
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,4216,5 くすりのメイト　サン〒020-0105 （地支体）第1号           平成30年 4月 1日
     盛薬216 タウン調剤薬局 盛岡市北松園二丁目１３番１号
     019-661-1200  (019-661-1200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    226,4006,7 あすか薬局 〒029-4102 （地支体）第2号           平成30年 4月 1日
     西薬6 西磐井郡平泉町平泉字志羅山７番
     １０号
     0191-34-1150  (0191-34-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4369,2 ヨシダ調剤薬局 〒020-0881 （地支体）第3号           平成30年 4月 1日
     盛薬369 盛岡市天神町１１番４号
     019-625-8148  (019-625-8149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4300,7 あすなろ薬局 〒020-0871 （地支体）第4号           平成30年 4月 1日
     盛薬300 盛岡市中ノ橋通一丁目１４番９号
     019-623-8880  (019-623-8660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4345,2 エイシン薬局 〒020-0121 （地支体）第5号           平成30年 4月 1日
     盛薬345 盛岡市月が丘二丁目５番２１号
     019-641-0454  (019-601-9292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603,4022,3 気仙中央薬局 〒022-0002 （地支体）第6号           平成30年 4月 1日
     大薬22 大船渡市大船渡町字山馬越１８２
     番地４
     0192-26-6231  (0192-26-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    721,4046,4 有限会社菊屋薬局 〒020-0527 （地支体）第7号           平成30年 4月 1日
     岩薬46 岩手郡雫石町中町３３番地４
     019-692-2057  (019-692-5340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4386,6 しんせい薬局 〒020-0112 （地支体）第8号           平成30年 4月 1日
     盛薬386 盛岡市東緑が丘２３－８
     019-663-2366  (019-663-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    911,4039,0 はまゆり調剤薬局 〒026-0025 （地支体）第9号           平成30年 4月 1日
     釜薬39 釜石市大渡町二丁目６番１７号
     0193-24-3671  (0193-24-3672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,4173,8 たんぽぽ薬局桜城店 〒020-0021 （地支体）第10号          平成30年 4月 1日
     盛薬173 盛岡市中央通三丁目１４番４号１
     ０１
     019-626-1121  (019-621-3126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4224,9 どんぐり薬局たかまつ〒020-0114 （地支体）第11号          平成30年 4月 1日
     盛薬224 盛岡市高松三丁目１１番２３号
     019-661-6995  (019-661-4133)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,4370,0 天神町薬局 〒020-0881 （地支体）第12号          平成30年 4月 1日
     盛薬370 盛岡市天神町８番２４号
     019-681-2441  (019-681-2451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306,4117,4 とちのき薬局 〒024-0061 （地支体）第13号          平成30年 4月 1日
     北薬117 北上市大通り３丁目８番１２号
     0197-61-3886  (0197-63-8838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4326,2 ワカバ薬局 〒020-0063 （地支体）第14号          平成30年 4月 1日
     盛薬326 盛岡市材木町６番１５号
     019-622-3067  (019-622-0910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502,4039,9 あさひ調剤薬局 〒027-0083 （地支体）第15号          平成30年 4月 1日
     宮薬39 宮古市大通四丁目５番１号
     0193-71-2015  (0193-71-2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1606,4109,1 あさひ薬局北上店 〒024-0035 （地支体）第16号          平成30年 4月 1日
     北薬109 北上市花園町一丁目７番８号
     0197-61-2838  (0197-61-2839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1706,4114,1 みつばち薬局 〒024-0004 （地支体）第17号          平成30年 4月 1日
     北薬114 北上市村崎野１５地割１４９番１
     0197-62-5900  (0197-62-5901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1809,4109,5 あさひ調剤薬局 〒029-3105 （地支体）第18号          平成30年 4月 1日
     関薬109 一関市花泉町涌津字上原２９番地
     ２
     0191-82-2184  (0191-82-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1915,4019,3 ナカノメ薬局 〒023-0054 （地支体）第19号          平成30年 4月 1日
     奥薬19 奥州市水沢吉小路４６番地１
     0197-22-2047  (0197-22-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2022,4012,4 フェザン薬局 〒028-3601 （地支体）第20号          平成30年 4月 1日
     紫薬12 紫波郡矢巾町大字高田第１１地割
     ５１番地１
