
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

    1014 465.6 きらら薬局 〒780-0966 （地支体）第1号           平成30年 4月 1日
     市薬465 高知市福井扇町１１８０－２
     088-826-7558  (088-826-7558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2014 509.1 きらら薬局　北新田店〒780-8003 （地支体）第2号           平成30年 4月 1日
     市薬509 高知市北新田町９－１５
     088-856-7133  (088-856-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3014 239.5 有限会社　高知ファミ〒781-8121 （地支体）第3号           平成30年 4月 1日
     市薬239 リー　あっぷる　ふぁ高知市葛島１丁目１０－７５
     ーましい 088-883-9540  (088-883-9545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4014 483.9 ミモザ薬局 〒780-8006 （地支体）第4号           平成30年 4月 1日
     市薬483 高知市萩町１－６－４７
     088-837-1387  (088-837-1388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5014 188.4 有限会社　ユーミン薬〒780-0901 （地支体）第5号           平成30年 4月 1日
     市薬188 局　ユーミン薬局 高知市上町１丁目４－２０渡辺ビ
     ル１Ｆ
     088-875-9251  (088-875-9252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6014 379.9 有限会社　サンファー〒780-0051 （地支体）第6号           平成30年 4月 1日
     市薬379 マシー　あたご薬局 高知市愛宕町１丁目１－１５
     088-802-3399  (088-802-3398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7014 507.5 ワンツー薬局 〒780-8040 （地支体）第7号           平成30年 4月 1日
     市薬507 高知市神田８４０－１
     088-832-8919  (088-832-8918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8014 396.3 有限会社　サンファー〒781-0270 （地支体）第8号           平成30年 4月 1日
     市薬396 マシー　なぎさ薬局 高知市長浜４８２８番地２
     088-837-9611  (088-837-9612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9014 334.4 岡本平和薬局 〒781-0270 （地支体）第9号           平成30年 4月 1日
     市薬334 高知市長浜５８９
     088-841-2443  (088-848-0047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10014 533.1 高知センター薬局 〒780-0066 （地支体）第10号          平成30年 4月 1日
     市薬533 高知市比島町３丁目１番１６号
     088-854-3571  (088-854-3572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11014 453.2 くろしお薬局　朝倉西〒780-8083 （地支体）第11号          平成30年 4月 1日
     市薬453 店 高知市鵜来巣１１番３７－２号
     088-850-7225  (088-850-7227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   12014 335.1 くろしお薬局　追手筋〒780-0842 （地支体）第12号          平成30年 4月 1日
     市薬335 店 高知市追手筋１丁目９－２２
     088-821-0021  (088-821-0220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13014 568.7 ひつざん薬局　朝倉店〒780-8081 （地支体）第13号          平成30年 4月 1日
     市薬568 高知市若草町１６番地２６号－１
     ０１号
     088-840-2030  (088-840-2066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14014 345.0 あじさい薬局　杉井流〒780-0072 （地支体）第14号          平成30年 4月 1日
     市薬345 店 高知市杉井流２－３
     088-878-8788  (088-878-8789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15014 499.5 あじさい薬局　北本町〒780-0056 （地支体）第15号          平成30年 4月 1日
     市薬499 店 高知市北本町４丁目３番４号
     088-878-1618  (088-878-1619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16014 418.5 つちばし薬局　あたご〒780-0051 （地支体）第16号          平成30年 4月 1日
     市薬418 店 高知市愛宕町３－１２－５
     088-823-6006  (088-823-6003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17014 165.2 つちばし薬局　本店 〒780-0870 （地支体）第17号          平成30年 4月 1日
     市薬165 高知市本町１丁目１－３
     088-823-5876  (088-871-3775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18014 531.5 メディカル薬局　うぐ〒780-8083 （地支体）第18号          平成30年 4月 1日
     市薬531 るす店 高知市鵜来巣１１－３８－１０
     088-850-0321  (088-850-0322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19014 361.7 エール薬局　旭店 〒780-0943 （地支体）第19号          平成30年 4月 1日
     市薬361 高知市旭上町３２－２２
     088-844-7557  (088-844-8900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20014 368.2 病院通薬局　あぞの店〒781-0011 （地支体）第20号          平成30年 4月 1日
     市薬368 高知市薊野北町２－１０－５１－
     １４号
     088-846-2771  (088-846-2781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21014 371.6 ダイリン薬局 〒781-0011 （地支体）第21号          平成30年 4月 1日
     市薬371 高知市薊野北町２丁目１０－１
     088-846-7866  (088-846-7868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22014 407.8 エール薬局　土佐道路〒780-8050 （地支体）第22号          平成30年 4月 1日
     市薬407 店 高知市鴨部９４０－１
     088-828-4555  (088-828-4557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   23014 443.3 新本町エール薬局 〒780-0062 （地支体）第23号          平成30年 4月 1日
     市薬443 高知市新本町２丁目５番１２号
     088-802-3557  (088-802-3210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24014 445.8 エール薬局日赤通店 〒780-0062 （地支体）第24号          平成30年 4月 1日
     市薬445 高知市新本町２丁目５番１４号
     088-802-2111  (088-802-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25014 471.4 病院通薬局　みなみ店〒780-8002 （地支体）第25号          平成30年 4月 1日
     市薬471 高知市役知町１５－６
     088-803-5542  (088-803-5543)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26014 510.9 エール薬局かづらしま〒781-8121 （地支体）第26号          平成30年 4月 1日
     市薬510 店 高知市葛島１丁目９－５１
     088-880-4100  (088-880-4102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27014 515.8 病院通薬局　さくら店〒780-0832 （地支体）第27号          平成30年 4月 1日
     市薬515 高知市九反田３－９
     088-856-6500  (088-856-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28014 528.1 エール薬局口細山店 〒780-0963 （地支体）第28号          平成30年 4月 1日
     市薬528 高知市口細山２０６－１５４
     088-828-9900  (088-828-9901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29014 554.7 エール薬局百石店 〒780-8015 （地支体）第29号          平成30年 4月 1日
     市薬554 高知市百石町２丁目２９－１３
     088-837-7177  (088-837-7178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30014 306.2 しもじま薬局 〒780-0934 （地支体）第30号          平成30年 4月 1日
     市薬306 高知市下島町１０
     088-825-3320  (088-825-3340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31014 276.7 上町薬局 〒780-0901 （地支体）第31号          平成30年 4月 1日
     市薬276 高知市上町２丁目２－１２
     088-875-8555  (088-825-1755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32014 437.5 ますがた薬局 〒780-0861 （地支体）第32号          平成30年 4月 1日
