019 スマイル調剤薬局渭東〒770-0863 （地支体）第49号          平成30年 4月 1日
     店 徳島市安宅２丁目３番３号
     088-657-6657  (088-657-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002-40473 ひかり薬局鳴門店 〒772-0003 （地支体）第50号          平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町南浜字東浜５８１
     088-678-5365  (088-678-5368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102-40655 河野薬局 〒772-0003 （地支体）第51号          平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町南浜字蛭子前東３９
     －１
     088-686-3225  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202-40846 キララ薬局 〒772-0001 （地支体）第52号          平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字小谷１－３
     088-685-8615  (088-685-8616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5303-40315 アップル調剤薬局日赤〒773-0001 （地支体）第53号          平成30年 4月 1日
     店 小松島市小松島町字井利ノ口１０
     ４
     0885-32-8511  (0885-32-8512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5403-40430 しおかぜ調剤薬局駅前〒773-0003 （地支体）第54号          平成30年 4月 1日
     店 小松島市松島町１－６
     0885-34-9310  (0885-34-9311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5504-40370 アップル調剤薬局中島〒779-1245 （地支体）第55号          平成30年 4月 1日
     店 阿南市那賀川町中島４７７－１
     0884-42-3796  (0884-42-3797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5604-40438 くるみ薬局 〒774-0021 （地支体）第56号          平成30年 4月 1日
     阿南市津乃峰町新浜１９－９９
     0884-27-1081  (0884-27-1082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5704-40461 アップル調剤薬局学原〒774-0014 （地支体）第57号          平成30年 4月 1日
     店 阿南市学原町上水田１１－１
     0884-24-7210  (0884-24-7211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5804-40479 マリ薬局 〒779-1115 （地支体）第58号          平成30年 4月 1日
     阿南市那賀川町敷地３８－５
     0884-42-0855  (0884-42-0855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5904-40651 アナン薬局 〒774-0030 （地支体）第59号          平成30年 4月 1日
     阿南市富岡町滝の下１７番地４
     0884-23-0739  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6004-41022 アップル調剤薬局大野〒774-0048 （地支体）第60号          平成30年 4月 1日
     店 阿南市中大野町北傍示４８３番地
     １
     0884-24-9865  (0884-24-9866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6105-40088 サンコー調剤薬局猪尻〒779-3602 （地支体）第61号          平成30年 4月 1日
     店 美馬市脇町大字猪尻字東分２８－
     １
     0883-55-0217  (0883-55-0218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6205-40153 サンコー調剤薬局本店〒779-3620 （地支体）第62号          平成30年 4月 1日
     美馬市脇町馬木字銚子場１１７６
     番４
     0883-53-9222  (0883-53-0999)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6305-40179 アスカ薬局 〒779-3601 （地支体）第63号          平成30年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原１６０５番４
     0883-53-1711  (0883-53-1712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6405-40187 ハッピー薬局美馬店 〒771-2103 （地支体）第64号          平成30年 4月 1日
     美馬市美馬町字沼田４８番５
     0883-63-6201  (0883-63-6202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6505-40211 アスカ薬局駅 〒771-2105 （地支体）第65号          平成30年 4月 1日
     美馬市美馬町字駅９番１
     0883-55-2090  (0883-55-2091)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6605-40237 こやだいら薬局 〒777-0302 （地支体）第66号          平成30年 4月 1日
     美馬市木屋平字川井２２４
     0883-68-2090  (0883-68-2091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6705-42050 菜の花薬局 〒779-3620 （地支体）第67号          平成30年 4月 1日
     美馬市脇町野村字大師堂４６３６
     番５
     0883-52-0361  (0883-52-0362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6806-40052 そうごう薬局銀座通店〒778-0003 （地支体）第68号          平成30年 4月 1日
     三好市池田町サラダ１８０１番地
     ３
     0883-76-0070  (0883-76-0077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6906-40060 サンコー調剤薬局三野〒771-2304 （地支体）第69号          平成30年 4月 1日
     店 三好市三野町芝生１２６６番地９
     0883-76-2855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7006-40078 ハッピー薬局三野店 〒771-2304 （地支体）第70号          平成30年 4月 1日
     三好市三野町芝生１２３７番地２
     0883-76-2611  (0883-77-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7106-40151 スマイル調剤薬局池田〒778-0002 （地支体）第71号          平成30年 4月 1日
     店 三好市池田町マチ２４３３－１
     0883-87-8885  (0883-87-8886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7212-40209 スマイル調剤薬局石井〒779-3233 （地支体）第72号          平成30年 4月 1日
     店 名西郡石井町石井字石井４０９－
     ５
     088-675-2565  (088-675-2566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7312-40225 ふじの木調剤薬局 〒779-3233 （地支体）第73号          平成30年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井１１６９
     －５
     088-678-8127  (088-678-8128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7412-40191 のぞみ薬局 〒779-3223 （地支体）第74号          平成30年 4月 1日