     019-697-8631  (019-697-8634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4105,0 スタイル薬局 〒020-0133 （地支体）第21号          平成30年 4月 1日
     盛薬105 盛岡市青山三丁目６番２号
     019-646-5757  (019-641-7055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4268,6 マリーン薬局 〒020-0107 （地支体）第22号          平成30年 4月 1日
     盛薬268 盛岡市松園二丁目３７番８号
     019-664-0566  (019-664-0568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2305,4037,6 サカモト薬局　大通り〒025-0092 （地支体）第23号          平成30年 4月 1日
     花薬37 店 花巻市大通り一丁目１５番１９号
     0198-24-9196  (0198-24-9226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2405,4086,3 サカモト薬局健康館 〒025-0038 （地支体）第24号          平成30年 4月 1日
     花薬86 花巻市不動町一丁目２番５
     0198-21-5454  (0198-21-4747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2509,4081,6 日本調剤一関薬局 〒029-0131 （地支体）第25号          平成30年 4月 1日
     関薬81 一関市狐禅寺字大平３３番地１
     0191-31-8750  (0191-31-8753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2615,4064,9 みどり薬局不断町店 〒023-0032 （地支体）第26号          平成30年 4月 1日
     奥薬64 奥州市水沢字多賀４７番地
     0197-51-2216  (0197-51-2217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2722,4032,2 有限会社ミドリ薬局日〒028-3310 （地支体）第27号          平成30年 4月 1日
     紫薬32 詰店 紫波郡紫波町日詰駅前一丁目８番
     ４
     019-671-1203  (019-672-1679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2822,4043,9 日本調剤　矢巾薬局 〒028-3602 （地支体）第28号          平成30年 4月 1日
     紫薬43 紫波郡矢巾町藤沢第１地割１１４
     －１
     019-611-2351  (019-611-2353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2931,4014,1 日本調剤軽米薬局 〒028-6302 （地支体）第29号          平成30年 4月 1日
     九薬14 九戸郡軽米町大字軽米第２地割６
     ５番地２
     0195-48-1222  (0195-48-1224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3031,4016,6 日本調剤九戸薬局 〒028-6502 （地支体）第30号          平成30年 4月 1日
     九薬16 九戸郡九戸村大字伊保内第７地割
     ４９番地３
     0195-41-1286  (0195-41-1287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4316,3 リーフ薬局 〒020-0851 （地支体）第31号          平成30年 4月 1日
     盛薬316 盛岡市向中野三丁目１０番１０号
     019-656-5877  (019-656-5878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4351,0 菜園よつば薬局 〒020-0022 （地支体）第32号          平成30年 4月 1日
     盛薬351 盛岡市大通１丁目１１番５号
     019-681-3222  (019-681-3223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4358,5 大通よつば薬局 〒020-0022 （地支体）第33号          平成30年 4月 1日
     盛薬358 盛岡市大通二丁目７番２０号
     019-681-4091  (019-681-4092)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3405,4104,4 おたや町薬局 〒025-0082 （地支体）第34号          平成30年 4月 1日
     花薬104 花巻市御田屋町１番４３号
     0198-21-3511  (0198-21-3512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3506,4089,5 サンケア薬局　県立中〒024-0004 （地支体）第35号          平成30年 4月 1日
     北薬89 部病院前店 北上市村崎野１７地割１６７番地
     １
     0197-62-3331  (0197-62-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3609,4047,7 菅原薬局 〒021-0851 （地支体）第36号          平成30年 4月 1日
     関薬47 一関市関が丘９４番地２
     0191-26-2838  (0191-26-2838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3709,4071,7 萩の森調剤薬局 〒029-0803 （地支体）第37号          平成30年 4月 1日
     関薬71 一関市千厩町千厩字上駒場１番地
     １０
     0191-51-3060  (0191-51-3061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3809,4072,5 千厩調剤薬局 〒029-0803 （地支体）第38号          平成30年 4月 1日
     関薬72 一関市千厩町千厩字草井沢４３番
     地１
     0191-51-1666  (0191-51-1660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3910,4028,5 森の前薬局 〒029-2205 （地支体）第39号          平成30年 4月 1日
     高薬28 陸前高田市高田町字鳴石８９番２
     ５号
     0192-55-6200  (0192-55-6100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4014,4005,5 有限会社　あさひ薬局〒028-7111 （地支体）第40号          平成30年 4月 1日
     八薬5 八幡平市大更２５地割１１８番１