     市薬437 高知市升形８番１号
     088-822-8100  (088-822-8120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33014 500.0 高知調剤薬局　にいだ〒781-0112 （地支体）第33号          平成30年 4月 1日
     市薬500 店 高知市仁井田６４６－１
     088-856-9511  (088-856-9512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34014 504.2 ＩＭＣ　ふくい薬局 〒780-0965 （地支体）第34号          平成30年 4月 1日
     市薬504 高知市福井町８１１－１
     088-856-8830  (088-856-8840)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   35014 491.2 ＩＭＣ　うしおえ薬局〒780-8018 （地支体）第35号          平成30年 4月 1日
     市薬491 高知市竹島町１３－１うしおえメ
     ディカルビル・イーア１階
     088-805-0090  (088-805-0091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36014 493.8 ＩＭＣ　うぐるす薬局〒780-8083 （地支体）第36号          平成30年 4月 1日
     市薬493 高知市鵜来巣１１－３８－８－１
     ０１
     088-843-8900  (088-843-8901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37044 042.7 リード薬局 〒783-0007 （地支体）第37号          平成30年 4月 1日
     南薬42 南国市明見５３８－６
     088-878-2700  (088-878-6667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38054 050.7 プラス薬局 〒781-1101 （地支体）第38号          平成30年 4月 1日
     佐薬50 土佐市高岡町字市場町甲２１５４
     －３７
     088-856-7005  (088-856-7006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39064 042.2 たきぐち薬局 〒785-0030 （地支体）第39号          平成30年 4月 1日
     須薬42 須崎市多ノ郷甲５７５６番地
     0889-42-5755  (0889-42-5705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40254 038.0 有限会社　キグラ　セ〒781-1301 （地支体）第40号          平成30年 4月 1日
     高薬38 ーフティカプセルネッ高岡郡越知町越知甲２１３０
     ト　サン薬局 0889-26-3103  (0889-26-3131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41044 060.9 そうごう薬局　後免町〒783-0011 （地支体）第41号          平成30年 4月 1日
     南薬60 店 南国市後免町１丁目８－３５
     088-880-6101  (088-880-6102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42254 035.6 有限会社　キグラ　セ〒781-1301 （地支体）第42号          平成30年 4月 1日
     高薬35 ーフティカプセルネッ高岡郡越知町越知甲１９５４－７
     ト　キグラ薬局 0889-26-0773  (0889-26-0776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43114 007.5 有限会社　あい薬局　〒782-0035 （地支体）第43号          平成30年 4月 1日
     香美薬7 あい薬局 香美市土佐山田町百石町１丁目９
     －６
     0887-57-0357  (0887-57-0353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44114 008.3 薬局清流 〒782-0051 （地支体）第44号          平成30年 4月 1日
     香美薬8 香美市土佐山田町楠目３９－１
     0887-57-0501  (0887-57-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45054 047.3 たかおか薬局 〒781-1101 （地支体）第45号          平成30年 4月 1日
     佐薬47 土佐市高岡町甲２１９０番地１
     088-852-2240  (088-852-7818)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   46254 052.1 くろしお薬局　佐川店〒789-1201 （地支体）第46号          平成30年 4月 1日
     高薬52 高岡郡佐川町甲１３５６－３
     0889-20-0660  (0889-22-4141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47224 012.2 エール薬局れいほく店〒781-3601 （地支体）第47号          平成30年 4月 1日
     長薬12 長岡郡本山町本山５８０－１
     0887-70-2320  (0887-70-2321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48054 053.1 エール薬局たかおか店〒781-1101 （地支体）第48号          平成30年 4月 1日
     佐薬53 土佐市高岡町甲１８９３－１
     088-852-2202  (088-852-3441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49094 028.5 エール薬局幡多店 〒788-0783 （地支体）第49号          平成30年 4月 1日
     宿薬28 宿毛市平田町戸内２１０６－８
     0880-62-2333  (0880-62-2334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50044 043.5 西田順天堂薬局　明見〒783-0007 （地支体）第50号          平成30年 4月 1日
     南薬43 店 南国市明見字堀井甲５６６－１
     088-880-6002  (088-880-6003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51044 046.8 西田順天堂薬局　オオ〒783-0005 （地支体）第51号          平成30年 4月 1日
     南薬46 ソネ店 南国市大埇乙１２５８－１
     088-864-4110  (088-864-4576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52024 028.0 らいおん堂薬局　室戸〒781-7103 （地支体）第52号          平成30年 4月 1日
     室薬28 店 室戸市浮津４８－４
     0887-23-1066  (0887-23-1070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53204 033.2 らいおん堂薬局　甲浦〒781-7411 （地支体）第53号          平成30年 4月 1日
     安薬33 店 安芸郡東洋町甲浦５４１
     0887-24-3011  (0887-29-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54254 039.8 株式会社　調剤技術セ〒786-0002 （地支体）第54号          平成30年 4月 1日
     高薬39 ンターくぼかわ　調剤高岡郡四万十町見付９２５－５
     薬局技術センター 0880-22-1000  (0880-22-0991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55034 033.8 ライオン薬局　安芸店〒784-0027 （地支体）第55号          平成30年 4月 1日
     芸薬33 安芸市宝永町７－１３
     0887-35-3880  (0887-35-3881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56054 046.5 グリーン薬局 〒781-1101 （地支体）第56号          平成30年 4月 1日
     佐薬46 土佐市高岡町甲７５７－３
     088-828-5566  (088-828-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57044 036.9 いの薬局 〒783-0024 （地支体）第57号          平成30年 4月 1日
     南薬36 南国市東崎１３４８－２
     088-880-6688  (088-880-6689)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   58054 041.6 とさ薬局 〒781-1101 （地支体）第58号          平成30年 4月 1日
     佐薬41 土佐市高岡町甲１８９４－２８
     088-850-2200  (088-850-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59074 035.4 ときわ薬局 〒787-0014 （地支体）第59号          平成30年 4月 1日
     四万薬35 四万十市駅前町８－１２
     0880-31-0621  (0880-31-0622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60074 013.1 松本薬局 〒787-0025 （地支体）第60号          平成30年 4月 1日
     四万薬13 四万十市中村一条通３丁目１－１
     ８
     0880-34-7144  (0880-34-1812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61204 025.8 なぎさ薬局 〒781-6410 （地支体）第61号          平成30年 4月 1日
     安薬25 安芸郡田野町１８７４－１
     0887-32-1265  (0887-38-3708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62044 034.4 なんごく薬局 〒783-0003 （地支体）第62号          平成30年 4月 1日
     南薬34 南国市西野田町１丁目２３－６
     088-863-1824  (088-863-1996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63094 032.7 アイ薬局 〒788-0000 （地支体）第63号          平成30年 4月 1日
     宿薬32 宿毛市宿毛５４９２－２