     名西郡石井町高川原字高川原２１
     ７６－１
     088-674-7760  (088-674-4851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7512-40274 あすか調剤薬局 〒779-3233 （地支体）第75号          平成30年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井２３３－
     ２８
     088-675-3260  (088-675-3266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7614-40148 なごみ薬局 〒775-0203 （地支体）第76号          平成30年 4月 1日
     海部郡海陽町大里字白水９１番地
     １９
     0884-74-3118  (0884-74-3123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7714-40189 スマイル調剤薬局さつ〒775-0203 （地支体）第77号          平成30年 4月 1日
     き店 海部郡海陽町大里字飯持１２１番
     １
     0884-74-3233  (0884-73-3588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7814-40197 スマイル調剤薬局しし〒775-0501 （地支体）第78号          平成30年 4月 1日
     くい店 海部郡海陽町宍喰浦字松原８２番
     １
     0884-74-6015  (0884-76-2817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7914-40254 スマイル調剤薬局診療〒775-0501 （地支体）第79号          平成30年 4月 1日
     所前店 海部郡海陽町宍喰浦字松原１３９
     －４
     0884-74-6031  (0884-74-6032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8015-40087 柴田調剤薬局 〒779-0105 （地支体）第80号          平成30年 4月 1日
     板野郡板野町大寺字大向北９９の
     ３
     088-672-5530  (088-672-5260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8115-40269 つばさ薬局 〒771-0206 （地支体）第81号          平成30年 4月 1日
     板野郡北島町高房字八丁野東８－
     ７
     088-697-2885  (088-697-2886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8215-40319 ケイ調剤薬局 〒779-0118 （地支体）第82号          平成30年 4月 1日
     板野郡板野町下庄字古杉１０５－
     １
     088-672-7510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8315-40384 サンコー薬局羅漢店 〒779-0114 （地支体）第83号          平成30年 4月 1日
     板野郡板野町羅漢字前田５８番１
     088-672-7200  (088-672-7203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8415-40434 よつば薬局 〒771-0203 （地支体）第84号          平成30年 4月 1日
     板野郡北島町中村字上地３０－２
     088-677-3390  (088-677-3369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8515-40467 三谷調剤薬局藍住店 〒771-1202 （地支体）第85号          平成30年 4月 1日
     板野郡藍住町奥野字和田１１８－
     ８
     088-692-6777  (088-692-6611)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8615-40475 ひかり薬局板野店 〒779-0111 （地支体）第86号          平成30年 4月 1日
     板野郡板野町那東字楠木１－１
     088-679-8586  (088-679-8587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8715-41069 スマイル調剤薬局北村〒771-0201 （地支体）第87号          平成30年 4月 1日
     店 板野郡北島町北村字壱町四反地７
     １－４
     088-698-1717  (088-698-1728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8815-41119 アップル調剤薬局北島〒771-0204 （地支体）第88号          平成30年 4月 1日
     店 板野郡北島町鯛浜字原４６番６
     088-679-1361  (088-679-1362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8915-41143 スマイル調剤薬局 〒771-0206 （地支体）第89号          平成30年 4月 1日
     板野郡北島町高房字八丁野西３９
     －２６
     088-683-2383  (088-683-2386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9016-40051 ドリーム調剤薬局 〒771-1506 （地支体）第90号          平成30年 4月 1日
     阿波市土成町土成字寒方５４－１
     １
     088-637-8266  (088-637-8267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9116-40580 ユート薬局 〒771-1703 （地支体）第91号          平成30年 4月 1日
     阿波市阿波町伊沢田８８番地
     0883-35-7782  (0883-35-7896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9216-40622 まさき薬局 〒771-1706 （地支体）第92号          平成30年 4月 1日
     阿波市阿波町南整理１５５番地
     0883-35-2127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9317-40224 かもじま調剤薬局上下〒776-0013 （地支体）第93号          平成30年 4月 1日
     島店 吉野川市鴨島町上下島字大北４４
     ０番地１
     0883-26-1343  (0883-26-1344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9417-40257 ヒラオカ薬局 〒779-3403 （地支体）第94号          平成30年 4月 1日
     吉野川市山川町前川２１２番地２
     ６
     0883-42-5565  (0883-42-5578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9518-40214 アイ調剤薬局半田店 〒779-4401 （地支体）第95号          平成30年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田中 ２８５－
     １
     0883-55-4022  (0883-55-4023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9619-40162 くすのき薬局 〒779-4703 （地支体）第96号          平成30年 4月 1日
     三好郡東みよし町中庄３０番地
     0883-76-1150  (0883-76-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9719-40659 久保添薬局 〒779-4701 （地支体）第97号          平成30年 4月 1日
     三好郡東みよし町加茂１７９５
     0883-82-4493  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9819-40717 フジカワ調剤薬局 〒771-2501 （地支体）第98号          平成30年 4月 1日
     三好郡東みよし町昼間９２３－１
     0883-79-2014  (0883-79-2868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9919-40725 ハート調剤薬局三加茂〒779-4701 （地支体）第99号          平成30年 4月 1日
     店 三好郡東みよし町加茂１８５０－
     ７