     0195-75-2227  (0195-75-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4114,4017,0 あさひ薬局　西根中学〒028-7111 （地支体）第41号          平成30年 4月 1日
     八薬17 校前店 八幡平市大更２４－１－１１８
     0195-70-2311  (0195-70-2312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4215,4009,4 いちご薬局 〒023-0813 （地支体）第42号          平成30年 4月 1日
     奥薬9 奥州市水沢中町５５番地
     0197ー51ー1515  (0197ー51ー1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4315,4048,2 むつみ薬局 〒023-0851 （地支体）第43号          平成30年 4月 1日
     奥薬48 奥州市水沢南町４番２１号
     0197-22-4666  (0197-22-4660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4415,4078,9 アイセイ薬局　江刺病〒023-1103 （地支体）第44号          平成30年 4月 1日
     奥薬78 院前店 奥州市江刺西大通り４番２４号
     0197-31-2566  (0197-31-2577)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4521,4065,4 しずくいし中央薬局 〒020-0542 （地支体）第45号          平成30年 4月 1日
     岩薬65 岩手郡雫石町万田渡７４番地１９
     019-692-5588  (019-692-5586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4307,2 本町薬局 〒020-0015 （地支体）第46号          平成30年 4月 1日
     盛薬307 盛岡市本町通一丁目９番２８号
     019-652-8200  (019-652-3322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4705,4111,9 ゆぐち薬局 〒025-0042 （地支体）第47号          平成30年 4月 1日
     花薬111 花巻市円万寺字下中野４５番１１
     0198-38-1300  (0198-28-2822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4806,4037,4 おおぞら薬局 〒024-0083 （地支体）第48号          平成30年 4月 1日
     北薬37 北上市柳原町四丁目１５番２９号
     0197-65-2202  (0197-65-3373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4906,4045,7 さわやか薬局 〒024-0043 （地支体）第49号          平成30年 4月 1日
     北薬45 北上市立花１０地割４８番地７
     0197-65-5000  (0197-64-3000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5006,4076,2 まごころ薬局 〒024-0021 （地支体）第50号          平成30年 4月 1日
     北薬76 北上市上野町四丁目３番２２号
     0197-61-6600  (0197-65-3122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5106,4080,4 常盤台薬局 〒024-0012 （地支体）第51号          平成30年 4月 1日
     北薬80 北上市常盤台一丁目２２番２１号
     0197-61-2121  (0197-65-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5206,4083,8 ほのぼの薬局 〒024-0051 （地支体）第52号          平成30年 4月 1日
     北薬83 北上市相去町相去５１番地
     0197-71-2727  (0197-81-5858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5322,4013,2 ファミリー薬局 〒028-3305 （地支体）第53号          平成30年 4月 1日
     紫薬13 紫波郡紫波町日詰字下丸森１２１
     番７
     019-671-1195  (019-672-1770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5410,4032,7 そうごう薬局　高田店〒029-2205 （地支体）第54号          平成30年 4月 1日
     高薬32 陸前高田市高田町字太田６３番地
     （Ｔ５１２－３）
     0192-53-2251  (0192-53-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5528,4004,8 そうごう薬局住田店 〒029-2311 （地支体）第55号          平成30年 4月 1日
     気薬4 気仙郡住田町世田米大崎２５番地
     ４
     0192-49-1151  (0192-49-1152)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5611,4029,1 有限会社中田薬局上中〒026-0041 （地支体）第56号          平成30年 4月 1日
     釜薬29 島店 釜石市上中島町三丁目２番１５号
     0193-21-2050  (0193-21-2051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5711,4024,2 有限会社ハロー薬局 〒026-0034 （地支体）第57号          平成30年 4月 1日
     釜薬24 釜石市中妻町三丁目６番３号
     0193-23-8455  (0193-23-8456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5811,4033,3 有限会社中田薬局松倉〒026-0055 （地支体）第58号          平成30年 4月 1日
     釜薬33 店 釜石市甲子町第１０地割１５９番
     地２
     0193-23-1230  (0193-23-1232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5911,4026,7 有限会社中田薬局小佐〒026-0052 （地支体）第59号          平成30年 4月 1日
     釜薬26 野店 釜石市小佐野町四丁目２番４５号
     0193-21-3355  (0193-21-3221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4320,5 さんぺい薬局 〒020-0147 （地支体）第60号          平成30年 4月 1日
     盛薬320 盛岡市大館町２６番２号