     0880-63-1080  (0880-63-1081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64034 030.4 エール薬局あき店 〒784-0005 （地支体）第64号          平成30年 4月 1日
     芸薬30 安芸市港町２丁目７－１８
     0887-35-7770  (0887-35-7786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65034 025.4 くじら薬局 〒784-0004 （地支体）第65号          平成30年 4月 1日
     芸薬25 安芸市本町２丁目１０－１１
     0887-32-0123  (0887-32-0125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66094 015.2 有限会社　木下薬局 〒788-0003 （地支体）第66号          平成30年 4月 1日
     宿薬15 宿毛市幸町４－３６
     0880-63-2508  (0880-63-3925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67204 035.7 芸西薬局 〒781-5701 （地支体）第67号          平成30年 4月 1日
     安薬35 安芸郡芸西村和食甲１５１３－１
     0887-33-3444  (0887-33-3412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68244 042.5 花りん薬局 〒781-2122 （地支体）第68号          平成30年 4月 1日
     吾薬42 吾川郡いの町天王北３－２－１
     088-855-7371  (088-855-7372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   69244 027.6 みなみ薬局 〒781-2123 （地支体）第69号          平成30年 4月 1日
     吾薬27 吾川郡いの町天王南１丁目５－４
     088-850-1001  (088-850-1002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70054 051.5 ヱビス薬局 〒781-1101 （地支体）第70号          平成30年 4月 1日
     佐薬51 土佐市高岡町甲２１０９
     088-852-0144  (088-852-7333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71254 063.8 佐川高知薬局 〒789-1202 （地支体）第71号          平成30年 4月 1日
     高薬63 高岡郡佐川町乙１８７０－１
     0889-22-4523  (0889-22-9279)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72084 007.1 しみず薬局 〒787-0331 （地支体）第72号          平成30年 4月 1日
     清薬7 土佐清水市越前町５－１
     0880-82-1005  (0880-82-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73014 508.3 株式会社　ペンギン堂〒780-0804 （地支体）第73号          平成30年 4月 1日
     市薬508 薬局 高知市日の出町２－２０
     088-880-1622  (088-880-1722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74014 512.5 旭サテライト薬局 〒780-0943 （地支体）第74号          平成30年 4月 1日
     市薬512 高知市旭上町３０－２３
     088-828-8660  (088-828-8848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75014 446.6 日本調剤　高知薬局 〒780-0062 （地支体）第75号          平成30年 4月 1日
     市薬446 高知市新本町２丁目４－２６
     088-873-6488  (088-873-6489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76014 312.0 株式会社　玄白堂　玄〒780-0901 （地支体）第76号          平成30年 4月 1日
     市薬312 白堂薬局　上町店 高知市上町１丁目４－２５
     088-820-5540  (088-820-5810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77014 538.0 蛍橋薬局 〒780-0935 （地支体）第77号          平成30年 4月 1日
     市薬538 高知市旭町３丁目７５
     088-872-8868  (088-872-8868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78014 514.1 あとむ薬局 〒780-0051 （地支体）第78号          平成30年 4月 1日
     市薬514 高知市愛宕町２丁目１９－４
     088-855-4731  (088-855-4732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79044 058.3 くろしお薬局　十市店〒783-0086 （地支体）第79号          平成30年 4月 1日
     南薬58 南国市緑ケ丘２－１７１４
     088-865-6462  (088-865-6627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80254 073.7 クオール薬局　姫野々〒785-0202 （地支体）第80号          平成30年 4月 1日
     高薬73 店 高岡郡津野町姫野々４７３－１
     0889-55-3089  (0889-55-3090)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   81094 022.8 吉村調剤薬局 〒788-0001 （地支体）第81号          平成30年 4月 1日
     宿薬22 宿毛市中央３－８－２５
     0880-63-0469  (0880-63-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82064 034.9 武政薬局 〒785-0013 （地支体）第82号          平成30年 4月 1日
     須薬34 須崎市西古市町５－３６
     0889-42-6600  (0889-43-0244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83074 028.9 いちご薬局 〒787-0029 （地支体）第83号          平成30年 4月 1日
     四万薬28 四万十市中村小姓町７６
     0880-35-0093  (0880-35-0098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84094 017.8 すみれ薬局　宿毛店 〒788-0010 （地支体）第84号          平成30年 4月 1日
     宿薬17 宿毛市駅前町２－７０４
     0880-62-0093  (0880-62-0092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85014 520.8 あとむ薬局　旭店 〒780-0942 （地支体）第85号          平成30年 4月 1日
     市薬520 高知市南元町２６番１
     088-855-5930  (088-855-5938)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86014 301.3 株式会社　ウェル　ち〒780-0806 （地支体）第86号          平成30年 4月 1日
     市薬301 より薬局 高知市知寄町１丁目５－１７
     088-885-1156  (088-880-4780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87014 305.4 株式会社　協和薬局　〒780-0952 （地支体）第87号          平成30年 4月 1日
     市薬305 さつき薬局 高知市塚ノ原３７－１８
     088-840-6777  (088-843-4601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88014 313.8 さくら薬局 〒780-8065 （地支体）第88号          平成30年 4月 1日
     市薬313 高知市朝倉戊１４３８－１１
     088-843-1550  (088-843-0550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89014 347.6 とまと薬局 〒780-0051 （地支体）第89号          平成30年 4月 1日
     市薬347 高知市愛宕町１丁目４－９
     088-826-1112  (088-826-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90014 352.6 ちより薬局　北店 〒780-0806 （地支体）第90号          平成30年 4月 1日
     市薬352 高知市知寄町１丁目２－１
     088-861-6555  (088-878-8555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91014 542.2 イルカ薬局 〒780-0870 （地支体）第91号          平成30年 4月 1日
     市薬542 高知市本町５丁目２－９グランド
     ハイツ細川
     088-855-7182  (088-855-7183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   92014 543.0 みんと薬局 〒780-0064 （地支体）第92号          平成30年 4月 1日
     市薬543 高知市和泉町３－２４中平ビル１
     Ｆ
     088-826-9310  (088-826-9311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93014 382.3 有限会社　朝倉薬局 〒780-8081 （地支体）第93号          平成30年 4月 1日
     市薬382 高知市若草町１６－２２
     088-844-7434  (088-844-7445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94014 393.0 ブルークロス調剤薬局〒780-0862 （地支体）第94号          平成30年 4月 1日
     市薬393 本町店 高知市鷹匠町１－１－２３
     088-820-4311  (088-820-4312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95014 355.9 ブルークロス厚生薬局〒780-8040 （地支体）第95号          平成30年 4月 1日
     市薬355 高知市神田１９－１５