     0883-76-1760  (0883-76-1761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10019-40733 サンコー調剤薬局昼間〒771-2501 （地支体）第100号         平成30年 4月 1日
     店 三好郡東みよし町昼間１４６番地
     １
     0883-79-3977  (0883-79-3951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10102-41034 あけぼの調剤薬局 〒772-0001 （地支体）第101号         平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字八幡１１３－
     １
     088-685-2166  (088-685-2188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10206-40011 そうごう薬局阿波池田〒778-0005 （地支体）第102号         平成30年 4月 1日
     調剤センター店 三好市池田町シマ８３８番１
     0883-76-0711  (0883-76-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10315-41127 こやだいら薬局板野店〒779-0108 （地支体）第103号         平成30年 4月 1日
     板野郡板野町犬伏字鶴畑３９－１
     088-672-7977  (088-672-7978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-44782 いつき薬局 〒770-0813 （地支体）第104号         平成30年 4月 1日
     徳島市中常三島町３丁目７
     088-653-3802  (088-623-2078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-40970 サザン調剤薬局津田 〒770-8003 （地支体）第105号         平成30年 4月 1日
     徳島市津田本町四丁目７１５の１
     088-636-1125  (088-636-1126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10603-40422 サザン調剤薬局中田 〒773-0015 （地支体）第106号         平成30年 4月 1日
     小松島市中田町字狭間４３－５
     08853-5-0460  (08853-5-0461)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 4日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10703-40455 サザン調剤薬局金磯 〒773-0007 （地支体）第107号         平成30年 4月 1日
     小松島市金磯町９番７３号
     0885-34-9271  (0885-34-9272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10812-40183 下浦薬局 〒779-3244 （地支体）第108号         平成30年 4月 1日
     名西郡石井町浦庄字下浦６０３－
     ２５
     088-675-2815  (088-675-2816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10915-41044 上板調剤薬局 〒771-1342 （地支体）第109号         平成30年 4月 1日
     板野郡上板町佐藤塚字東２０２
     088-637-6256  (088-694-5271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11017-40125 サザン調剤薬局西麻植〒776-0020 （地支体）第110号         平成30年 4月 1日
     吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂４
     ６－１０
     0883-26-0830  (0883-26-0831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-45284 スマイル調剤薬局佐古〒770-0026 （地支体）第111号         平成30年 5月 1日
     店 徳島市佐古六番町７番４号
     088-657-4822  (088-657-4823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-45979 アップル調剤薬局蔵本〒770-0042 （地支体）第112号         平成30年 5月 1日
     駅前店 徳島市蔵本町二丁目２７番地２７
     番
     088-679-4760  (088-679-4761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-45128 北常三島調剤薬局 〒770-0812 （地支体）第113号         平成30年 6月 1日
     徳島市北常三島町２丁目４８番１
     088-655-0666  (088-655-0686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-45847 エンゼル調剤薬局徳島〒770-0831 （地支体）第114号         平成30年 6月 1日
     駅前店 徳島市寺島本町西１丁目３８
     088-611-6665  (088-611-6667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11512-40266 エンゼル調剤薬局神山〒771-3311 （地支体）第115号         平成30年 6月 1日
     店 名西郡神山町神領字東野間１１４
     －１
     088-676-1525  (088-676-1526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 4日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-40814 ぐんも調剤薬局 〒770-8079 （後発調１）第1号         平成30年 4月 1日
     徳島市八万町大坪１７７－６
     088-668-8139  (088-668-8139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-40871 県庁前サザン薬局 〒770-0942 （後発調１）第2号         平成30年 4月 1日
     徳島市昭和町１丁目２２－１
     088-626-6571  (088-626-6572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-42042 庄野薬局 〒770-0943 （後発調１）第3号         平成30年 4月 1日
     徳島市中昭和町３丁目１５ー１０
     088-625-8130  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-42646 森の熊さん調剤薬局 〒770-0823 （後発調１）第4号         平成30年 4月 1日
     徳島市出来島本町３丁目５　田中
     ビル１階
     088-652-5060  (088-652-5060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-44717 ダイヤ薬局国府店 〒779-3122 （後発調１）第5号         平成30年 4月 1日
     徳島市国府町府中字河原畑６７－
     ２
     088-643-2866  (088-643-3066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-44774 調剤薬局ドレミファー〒770-0025 （後発調１）第6号         平成30年 4月 1日
     マシー 徳島市佐古五番町１０－４
     088-611-4888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-45011 さくらんぼ薬局 〒770-0861 （後発調１）第7号         平成30年 4月 1日
     徳島市住吉１丁目９番３２号
     088-657-7212  (088-657-7213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-45060 アップル調剤薬局津田〒770-8004 （後発調１）第8号         平成30年 4月 1日
     店 徳島市津田西町１丁目６０－６
     088-677-7031  (088-677-7032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-45300 ひかり薬局国府店 〒779-3125 （後発調１）第9号         平成30年 4月 1日
     徳島市国府町早淵字池久保３３－
     ５