     019-641-0335  (019-641-2003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,4256,1 アヤメ薬局 〒020-0015 （地支体）第61号          平成30年 4月 1日
     盛薬256 盛岡市本町通三丁目１９番３１号
     019-654-1401  (019-654-1402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6208,4018,0 はやせ薬局 〒028-0521 （地支体）第62号          平成30年 4月 1日
     遠薬18 遠野市材木町２番２８号
     0198-63-2155  (0198-60-1270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6306,4077,0 ファースト調剤薬局 〒024-0034 （地支体）第63号          平成30年 4月 1日
     北薬77 北上市諏訪町二丁目５番４２号
     0197-61-3023  (0197-61-3024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,4082,1 有限会社アポロ薬局 〒020-0866 （地支体）第64号          平成30年 4月 1日
     盛薬82 盛岡市本宮一丁目６番１１号
     019-636-4332  (019-636-4331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,4323,9 フロンティア薬局盛岡〒020-0052 （地支体）第65号          平成30年 4月 1日
     盛薬323 店 盛岡市中太田泉田６６番地１１
     019-656-2400  (019-658-0044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4094,6 ポプラ薬局 〒020-0016 （地支体）第66号          平成30年 4月 1日
     盛薬94 盛岡市名須川町２７番４２号
     019-652-2793  (019-652-9025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6716,4020,9 おはよー調剤 〒020-0664 （地支体）第67号          平成30年 4月 1日
     滝薬20 滝沢市鵜飼笹森４３番１４
     019-684-2084  (019-684-2089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6813,4007,3 有限会社　カシオペア〒028-6105 （地支体）第68号          平成30年 4月 1日
     二薬7 調剤薬局 二戸市堀野大川原毛９５番地１
     0195-22-1150  (0195-22-1165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,4384,1 すみれ薬局 〒020-0132 （地支体）第69号          平成30年 4月 1日
     盛薬384 盛岡市西青山２－１８－５７
     019-645-2311  (019-645-2314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7006,4069,7 きたかみ中央薬局 〒024-0084 （地支体）第70号          平成30年 4月 1日
     北薬69 北上市さくら通り二丁目２番２８
     号
     0197-65-7550  (0197-65-7560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7113,4004,0 有限会社　堀野調剤薬〒028-6105 （地支体）第71号          平成30年 4月 1日
     二薬4 局 二戸市堀野字大川原毛８９番地１
     0195-25-5016  (0195-25-5017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7215,4030,0 すみれ薬局マイアネ店〒023-0833 （地支体）第72号          平成30年 4月 1日
     奥薬30 奥州市水沢上姉体六丁目６番地１
     0197-28-1800  (0197-26-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7306,4030,9 さくら調剤薬局 〒024-0064 （地支体）第73号          平成30年 4月 1日
     北薬30 北上市若宮町二丁目２番３９号
     0197-63-8822  (0197-63-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7415,4010,2 すみれ薬局 〒023-0862 （地支体）第74号          平成30年 4月 1日
     奥薬10 奥州市水沢福吉町２番３０号
     0197ー24ー1133  (0197ー24ー1050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7506,4032,5 ひまわり薬局 〒024-0095 （地支体）第75号          平成30年 4月 1日
     北薬32 北上市芳町７番２０号
     0197-63-6877  (0197-63-6879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,4305,6 銀河薬局 〒020-0866 （地支体）第76号          平成30年 4月 1日
     盛薬305 盛岡市本宮六丁目１番５５号
     019-635-8911  (019-635-8912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,4154,8 かるがも薬局山岸店 〒020-0004 （地支体）第77号          平成30年 4月 1日
     盛薬154 盛岡市山岸一丁目３番１１号
     019-623-9696  (019-623-2992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7802,4030,8 つくし薬局磯鶏店 〒027-0023 （地支体）第78号          平成30年 4月 1日
     宮薬30 宮古市磯鶏沖１５番１１号
     0193-71-2100  (0193-71-2101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902,4050,6 つくし薬局舘合店 〒027-0077 （地支体）第79号          平成30年 4月 1日
     宮薬50 宮古市舘合町１番５号
     0193-71-1166  (0193-64-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8008,4019,8 つくし薬局新穀店 〒028-0522 （地支体）第80号          平成30年 4月 1日
     遠薬19 遠野市新穀町５番１８号