     088-828-8828  (088-828-8833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96014 474.8 ブルークロス江ノ口薬〒780-0051 （地支体）第96号          平成30年 4月 1日
     市薬474 局 高知市愛宕町２丁目２２－２
     088-802-3741  (088-802-3747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97104 008.5 のいち駅前薬局 〒781-5232 （地支体）第97号          平成30年 4月 1日
     香南薬8 香南市野市町西野５８７－２０
     0887-57-5231  (0887-57-5232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98244 030.0 ブルークロス天神薬局〒781-2104 （地支体）第98号          平成30年 4月 1日
     吾薬30 吾川郡いの町藤町２０
     088-850-4649  (088-850-4646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99244 034.2 ブルークロスえだがわ〒781-2100 （地支体）第99号          平成30年 4月 1日
     吾薬34 薬局 吾川郡いの町２０５番地
     088-879-9888  (088-879-9800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100254 053.9 高北薬局 〒789-1200 （地支体）第100号         平成30年 4月 1日
     高薬53 高岡郡佐川町甲１６９１－５
     0889-20-0116  (0889-20-0117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101014 428.4 ひだまり薬局 〒780-8011 （地支体）第101号         平成30年 5月 1日
     市薬428 高知市梅ノ辻６番５号
     088-803-7858  (088-803-7857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102014 561.2 ひなた薬局 〒781-0112 （地支体）第102号         平成30年 5月 1日
     市薬561 高知市仁井田６５３－２
     088-847-3680  (088-847-3681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

  103244 029.2 ベル薬局　伊野店 〒781-2100 （地支体）第103号         平成30年 5月 1日
     吾薬29 吾川郡いの町１３２８－７
     088-850-4133  (088-850-4186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104044 057.5 ＩＭＣ　なんこく薬局〒783-0006 （地支体）第104号         平成30年 5月 1日
     南薬57 南国市篠原１５３－６
     088-855-6300  (088-855-6301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105014 421.9 あおい薬局 〒781-0111 （地支体）第105号         平成30年 5月 1日
     市薬421 高知市池２８４１番１
     088-837-6888  (088-837-6900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106014 304.7 つちばし薬局　梅ノ辻〒780-8011 （地支体）第106号         平成30年 5月 1日
     市薬304 店 高知市梅ノ辻８－１１
     088-837-0688  (088-834-0658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107244 026.8 有限会社　クライム　〒781-2110 （地支体）第107号         平成30年 6月 1日
     吾薬26 いの薬局 吾川郡いの町１３６８－１
     088-892-6900  (088-892-6902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108014 454.0 らいおん堂薬局　札場〒780-0085 （地支体）第108号         平成30年 6月 1日
     市薬454 店 高知市札場１６－３１
     088-878-8430  (088-878-8432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109014 570.3 ベル薬局　百石店 〒780-8015 （地支体）第109号         平成30年 6月 1日
     市薬570 高知市百石町２丁目１番１５号
     088-837-8410  (088-837-8411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110114 009.1 ベル薬局　山田店 〒782-0033 （地支体）第110号         平成30年 6月 1日
     香美薬9 香美市土佐山田町旭町５丁目３－
     １１
     0887-57-0133  (0887-57-0143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111054 056.4 あすなろ薬局 〒781-1101 （地支体）第111号         平成30年 6月 1日
     佐薬56 土佐市高岡町甲２０４３－４
     088-856-5799  (088-856-5988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1014 527.3 新田町うさぎ薬局 〒780-8004 （後発調１）第1号         平成30年 4月 1日
     市薬527 高知市新田町１４番２６号
     088-833-1781  (088-833-1781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2014 483.9 ミモザ薬局 〒780-8006 （後発調１）第2号         平成30年 4月 1日
     市薬483 高知市萩町１－６－４７
     088-837-1387  (088-837-1388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3014 358.3 マリーナ薬局 〒780-8023 （後発調１）第3号         平成30年 4月 1日
     市薬358 高知市六泉寺町８７－２
     088-805-0680  (088-805-0685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4014 556.2 しのはら薬局　口細山〒780-0963 （後発調１）第4号         平成30年 4月 1日
     市薬556 店 高知市口細山２０６－２９５
     088-850-0311  (088-850-0312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5014 565.3 しのはら薬局　本町店〒780-0863 （後発調１）第5号         平成30年 4月 1日
     市薬565 高知市与力町３－２９
     088-820-8933  (088-820-8935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6014 448.2 アクア薬局 〒780-0935 （後発調１）第6号         平成30年 4月 1日
     市薬448 高知市旭町２丁目２３－３０
     088-802-4311  (088-802-4300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7014 399.7 クローバー薬局 〒780-8008 （後発調１）第7号         平成30年 4月 1日
     市薬399 高知市潮新町２丁目７番３
     088-831-9585  (088-831-9585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8014 432.6 桂浜通　ひこばえ薬局〒781-0253 （後発調１）第8号         平成30年 4月 1日
     市薬432 高知市瀬戸南町１丁目２－１
     088-837-9215  (088-837-9216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9014 400.3 西村薬局 〒780-0821 （後発調１）第10号        平成30年 4月 1日
     市薬400 高知市桜井町２丁目４－１２
     088-884-6819  (088-884-6819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10014 239.5 有限会社　高知ファミ〒781-8121 （後発調１）第11号        平成30年 4月 1日
     市薬239 リー　あっぷる　ふぁ高知市葛島１丁目１０－７５
     ーましい 088-883-9540  (088-883-9545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11074 024.8 なかむら薬局 〒787-0025 （後発調１）第12号        平成30年 4月 1日
     四万薬24 四万十市中村一条通３－２－２３
     0880-31-0838  (0880-31-0839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12064 039.8 有限会社　メディファ〒785-0036 （後発調１）第13号        平成30年 4月 1日
     須薬39 長山薬局グリーンロー須崎市緑町５－３
     ド店 0889-40-0377  (0889-40-0376)



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

[高知県]

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)

   13254 075.2 しのはら薬局　高北店〒789-1201 （後発調１）第14号        平成30年 4月 1日
     高薬75 高岡郡佐川町甲１６８５番地
     0889-20-0711  (0889-20-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14064 042.2 たきぐち薬局 〒785-0030 （後発調１）第15号        平成30年 4月 1日
     須薬42 須崎市多ノ郷甲５７５６番地
     0889-42-5755  (0889-42-5705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15254 048.9 有限会社　美かど　み〒786-0007 （後発調１）第16号        平成30年 4月 1日
     高薬48 かど薬局 高岡郡四万十町古市町６３－１
     0880-29-0133  (0880-29-0138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16064 046.3 調剤薬局ツルハドラッ〒785-0059 （後発調１）第17号        平成30年 4月 1日