     088-678-5107  (088-678-5108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-45383 三谷調剤薬局中昭和町〒770-0943 （後発調１）第10号        平成30年 4月 1日
     店 徳島市中昭和町３丁目９－２
     088-602-1110  (088-602-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-45417 スマイル調剤薬局健康〒770-0024 （後発調１）第11号        平成30年 4月 1日
     館 徳島市佐古四番町６－１９
     088-678-9981  (088-678-9980)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 4日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201-45540 スマイル調剤薬局　山〒770-8055 （後発調１）第12号        平成30年 4月 1日
     城店 徳島市山城町西浜傍示１８４
     088-679-7115  (088-679-7116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-45789 スマイル調剤薬局東佐〒770-0022 （後発調１）第13号        平成30年 4月 1日
     古店 徳島市佐古二番町５番２１号
     088-678-2600  (088-678-2601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-45870 キリン堂薬局田宮店 〒770-0003 （後発調１）第14号        平成30年 4月 1日
     徳島市北田宮１丁目３－５
     088-634-2272  (088-634-2273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-45979 アップル調剤薬局蔵本〒770-0042 （後発調１）第15号        平成30年 4月 1日
     駅前店 徳島市蔵本町二丁目２７番地２７
     番
     088-679-4760  (088-679-4761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-46035 伊月調剤薬局 〒770-0813 （後発調１）第16号        平成30年 4月 1日
     徳島市中常三島町３丁目２０－１
     088-602-7721  (088-602-7724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702-40184 鳴門調剤薬局 〒772-0001 （後発調１）第17号        平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字八幡９８番１
     088-685-3900  (088-685-1122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802-40192 へるし～さとう薬局 〒772-0001 （後発調１）第18号        平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字八幡９８番１
     088-685-4970  (088-685-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902-40341 よしたけ調剤薬局板東〒779-0238 （後発調１）第19号        平成30年 4月 1日
     店 鳴門市大麻町板東字東山田２番地
     の６
     088-689-2185  (088-689-3152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002-40382 トマト調剤薬局大津店〒772-0041 （後発調１）第20号        平成30年 4月 1日
     鳴門市大津町大代字西ノ須１０２
     －２
     088-683-1930  (088-683-1931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2103-40315 アップル調剤薬局日赤〒773-0001 （後発調１）第21号        平成30年 4月 1日
     店 小松島市小松島町字井利ノ口１０
     ４
     0885-32-8511  (0885-32-8512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2204-40297 やまもも調剤薬局富岡〒774-0030 （後発調１）第22号        平成30年 4月 1日
     阿南市富岡町今福寺７１－１０
     0884-24-3255  (0884-24-3256)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 4日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2304-40677 富尾薬局 〒774-0009 （後発調１）第23号        平成30年 4月 1日
     阿南市西路見町元村１０１の１
     0884-24-5855  (0884-24-5856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2404-41014 トマト調剤薬局才見店〒774-0015 （後発調１）第24号        平成30年 4月 1日
     阿南市才見町屋那婆２５番地１
     0884-24-9655  (0884-24-9656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2505-40104 トマト調剤薬局美馬店〒771-2106 （後発調１）第25号        平成30年 4月 1日
     美馬市美馬町字喜来市９－１０
     0883-55-2150  (0883-55-2151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2605-40179 アスカ薬局 〒779-3601 （後発調１）第26号        平成30年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原１６０５番４
     0883-53-1711  (0883-53-1712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2706-40011 そうごう薬局阿波池田〒778-0005 （後発調１）第27号        平成30年 4月 1日
     調剤センター店 三好市池田町シマ８３８番１
     0883-76-0711  (0883-76-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2806-40110 西祖谷パール薬局 〒778-0101 （後発調１）第28号        平成30年 4月 1日
     三好市西祖谷山村一宇３６９番地
     ５
     0883-87-2061  (0883-87-2062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2906-40185 奥祖谷パール薬局 〒778-0204 （後発調１）第29号        平成30年 4月 1日
     三好市東祖谷京上４３５番地６
     0883-76-7233  (0883-76-7234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3012-40167 ファーマシアコスモス〒779-3205 （後発調１）第30号        平成30年 4月 1日
     薬局高原店 名西郡石井町高原字東高原１８２
     －１
     088-674-8874  (088-674-8874)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3112-40241 よしたけ調剤薬局石井〒779-3224 （後発調１）第31号        平成30年 4月 1日
     店 名西郡石井町高川原字加茂野３１
     ８－１５
     088-675-2676  (088-675-2731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3214-40189 スマイル調剤薬局さつ〒775-0203 （後発調１）第32号        平成30年 4月 1日
     き店 海部郡海陽町大里字飯持１２１番
     １
     0884-74-3233  (0884-73-3588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 4日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3314-40254 スマイル調剤薬局診療〒775-0501 （後発調１）第33号        平成30年 4月 1日
     所前店 海部郡海陽町宍喰浦字松原１３９
     －４
     0884-74-6031  (0884-74-6032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3415-40129 浜口薬局 〒771-0204 （後発調１）第34号        平成30年 4月 1日
     板野郡北島町鯛浜字川久保１９３
     番地の６
     088-698-6577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3515-40343 エンゼル調剤薬局北島〒771-0203 （後発調１）第36号        平成30年 4月 1日
     店 板野郡北島町中村字東堤ノ内１９
     －９
     088-697-2515  (088-697-0774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3615-40459 サンコー調剤薬局直道〒771-1220 （後発調１）第37号        平成30年 4月 1日
     店 板野郡藍住町東中富字直道傍示６
     ８－１
     088-637-3193  (088-637-3196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3715-40467 三谷調剤薬局藍住店 〒771-1202 （後発調１）第38号        平成30年 4月 1日
     板野郡藍住町奥野字和田１１８－
     ８
     088-692-6777  (088-692-6611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3815-41028 トマト調剤薬局松茂店〒771-0220 （後発調１）第40号        平成30年 4月 1日
     板野郡松茂町広島字北ノ川４４番
     地３
     088-679-7375  (088-679-7376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-45003 ひかり薬局八万店 〒770-8076 （後発調１）第41号        平成30年 4月 1日
     徳島市八万町内浜１８番地１
     088-677-7373  (088-677-7374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4015-41051 ハート調剤薬局徳命店〒771-1212 （後発調１）第42号        平成30年 4月 1日
     板野郡藍住町徳命字前須東１８番
     088-624-8466  (088-624-8467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4115-41127 こやだいら薬局板野店〒779-0108 （後発調１）第43号        平成30年 4月 1日
     板野郡板野町犬伏字鶴畑３９－１
     088-672-7977  (088-672-7978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4216-40622 まさき薬局 〒771-1706 （後発調１）第44号        平成30年 4月 1日
     阿波市阿波町南整理１５５番地
     0883-35-2127  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 4日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4318-40222 つるぎ薬局 〒779-4101 （後発調１）第45号        平成30年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町貞光字大須賀６７
     番地１０
     0883-68-8100  (0883-68-8101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4418-40651 八千代薬局 〒779-4405 （後発調１）第46号        平成30年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田日開野１２４
     0883-65-0035  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4519-40717 フジカワ調剤薬局 〒771-2501 （後発調１）第48号        平成30年 4月 1日
     三好郡東みよし町昼間９２３－１
     0883-79-2014  (0883-79-2868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-42521 生長薬局 〒770-0044 （後発調１）第49号        平成30年 4月 1日
     徳島市庄町４丁目５７－１１
     088-631-7471  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-44006 サザン調剤薬局城南 〒770-8064 （後発調１）第50号        平成30年 4月 1日
     徳島市城南町１丁目１０１２番１
     088-657-2508  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802-40473 ひかり薬局鳴門店 〒772-0003 （後発調１）第51号        平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町南浜字東浜５８１
     088-678-5365  (088-678-5368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4917-40125 サザン調剤薬局西麻植〒776-0020 （後発調１）第52号        平成30年 4月 1日
     吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂４
     ６－１０
     0883-26-0830  (0883-26-0831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-44550 ＮＰあやめ調剤薬局 〒770-0052 （後発調１）第54号        平成30年 5月 1日
     徳島市中島田町３丁目５０番
     088-634-3838  (088-634-3839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-44832 スマイル調剤薬局国府〒779-3125 （後発調１）第55号        平成30年 5月 1日
     南店 徳島市国府町早渕字北カシヤ６１
     －６
     088-643-2328  (088-643-2338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-45888 佐古二番町調剤薬局 〒770-0022 （後発調１）第56号        平成30年 5月 1日
     徳島市佐古二番町５番１１号
     088-678-4412  (088-678-4413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5305-40195 トマト調剤薬局穴吹店〒777-0005 （後発調１）第57号        平成30年 5月 1日
     美馬市穴吹町穴吹字池田２２番地
     １
     0883-53-8071  (0883-53-8072)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 4日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5405-42019 こうざい薬局 〒779-3601 （後発調１）第58号        平成30年 5月 1日
     美馬市脇町字拝原１４１３－７
     0883-52-1593  (0883-52-5522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5506-40169 宮ノ前調剤薬局 〒779-5166 （後発調１）第59号        平成30年 5月 1日
     三好市池田町川崎宮ノ前１２１－
     ４
     0883-76-4557  (0883-76-4558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5615-41143 スマイル調剤薬局 〒771-0206 （後発調１）第60号        平成30年 5月 1日
     板野郡北島町高房字八丁野西３９
     －２６
     088-683-2383  (088-683-2386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5715-40269 つばさ薬局 〒771-0206 （後発調１）第61号        平成30年 6月 1日
     板野郡北島町高房字八丁野東８－
     ７
     088-697-2885  (088-697-2886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-45292 そうごう薬局矢三店 〒770-0006 （後発調１）第62号        平成30年 6月 1日
     徳島市北矢三町３－３－２７グラ
     ンドハイツ矢三１Ｆ