     須薬46 グ須崎東店 須崎市桐間西１１０
     0889-40-0268  (0889-40-0268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17074 002.4 合資会社　木戸竹葉堂〒787-0021 （後発調１）第18号        平成30年 4月 1日
     四万薬2 薬局 四万十市中村京町１丁目２番地
     0880-35-2012  (0880-35-4017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18044 058.3 くろしお薬局　十市店〒783-0086 （後発調１）第19号        平成30年 4月 1日
     南薬58 南国市緑ケ丘２－１７１４
     088-865-6462  (088-865-6627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19034 031.2 よつば薬局 〒784-0042 （後発調１）第20号        平成30年 4月 1日
     芸薬31 安芸市土居１９７７－５
     0887-35-1407  (0887-35-1408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20034 013.0 ファーマシー石建 〒784-0001 （後発調１）第21号        平成30年 4月 1日
     芸薬13 安芸市矢の丸２丁目６－１４
     0887-34-3851  (0887-34-3853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21074 032.1 みくも薬局 〒787-0019 （後発調１）第23号        平成30年 4月 1日
     四万薬32 四万十市具同３２２３－１
     0880-31-1288  (0880-31-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22254 038.0 有限会社　キグラ　セ〒781-1301 （後発調１）第24号        平成30年 4月 1日
     高薬38 ーフティカプセルネッ高岡郡越知町越知甲２１３０
     ト　サン薬局 0889-26-3103  (0889-26-3131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23064 031.5 有限会社　メディファ〒785-0035 （後発調１）第25号        平成30年 4月 1日
     須薬31 　長山薬局 須崎市大間東町１－８
     0889-42-1044  (0889-42-1044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24034 034.6 あにまる薬局　本店 〒784-0027 （後発調１）第26号        平成30年 4月 1日
     芸薬34 安芸市宝永町８－２０
     0887-37-9933  (0887-37-9930)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   25114 008.3 薬局清流 〒782-0051 （後発調１）第27号        平成30年 4月 1日
     香美薬8 香美市土佐山田町楠目３９－１
     0887-57-0501  (0887-57-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26104 005.1 株式会社　ファムコ　〒781-5232 （後発調１）第29号        平成30年 4月 1日
     香南薬5 ファムコやまもも薬局香南市野市町西野１９００－５
     0887-56-4448  (0887-56-4448)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27054 051.5 ヱビス薬局 〒781-1101 （後発調１）第30号        平成30年 4月 1日
     佐薬51 土佐市高岡町甲２１０９
     088-852-0144  (088-852-7333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28054 053.1 エール薬局たかおか店〒781-1101 （後発調１）第31号        平成30年 4月 1日
     佐薬53 土佐市高岡町甲１８９３－１
     088-852-2202  (088-852-3441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29064 041.4 カナザワ薬局　緑町店〒785-0036 （後発調１）第32号        平成30年 4月 1日
     須薬41 須崎市緑町４－２７
     0889-43-0053  (0889-43-0108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30114 001.8 神母ノ木薬局 〒782-0009 （後発調１）第33号        平成30年 4月 1日
     香美薬1 香美市土佐山田町神母ノ木３３５
     番地１
     0887-52-0919  (0887-52-0640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31114 015.8 あい薬局びらふ 〒781-4212 （後発調１）第34号        平成30年 4月 1日
     香美薬15 香美市香北町美良布１５３４番３
     0887-59-2220  (0887-59-2116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32254 047.1 有限会社　浜田薬局　〒781-1301 （後発調１）第35号        平成30年 4月 1日
     高薬47 バイパス店 高岡郡越知町越知甲１６８２－５
     0889-26-1599  (0889-26-3385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33114 006.7 有限会社　ジィアイシ〒782-0032 （後発調１）第37号        平成30年 4月 1日
     香美薬6 ー　やいろ薬局 香美市土佐山田町西本町５丁目３
     －１
     0887-53-3910  (0887-53-7510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34254 071.1 あい薬局 〒785-0612 （後発調１）第39号        平成30年 4月 1日
     高薬71 高岡郡梼原町川西路２３０７－２
     0889-40-2131  (0889-40-2132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35244 032.6 ローズ薬局 〒781-2105 （後発調１）第40号        平成30年 4月 1日
     吾薬32 吾川郡いの町新町３６
     088-850-4485  (088-850-4486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   36044 065.8 りょうせき薬局 〒783-0056 （後発調１）第41号        平成30年 4月 1日
     南薬65 南国市領石１８番地５
     088-862-0128  (088-862-0129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37114 007.5 有限会社　あい薬局　〒782-0035 （後発調１）第43号        平成30年 4月 1日
     香美薬7 あい薬局 香美市土佐山田町百石町１丁目９
     －６
     0887-57-0357  (0887-57-0353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38034 028.8 西田順天堂薬局　あき〒784-0001 （後発調１）第44号        平成30年 4月 1日
     芸薬28 店 安芸市矢ノ丸３－３－１
     0887-34-3166  (0887-34-3167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39044 034.4 なんごく薬局 〒783-0003 （後発調１）第45号        平成30年 4月 1日
     南薬34 南国市西野田町１丁目２３－６
     088-863-1824  (088-863-1996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40264 004.0 さわやか薬局　出口店〒789-1934 （後発調１）第46号        平成30年 4月 1日
     幡薬4 幡多郡黒潮町出口１０４０
     0880-31-3911  (0880-31-3913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41254 072.9 クオール薬局　杉ノ川〒785-0214 （後発調１）第47号        平成30年 4月 1日
     高薬72 店 高岡郡津野町杉ノ川甲３８－３
     0889-56-3189  (0889-56-3290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42084 011.3 有限会社　下元調剤　〒787-0306 （後発調１）第48号        平成30年 4月 1日
     清薬11 下元調剤薬局　清水店土佐清水市幸町４－１ニューヴァ
     レーマンション１Ｆ
     0880-82-4193  (0880-82-4531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43014 107.4 みどり薬局 〒781-8105 （後発調１）第49号        平成30年 4月 1日
     市薬107 高知市高須東町１４－１２
     088-882-1067  (088-861-0191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44014 499.5 あじさい薬局　北本町〒780-0056 （後発調１）第50号        平成30年 4月 1日
     市薬499 店 高知市北本町４丁目３番４号
     088-878-1618  (088-878-1619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45014 524.0 あじさい薬局　鴨部店〒780-8052 （後発調１）第51号        平成30年 4月 1日
     市薬524 高知市鴨部２－２－７
     088-840-2900  (088-840-2901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46014 517.4 つちばし薬局　あぞの〒781-0012 （後発調１）第52号        平成30年 4月 1日
     市薬517 店 高知市薊野東町９－３４
     088-846-7001  (088-846-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   47014 444.1 にしもり薬局 〒780-0062 （後発調１）第53号        平成30年 4月 1日
     市薬444 高知市新本町１－１－１６