     088-634-1531  (088-631-1592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5915-40418 マーブル調剤薬局 〒771-1343 （後発調１）第63号        平成30年 6月 1日
     板野郡上板町椎本字亀ノ本３１５
     －３
     088-694-7761  (088-694-7762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6019-40733 サンコー調剤薬局昼間〒771-2501 （後発調１）第64号        平成30年 6月 1日
     店 三好郡東みよし町昼間１４６番地
     １
     0883-79-3977  (0883-79-3951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 4日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-42638 クエリ調剤薬局 〒770-0832 （後発調２）第1号         平成30年 4月 1日
     徳島市寺島本町東３丁目５－１Ｐ
     ＲＩＭＥ３Ｆ
     088-657-0918  (088-657-0918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-44154 常三島調剤薬局 〒770-0812 （後発調２）第2号         平成30年 4月 1日
     徳島市北常三島町１丁目１０番地
     １７
     088-657-3955  (088-657-3956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-44444 井上調剤薬局城東店 〒770-0866 （後発調２）第3号         平成30年 4月 1日
     徳島市末広１丁目１－２８
     088-657-7378  (088-657-7377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-44634 井上調剤薬局城北店 〒770-0006 （後発調２）第4号         平成30年 4月 1日
     徳島市北矢三町３丁目３番４０号
     088-637-0641  (088-637-0640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-44766 徳島中央調剤薬局 〒770-0832 （後発調２）第5号         平成30年 4月 1日
     徳島市寺島本町東２丁目１５　１
     Ｆ
     088-626-1722  (088-626-1727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-45276 そよかぜ薬局 〒770-0806 （後発調２）第6号         平成30年 4月 1日
     徳島市北前川町４丁目１１－２
     088-655-1574  (088-655-1634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-45557 にけんや薬局 〒770-0928 （後発調２）第9号         平成30年 4月 1日
     徳島市二軒屋町３丁目３７番１
     088-654-3373  (088-654-3375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-45615 エンゼル調剤薬局矢三〒770-0006 （後発調２）第10号        平成30年 4月 1日
     店 徳島市北矢三町３丁目２－５２
     088-634-3818  (088-634-3817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-45706 国府調剤薬局 〒779-3105 （後発調２）第11号        平成30年 4月 1日
     徳島市国府町東高輪字天満３５２
     番６
     088-642-0592  (088-642-5925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-45839 新浜調剤薬局 〒770-8008 （後発調２）第12号        平成30年 4月 1日
     徳島市西新浜町１－２９
     088-679-6661  (088-679-6662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 4日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1102-40432 マーブル調剤薬局瀬戸〒771-0360 （後発調２）第13号        平成30年 4月 1日
     店 鳴門市瀬戸町明神字鳴谷１９５番
     地
     088-688-0141  (088-688-0142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202-40465 スマイル調剤薬局大谷〒779-0303 （後発調２）第14号        平成30年 4月 1日
     の里 鳴門市大麻町池谷字大石５０番１
     088-689-3755  (088-689-3625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302-41026 しのはら調剤薬局 〒772-0017 （後発調２）第15号        平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町立岩字六枚６７番地
     ５
     088-679-8571  (088-679-8572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403-40349 ぐんも調剤薬局日赤店〒773-0001 （後発調２）第16号        平成30年 4月 1日
     小松島市小松島町字井利ノ口１０
     ４
     0885-32-2400  (0885-32-2400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1503-40406 ビザン薬品調剤薬局 〒773-0001 （後発調２）第17号        平成30年 4月 1日
     小松島市小松島町字井利ノ口１０
     ４
     0885-35-1238  (0885-35-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1604-40420 オリーブ薬局阿南店 〒774-0013 （後発調２）第18号        平成30年 4月 1日
     阿南市日開野町谷田５１１－９
     0884-24-9777  (0884-24-9778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1704-40479 マリ薬局 〒779-1115 （後発調２）第19号        平成30年 4月 1日
     阿南市那賀川町敷地３８－５
     0884-42-0855  (0884-42-0855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1804-40487 内原調剤薬局 〒779-1401 （後発調２）第20号        平成30年 4月 1日
     阿南市内原町筒崎１５番１
     0884-21-1277  (0884-21-1278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1906-40052 そうごう薬局銀座通店〒778-0003 （後発調２）第21号        平成30年 4月 1日
     三好市池田町サラダ１８０１番地
     ３
     0883-76-0070  (0883-76-0077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2006-40094 みのり薬局 〒779-4803 （後発調２）第22号        平成30年 4月 1日
     三好市井川町吉岡１６１の１
     0883-76-3050  (0883-76-3051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 4日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2106-40136 にこにこ調剤薬局 〒779-5161 （後発調２）第23号        平成30年 4月 1日
     三好市池田町中西字西原２１５－
     １
     0883-74-1663  (0883-74-1664)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2206-40151 スマイル調剤薬局池田〒778-0002 （後発調２）第24号        平成30年 4月 1日
     店 三好市池田町マチ２４３３－１
     0883-87-8885  (0883-87-8886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2306-40177 祖谷口調剤薬局 〒779-5303 （後発調２）第25号        平成30年 4月 1日
     三好市山城町下川５４５－３
     0883-76-6120  (0883-76-6121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2412-40100 マザー調剤薬局 〒779-3233 （後発調２）第26号        平成30年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井６３６－
     ２２
     088-675-3373  (088-675-3375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2513-40041 コノブ調剤薬局 〒771-5203 （後発調２）第27号        平成30年 4月 1日
     那賀郡那賀町和食郷字南川９６の
     ４
     0884-62-0291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2613-40058 コノブ薬局 〒771-5204 （後発調２）第28号        平成30年 4月 1日
     那賀郡那賀町中山字小延３ー３
     0884-62-2153  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2713-40165 日野谷調剤薬局 〒771-5410 （後発調２）第29号        平成30年 4月 1日
     那賀郡那賀町大久保字大西１０－
     １
     0884-64-0610  (0884-64-0611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2815-40319 ケイ調剤薬局 〒779-0118 （後発調２）第31号        平成30年 4月 1日
     板野郡板野町下庄字古杉１０５－
     １
     088-672-7510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2915-40384 サンコー薬局羅漢店 〒779-0114 （後発調２）第32号        平成30年 4月 1日
     板野郡板野町羅漢字前田５８番１
     088-672-7200  (088-672-7203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3015-40400 よしたけ調剤薬局北島〒771-0203 （後発調２）第33号        平成30年 4月 1日
     店 板野郡北島町中村字城屋敷１９－
     １２
     088-612-8211  (088-612-8212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 4日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3115-40434 よつば薬局 〒771-0203 （後発調２）第34号        平成30年 4月 1日
     板野郡北島町中村字上地３０－２
     088-677-3390  (088-677-3369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3215-40475 ひかり薬局板野店 〒779-0111 （後発調２）第35号        平成30年 4月 1日
     板野郡板野町那東字楠木１－１
     088-679-8586  (088-679-8587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3315-40483 ＮＰあかり調剤薬局 〒771-0203 （後発調２）第36号        平成30年 4月 1日
     板野郡北島町中村字東堤内３２－
     １ハッピーハイツ北島１階
     088-698-3300  (088-698-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3415-40509 ハート調剤薬局北島店〒771-0204 （後発調２）第37号        平成30年 4月 1日
     板野郡北島町鯛浜字向９５－４
     088-678-5041  (088-678-5042)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3515-40798 中谷薬局 〒771-1201 （後発調２）第38号        平成30年 4月 1日
     板野郡藍住町奥野字西中須５２－
     １０
     088-692-7756  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3616-40630 サンコー薬局阿波西店〒771-1706 （後発調２）第40号        平成30年 4月 1日
     阿波市阿波町南整理２４６－１
     0883-36-9191  (0883-36-9192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3717-40240 井上調剤薬局鴨島店 〒776-0010 （後発調２）第41号        平成30年 4月 1日
     吉野川市鴨島町鴨島３５５－３
     0883-36-9701  (0883-36-9702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3818-40214 アイ調剤薬局半田店 〒779-4401 （後発調２）第42号        平成30年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田中 ２８５－
     １
     0883-55-4022  (0883-55-4023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3918-40719 サンコー薬局半田店 〒779-4401 （後発調２）第43号        平成30年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字中藪２８０
     番地
     0883-68-8350  (0883-68-8351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4015-40251 成長調剤薬局 〒771-1272 （後発調２）第45号        平成30年 4月 1日
     板野郡藍住町勝瑞字成長１６５－
     ２
     088-683-3338  (088-683-3351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 4日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4101-45375 日本調剤蔵本薬局 〒770-0042 （後発調２）第46号        平成30年 5月 1日
     徳島市蔵本町２丁目３１番地
     088-633-2626  (088-633-2679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4215-40194 松茂サザン薬局 〒771-0220 （後発調２）第47号        平成30年 6月 1日
     板野郡松茂町広島字南ノ川３２－
     ４
     088-699-0150  (088-699-0151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4319-40659 久保添薬局 〒779-4701 （後発調２）第48号        平成30年 6月 1日
     三好郡東みよし町加茂１７９５
     0883-82-4493  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 4日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-44022 論田調剤薬局 〒770-8011 （後発調３）第1号         平成30年 4月 1日
     徳島市論田町大江５の１
     088-636-1189  (088-636-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-44782 いつき薬局 〒770-0813 （後発調３）第2号         平成30年 4月 1日
     徳島市中常三島町３丁目７
     088-653-3802  (088-623-2078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-45169 ハッピー薬局 〒770-0937 （後発調３）第3号         平成30年 4月 1日
     徳島市富田橋１丁目２９東富田ビ
     ル１階
     088-677-5770  (088-677-5771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-45235 チェリー調剤薬局 〒770-0044 （後発調３）第4号         平成30年 4月 1日
     徳島市庄町５丁目６番１号
     088-633-3939  (088-633-8886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-45995 クローバー調剤薬局城〒770-8064 （後発調３）第5号         平成30年 4月 1日
     南店 徳島市城南町三丁目６番３４号