     088-872-2816  (088-872-6163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48014 481.3 にしもり薬局　神田店〒780-8040 （後発調１）第54号        平成30年 4月 1日
     市薬481 高知市神田１０３９－１
     088-855-7120  (088-855-7122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49014 526.5 あとむ薬局　みその店〒780-0034 （後発調１）第55号        平成30年 4月 1日
     市薬526 高知市三園町２３４番地
     088-855-9114  (088-855-9124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50014 514.1 あとむ薬局 〒780-0051 （後発調１）第56号        平成30年 4月 1日
     市薬514 高知市愛宕町２丁目１９－４
     088-855-4731  (088-855-4732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51014 406.0 有限会社　楓鈴堂　ド〒781-8132 （後発調１）第57号        平成30年 4月 1日
     市薬406 レミ薬局 高知市一宮東町５丁目４－１６
     088-826-5160  (088-826-5170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52014 451.6 土佐道路薬局 〒780-8084 （後発調１）第59号        平成30年 4月 1日
     市薬451 高知市槇山町１番２号
     088-850-0511  (088-850-0512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53014 278.3 ニュータウンヨコハマ〒781-0241 （後発調１）第60号        平成30年 4月 1日
     市薬278 薬局 高知市横浜新町３－２２７
     088-841-3431  (088-841-3431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54014 559.6 あとむ薬局　土佐道路〒780-8037 （後発調１）第61号        平成30年 4月 1日
     市薬559 店 高知市城山町２０９番１
     088-821-8581  (088-821-8582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55244 035.9 波川薬局 〒781-2128 （後発調１）第62号        平成30年 4月 1日
     吾薬35 吾川郡いの町波川５６６－５
     088-892-3800  (088-892-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56014 454.0 らいおん堂薬局　札場〒780-0085 （後発調１）第63号        平成30年 4月 1日
     市薬454 店 高知市札場１６－３１
     088-878-8430  (088-878-8432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57014 352.6 ちより薬局　北店 〒780-0806 （後発調１）第65号        平成30年 4月 1日
     市薬352 高知市知寄町１丁目２－１
     088-861-6555  (088-878-8555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58014 523.2 らいふ調剤薬局　さん〒780-8010 （後発調１）第66号        平成30年 4月 1日
     市薬523 ばし店 高知市桟橋通２丁目１２番５号
     088-855-7403  (088-855-7404)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   59014 534.9 フォレスト調剤薬局　〒780-0815 （後発調１）第67号        平成30年 4月 1日
     市薬534 知寄町店 高知市二葉町１番４号
     088-882-7510  (088-882-7520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60014 544.8 グリーンハーツ薬局 〒780-0061 （後発調１）第68号        平成30年 4月 1日
     市薬544 高知市栄田町１－２－２
     088-855-7872  (088-855-7873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61114 011.7 四国調剤　あさひ薬局〒782-0031 （後発調１）第69号        平成30年 4月 1日
     香美薬11 ２号店 香美市土佐山田町東本町２丁目２
     －４１
     0887-57-0020  (0887-57-0010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62244 030.0 ブルークロス天神薬局〒781-2104 （後発調１）第70号        平成30年 4月 1日
     吾薬30 吾川郡いの町藤町２０
     088-850-4649  (088-850-4646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63244 034.2 ブルークロスえだがわ〒781-2100 （後発調１）第71号        平成30年 4月 1日
     吾薬34 薬局 吾川郡いの町２０５番地
     088-879-9888  (088-879-9800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64014 488.8 らいふ調剤薬局　百石〒780-8015 （後発調１）第72号        平成30年 5月 1日
     市薬488 店 高知市百石町３丁目２番７号
     088-855-7800  (088-855-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65014 510.9 エール薬局かづらしま〒781-8121 （後発調１）第73号        平成30年 5月 1日
     市薬510 店 高知市葛島１丁目９－５１
     088-880-4100  (088-880-4102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66014 542.2 イルカ薬局 〒780-0870 （後発調１）第74号        平成30年 5月 1日
     市薬542 高知市本町５丁目２－９グランド
     ハイツ細川
     088-855-7182  (088-855-7183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67034 036.1 ゆり薬局 〒784-0022 （後発調１）第75号        平成30年 5月 1日
     芸薬36 安芸市庄之芝町９番３６号
     0887-32-0151  (0887-32-0155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68044 061.7 エール薬局医大前店 〒783-0043 （後発調１）第76号        平成30年 5月 1日
     南薬61 南国市岡豊町小蓮１１７４－５
     088-855-6444  (088-855-6445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69094 032.7 アイ薬局 〒788-0000 （後発調１）第77号        平成30年 5月 1日
     宿薬32 宿毛市宿毛５４９２－２
     0880-63-1080  (0880-63-1081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   70254 033.1 有限会社　武田金草堂〒786-0012 （後発調１）第78号        平成30年 5月 1日
     高薬33 薬局 高岡郡四万十町北琴平町１－５
     0880-22-3221  (0880-22-0152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71254 068.7 とおわ薬局 〒786-0511 （後発調１）第79号        平成30年 6月 1日
     高薬68 高岡郡四万十町昭和４７２番地３
     0880-29-1155  (0880-29-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72224 010.6 有限会社　吉村薬局　〒781-3601 （後発調１）第80号        平成30年 6月 1日
     長薬10 ヨシムラ薬局バイパス長岡郡本山町本山５７９－１
     店 0887-76-4372  (0887-76-4375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73064 040.6 カナザワ薬局 〒785-0005 （後発調１）第81号        平成30年 6月 1日
     須薬40 須崎市東古市町３番２号
     0889-42-0053  (0889-42-0103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74014 536.4 くろしお薬局　インタ〒780-0072 （後発調１）第82号        平成30年 6月 1日
     市薬536 ー店 高知市杉井流６番２８号
     088-861-5080  (088-861-5082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75014 460.7 エール薬局はりまや店〒780-0822 （後発調１）第83号        平成30年 6月 1日
     市薬460 高知市はりまや町１丁目７－７
     088-878-0222  (088-878-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76014 521.6 フルール薬局 〒780-0942 （後発調１）第84号        平成30年 6月 1日
     市薬521 高知市南元町２８－５
     088-855-6700  (088-855-6701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77014 553.9 エール薬局たかす店 〒781-5103 （後発調１）第85号        平成30年 6月 1日
     市薬553 高知市大津乙２７０５－３
     088-878-5666  (088-878-5667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78044 046.8 西田順天堂薬局　オオ〒783-0005 （後発調１）第86号        平成30年 6月 1日
     南薬46 ソネ店 南国市大埇乙１２５８－１
     088-864-4110  (088-864-4576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79264 007.3 エール薬局おおつき店〒788-0311 （後発調１）第87号        平成30年 6月 1日
     幡薬7 幡多郡大月町鉾土３４－３