     088-624-8863  (088-624-8864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-45953 日本調剤佐古薬局 〒770-0028 （後発調３）第6号         平成30年 4月 1日
     徳島市佐古八番町２番１８－１号
     088-679-6978  (088-679-6978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-44535 ひつじ調剤薬局 〒770-0861 （後発調３）第7号         平成30年 4月 1日
     徳島市住吉６丁目１番７－２号
     088-611-7081  (088-611-7082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-45805 大松時計台調剤薬局 〒770-8022 （後発調３）第8号         平成30年 4月 1日
     徳島市大松町上ノ口３５番地
     088-678-2228  (088-678-2229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-40499 たけ調剤薬局吉永店 〒772-0032 （後発調３）第9号         平成30年 4月 1日
     鳴門市大津町吉永字四番越４７０
     －７
     088-678-4193  (088-678-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002-40754 山田調剤薬局 〒772-0001 （後発調３）第10号        平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字八幡１１０－
     ２
     088-686-7316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102-41042 ひかり薬局鳴門北店 〒772-0012 （後発調３）第11号        平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町小桑島字前浜２００
     088-602-7157  (088-602-7158)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 4日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1203-40398 日開野調剤薬局 〒773-0010 （後発調３）第12号        平成30年 4月 1日
     小松島市日開野町字破閑道２４番
     ７
     0885-38-6050  (0885-38-6051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1304-40396 トマト調剤薬局宮倉店〒779-1102 （後発調３）第13号        平成30年 4月 1日
     阿南市羽ノ浦町宮倉太田３４－１
     ７
     0884-21-8402  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1404-40438 くるみ薬局 〒774-0021 （後発調３）第14号        平成30年 4月 1日
     阿南市津乃峰町新浜１９－９９
     0884-27-1081  (0884-27-1082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1504-41022 アップル調剤薬局大野〒774-0048 （後発調３）第15号        平成30年 4月 1日
     店 阿南市中大野町北傍示４８３番地
     １
     0884-24-9865  (0884-24-9866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1606-40128 下川薬局 〒779-5452 （後発調３）第16号        平成30年 4月 1日
     三好市山城町上名１８６７番地１
     0883-84-1428  (0883-84-1045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1712-40225 ふじの木調剤薬局 〒779-3233 （後発調３）第17号        平成30年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井１１６９
     －５
     088-678-8127  (088-678-8128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1814-40148 なごみ薬局 〒775-0203 （後発調３）第18号        平成30年 4月 1日
     海部郡海陽町大里字白水９１番地
     １９
     0884-74-3118  (0884-74-3123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1914-40247 なぎさ薬局 〒779-2306 （後発調３）第19号        平成30年 4月 1日
     海部郡美波町西河内字丹前１０３
     番地
     0884-74-7120  (0884-74-7121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2015-40137 うさぎ調剤薬局松茂店〒771-0220 （後発調３）第20号        平成30年 4月 1日
     板野郡松茂町広島字南ノ川３９番
     ２４
     088-683-4801  (088-683-4802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2115-40327 藍住サンコー調剤薬局〒771-1201 （後発調３）第21号        平成30年 4月 1日
     板野郡藍住町奥野字長江口７０－
     ３５
     088-693-2301  (088-693-2302)



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

[徳島県]

平成30年 6月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 4日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2215-41101 ハート調剤薬局東中富〒771-1221 （後発調３）第22号        平成30年 4月 1日
     店 板野郡藍住町東中富字長江傍示３
     －３
     088-635-6628  (088-635-6629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2315-41135 しん調剤薬局 〒771-0206 （後発調３）第23号        平成30年 4月 1日
     板野郡北島町高房字勝瑞境４５－
     ２５
     088-697-3475  (088-697-3486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2417-40117 山瀬調剤薬局 〒779-3403 （後発調３）第24号        平成30年 4月 1日
     吉野川市山川町堤外２１ー８
     0883-26-4050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2518-40107 半田調剤薬局 〒779-4401 （後発調３）第25号        平成30年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字中薮２７５
     －１
     0883-64-2638  (0883-64-2852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2617-40158 ミクラ薬局麻植塚 〒776-0002 （後発調３）第26号        平成30年 4月 1日
     吉野川市鴨島町麻植塚１１２－４
     0883-26-0932  (0883-26-0933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-45599 ひかり薬局調剤センタ〒770-0862 （後発調３）第27号        平成30年 4月 1日
     ー 徳島市城東町１丁目８番２５号
     088-679-9761  (088-679-9762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-45458 サンサン薬局一番町店〒770-0833 （後発調３）第28号        平成30年 5月 1日
     徳島市一番町１－１０
     088-624-0237  (088-624-0722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2915-41069 スマイル調剤薬局北村〒771-0201 （後発調３）第29号        平成30年 5月 1日
     店 板野郡北島町北村字壱町四反地７
     １－４
     088-698-1717  (088-698-1728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