     0880-62-4193  (0880-62-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80114 009.1 ベル薬局　山田店 〒782-0033 （後発調１）第88号        平成30年 6月 1日
     香美薬9 香美市土佐山田町旭町５丁目３－
     １１
     0887-57-0133  (0887-57-0143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

    1014 509.1 きらら薬局　北新田店〒780-8003 （後発調２）第2号         平成30年 4月 1日
     市薬509 高知市北新田町９－１５
     088-856-7133  (088-856-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2014 555.4 しのはら薬局　潮江店〒780-8027 （後発調２）第3号         平成30年 4月 1日
     市薬555 高知市高見町３４８
     088-805-0131  (088-805-0134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3114 019.0 こばな薬局 〒782-0035 （後発調２）第4号         平成30年 4月 1日
     香美薬19 香美市土佐山田町百石町１－６－
     １４
     0887-53-4191  (0887-53-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4254 039.8 株式会社　調剤技術セ〒786-0002 （後発調２）第6号         平成30年 4月 1日
     高薬39 ンターくぼかわ　調剤高岡郡四万十町見付９２５－５
     薬局技術センター 0880-22-1000  (0880-22-0991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5244 020.1 かたおか薬局 〒781-2120 （後発調２）第7号         平成30年 4月 1日
     吾薬20 吾川郡いの町枝川２２７２－１４
     088-893-3925  (088-893-3940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6074 035.4 ときわ薬局 〒787-0014 （後発調２）第8号         平成30年 4月 1日
     四万薬35 四万十市駅前町８－１２
     0880-31-0621  (0880-31-0622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7074 034.7 しまんと薬局 〒787-0033 （後発調２）第9号         平成30年 4月 1日
     四万薬34 四万十市中村大橋通６丁目３－７
     0880-34-5520  (0880-34-5521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8044 060.9 そうごう薬局　後免町〒783-0011 （後発調２）第10号        平成30年 4月 1日
     南薬60 店 南国市後免町１丁目８－３５
     088-880-6101  (088-880-6102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9064 024.0 堅田薬局 〒785-0041 （後発調２）第11号        平成30年 4月 1日
     須薬24 須崎市西﨑町８番５２－１
     0889-42-7643  (0889-42-7643)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10224 012.2 エール薬局れいほく店〒781-3601 （後発調２）第12号        平成30年 4月 1日
     長薬12 長岡郡本山町本山５８０－１
     0887-70-2320  (0887-70-2321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11234 009.6 エール薬局さめうら店〒781-3521 （後発調２）第13号        平成30年 4月 1日
     土薬9 土佐郡土佐町田井１３７２－５
     0887-70-1500  (0887-70-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   12024 022.3 山川ライオン堂薬局 〒781-7103 （後発調２）第14号        平成30年 4月 1日
     室薬22 室戸市浮津３６４－１
     0887-23-1316  (0887-23-3475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13074 036.2 にしとさ薬局 〒787-1603 （後発調２）第15号        平成30年 4月 1日
     四万薬36 四万十市西土佐用井１１１０－２
     ８
     0880-52-1188  (0880-31-6801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14254 063.8 佐川高知薬局 〒789-1202 （後発調２）第16号        平成30年 4月 1日
     高薬63 高岡郡佐川町乙１８７０－１
     0889-22-4523  (0889-22-9279)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15044 038.5 ハート薬局　おおそね〒783-0005 （後発調２）第17号        平成30年 4月 1日
     南薬38 店 南国市大埇乙９９２－３
     088-880-6227  (088-880-6229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16044 053.4 西田順天堂薬局　中町〒783-0002 （後発調２）第18号        平成30年 4月 1日
     南薬53 店 南国市駅前町３丁目１－３９
     088-878-6105  (088-878-6106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17094 020.2 さわやか薬局 〒788-0783 （後発調２）第19号        平成30年 4月 1日
     宿薬20 宿毛市平田町戸内１７４７番地
     0880-62-2988  (0880-62-2987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18014 522.4 つちばし薬局　はりま〒780-0833 （後発調２）第20号        平成30年 4月 1日
     市薬522 や店 高知市南はりまや町１－１７－２
     ７　１Ｆ
     088-884-5876  (088-884-5879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19014 443.3 新本町エール薬局 〒780-0062 （後発調２）第22号        平成30年 4月 1日
     市薬443 高知市新本町２丁目５番１２号
     088-802-3557  (088-802-3210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20014 445.8 エール薬局日赤通店 〒780-0062 （後発調２）第23号        平成30年 4月 1日
     市薬445 高知市新本町２丁目５番１４号
     088-802-2111  (088-802-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21014 446.6 日本調剤　高知薬局 〒780-0062 （後発調２）第24号        平成30年 4月 1日
     市薬446 高知市新本町２丁目４－２６
     088-873-6488  (088-873-6489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22014 528.1 エール薬局口細山店 〒780-0963 （後発調２）第25号        平成30年 4月 1日
     市薬528 高知市口細山２０６－１５４
     088-828-9900  (088-828-9901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   23014 508.3 株式会社　ペンギン堂〒780-0804 （後発調２）第26号        平成30年 4月 1日
     市薬508 薬局 高知市日の出町２－２０
     088-880-1622  (088-880-1722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24014 306.2 しもじま薬局 〒780-0934 （後発調２）第27号        平成30年 4月 1日
     市薬306 高知市下島町１０
     088-825-3320  (088-825-3340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25014 286.6 相生薬局 〒780-0054 （後発調２）第28号        平成30年 4月 1日
     市薬286 高知市相生町３－３０
     088-885-2470  (088-885-2472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26014 437.5 ますがた薬局 〒780-0861 （後発調２）第29号        平成30年 4月 1日
     市薬437 高知市升形８番１号
     088-822-8100  (088-822-8120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27014 500.0 高知調剤薬局　にいだ〒781-0112 （後発調２）第30号        平成30年 4月 1日
     市薬500 店 高知市仁井田６４６－１
     088-856-9511  (088-856-9512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28014 364.1 四国調剤薬局　日赤通〒780-0062 （後発調２）第31号        平成30年 4月 1日
     市薬364 り店 高知市新本町２－１３－５０
     088-826-6011  (088-826-6012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29014 428.4 ひだまり薬局 〒780-8011 （後発調２）第32号        平成30年 4月 1日
     市薬428 高知市梅ノ辻６番５号
     088-803-7858  (088-803-7857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30014 461.5 四国調剤薬局　さんば〒780-8010 （後発調２）第33号        平成30年 4月 1日
     市薬461 し店 高知市桟橋通二丁目７番７号
     088-837-1050  (088-837-1051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31014 562.0 ポピー薬局 〒780-0965 （後発調２）第34号        平成30年 4月 1日
     市薬562 高知市福井町１７３４－６
     088-854-8289  (088-854-8589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32094 022.8 吉村調剤薬局 〒788-0001 （後発調２）第35号        平成30年 4月 1日
     宿薬22 宿毛市中央３－８－２５
     0880-63-0469  (0880-63-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33094 029.3 あおぞら薬局 〒788-0783 （後発調２）第36号        平成30年 4月 1日
     宿薬29 宿毛市平田町戸内１８９８－１
     0880-62-2700  (0880-62-2780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34104 016.8 アルファ薬局　香南店〒781-5310 （後発調２）第37号        平成30年 4月 1日
     香南薬16 香南市赤岡町２０６７－１
     0887-52-8117  (0887-52-8119)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   35014 567.9 ポプラ薬局 〒780-0901 （後発調２）第38号        平成30年 5月 1日
     市薬567 高知市上町五丁目３－１０
     088-826-1051  (088-826-1052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36044 051.8 リード薬局　バイパス〒783-0007 （後発調２）第39号        平成30年 5月 1日
     南薬51 店 南国市明見８００－２
     088-878-6400  (088-878-2333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37044 063.3 らいむ薬局 〒783-0006 （後発調２）第40号        平成30年 5月 1日
     南薬63 南国市篠原１６２－４
     088-856-8007  (088-856-9083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38064 043.0 有限会社　サンファー〒785-0037 （後発調２）第41号        平成30年 5月 1日
     須薬43 マシー　なごみ薬局 須崎市赤崎町７番２１号
     0889-42-5228  (0889-42-5228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39204 037.3 東山薬局　西店 〒781-6402 （後発調２）第43号        平成30年 5月 1日
     安薬37 安芸郡奈半利町乙１６２７番地１
     0887-38-7301  (0887-38-7305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40264 008.1 さが薬局 〒789-1720 （後発調２）第44号        平成30年 6月 1日
     幡薬8 幡多郡黒潮町佐賀７０１－２
     0880-55-3888  (0880-55-3889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41014 512.5 旭サテライト薬局 〒780-0943 （後発調２）第45号        平成30年 6月 1日
     市薬512 高知市旭上町３０－２３
     088-828-8660  (088-828-8848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42014 248.6 ブルークロス調剤薬局〒780-0823 （後発調２）第46号        平成30年 6月 1日
     市薬248 高知市菜園場町５－２
     088-884-8807  (088-884-8416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1014 535.6 こなつ薬局 〒780-8010 （後発調３）第1号         平成30年 4月 1日
     市薬535 高知市桟橋通１丁目１０－６アス
     テールＫ１０５号
     088-821-8824  (088-821-8824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2014 525.7 なでしこ薬局 〒781-0112 （後発調３）第2号         平成30年 4月 1日
     市薬525 高知市仁井田４３５０－５
     088-856-5719  (088-856-5719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3014 533.1 高知センター薬局 〒780-0066 （後発調３）第3号         平成30年 4月 1日
     市薬533 高知市比島町３丁目１番１６号
     088-854-3571  (088-854-3572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4014 265.0 有限会社　白十字薬品〒780-0981 （後発調３）第4号         平成30年 4月 1日
     市薬265 　白十字薬局　一ツ橋高知市一ツ橋町２丁目１７６
     店 088-871-2230  (088-871-2230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5014 498.7 白十字薬局　小津店 〒780-0915 （後発調３）第5号         平成30年 4月 1日
     市薬498 高知市小津町３９番地３
     088-823-2763  (088-823-2763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6014 275.9 白十字薬局　高須店 〒781-8122 （後発調３）第6号         平成30年 4月 1日
     市薬275 高知市高須新町４丁目４－９コー
     ポ長谷川１Ｆ西
     088-885-4370  (088-885-4370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7104 013.5 わかば薬局 〒781-5232 （後発調３）第7号         平成30年 4月 1日
     香南薬13 香南市野市町西野２３４５－７
     0887-56-3858  (0887-56-3860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8054 046.5 グリーン薬局 〒781-1101 （後発調３）第8号         平成30年 4月 1日
     佐薬46 土佐市高岡町甲７５７－３
     088-828-5566  (088-828-5567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9254 035.6 有限会社　キグラ　セ〒781-1301 （後発調３）第9号         平成30年 4月 1日
     高薬35 ーフティカプセルネッ高岡郡越知町越知甲１９５４－７
     ト　キグラ薬局 0889-26-0773  (0889-26-0776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10074 030.5 プラム調剤薬局 〒787-0019 （後発調３）第10号        平成30年 4月 1日
     四万薬30 四万十市具同６７７４－１５
     0880-37-3377  (0880-37-3377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11034 037.9 日本調剤　宝永薬局 〒784-0027 （後発調３）第11号        平成30年 4月 1日
     芸薬37 安芸市宝永町７番１４号
     0887-35-2115  (0887-35-2116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[高知県]

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)

   12044 045.0 西田調剤薬局 〒783-0004 （後発調３）第12号        平成30年 4月 1日
     南薬45 南国市大埇甲１７７２番地１
     088-863-0788  (088-863-0788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13044 049.2 西田順天堂薬局　東店〒783-0004 （後発調３）第13号        平成30年 4月 1日
     南薬49 南国市大埇甲７５９－３
     088-804-6331  (088-804-6332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14114 012.5 さわ薬局 〒782-0039 （後発調３）第14号        平成30年 4月 1日
     香美薬12 香美市土佐山田町栄町２２２　バ
     リュー・ノア店内
     0887-53-4579  (0887-52-8731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15014 520.8 あとむ薬局　旭店 〒780-0942 （後発調３）第15号        平成30年 4月 1日
     市薬520 高知市南元町２６番１
     088-855-5930  (088-855-5938)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16014 547.1 四国調剤　やえもん薬〒780-0088 （後発調３）第16号        平成30年 4月 1日
     市薬547 局 高知市北久保２－３９
     088-880-5506  (088-880-5507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17034 030.4 エール薬局あき店 〒784-0005 （後発調３）第17号        平成30年 4月 1日
     芸薬30 安芸市港町２丁目７－１８
     0887-35-7770  (0887-35-7786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18104 015.0 四国調剤　山北薬局 〒781-5453 （後発調３）第18号        平成30年 4月 1日
     香南薬15 香南市香我美町山北１３０５－２
     0887-52-8200  (0887-52-8207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19014 361.7 エール薬局　旭店 〒780-0943 （後発調３）第19号        平成30年 5月 1日
     市薬361 高知市旭上町３２－２２
     088-844-7557  (088-844-8900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20074 040.4 いわせ薬局 〒787-0013 （後発調３）第20号        平成30年 5月 1日
     四万薬40 四万十市右山天神町９－２８
     0880-34-3663  (0880-34-2662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