     0198-63-1300  (0198-63-1301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8111,4041,6 リリーフ薬局 〒026-0301 （地支体）第81号          平成30年 4月 1日
     釜薬41 釜石市鵜住居町第５地割２９－４
     0193-29-1555  (0193-29-1556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8211,4035,8 おおぞら薬局 〒026-0025 （地支体）第82号          平成30年 4月 1日
     釜薬35 釜石市大渡町二丁目６番１２号
     0193-31-2030  (0193-31-2031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8329,4021,0 つくし薬局本店 〒028-1121 （地支体）第83号          平成30年 4月 1日
     上薬21 上閉伊郡大槌町小鎚第２３地割字
     寺野２３番２
     0193-42-8500  (0193-42-8501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4178,7 すずらん薬局 〒020-0103 （地支体）第84号          平成30年 4月 1日
     盛薬178 盛岡市西松園三丁目２２番２号
     019-663-7004  (019-663-7008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4207,4 リード薬局 〒020-0066 （地支体）第85号          平成30年 4月 1日
     盛薬207 盛岡市上田一丁目３番１０号イー
     スタンキャッスル１Ｆ
     019-622-9700  (019-622-9701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,4322,1 永井中央薬局 〒020-0834 （地支体）第86号          平成30年 4月 1日
     盛薬322 盛岡市永井１９地割２５３番地１
     019-605-7050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8705,4066,5 たかき薬局 〒025-0016 （地支体）第87号          平成30年 4月 1日
     花薬66 花巻市高木第１５地割１８番地１
     ３
     0198-41-1522  (0198-41-1523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8805,4072,3 タカハシ星ヶ丘薬局 〒025-0065 （地支体）第88号          平成30年 4月 1日
     花薬72 花巻市星が丘二丁目２７番２２号
     0198-22-3378  (0198-22-3797)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 地域支援体制加算　薬局］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8913,4006,5 二戸薬局 〒028-6105 （地支体）第89号          平成30年 4月 1日
     二薬6 二戸市堀野字大川原毛９３番地
     0195-23-0333  (0195-23-0336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9016,4017,5 おおがま薬局 〒020-0778 （地支体）第90号          平成30年 4月 1日
     滝薬17 滝沢市大釜吉水１０４番１
     019-684-1200  (019-684-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,4120,9 コスモ調剤薬局 〒020-0816 （地支体）第91号          平成30年 5月 1日
     盛薬120 盛岡市中野一丁目３０番３号
     019-653-6133  (019-653-6833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9206,4120,8 あんず薬局 〒024-0071 （地支体）第92号          平成30年 5月 1日
     北薬120 北上市上江釣子１７地割２１８番
     ２
     0197-71-5665  (0197-71-5666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    105,4080,6 八木薬局 〒025-0087 （後発調１）第1号         平成30年 4月 1日
     花薬80 花巻市上町２番１５号
     0198-24-6177  (0198-22-7676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    222,4042,1 すばる薬局　流通セン〒020-0891 （後発調１）第2号         平成30年 4月 1日
     紫薬42 ター店 紫波郡矢巾町流通センター南３－
     １－７
     019-632-1500  (019-632-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305,4062,4 はなまる薬局 〒025-0091 （後発調１）第3号         平成30年 4月 1日
     花薬62 花巻市西大通り二丁目１番１３号
     0198-41-1870  (0198-41-1871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4369,2 ヨシダ調剤薬局 〒020-0881 （後発調１）第5号         平成30年 4月 1日
     盛薬369 盛岡市天神町１１番４号
     019-625-8148  (019-625-8149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    515,4045,8 ふれあい薬局 〒023-0403 （後発調１）第6号         平成30年 4月 1日
     奥薬45 奥州市胆沢若柳字甘草３２４番地
     0197-41-4110  (0197-46-5150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4324,7 株式会社さかな町薬局〒020-0878 （後発調１）第8号         平成30年 4月 1日
     盛薬324 盛岡市肴町４番３０号
     019-651-8311  (019-651-8321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4275,1 有限会社エメラルド薬〒020-0862 （後発調１）第9号         平成30年 4月 1日
     盛薬275 局仙北店 盛岡市東仙北一丁目３番４８号
     019-656-5331  (019-656-5332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4192,8 あたご薬局 〒020-0013 （後発調１）第10号        平成30年 4月 1日
     盛薬192 盛岡市愛宕町２番３８号
     019-621-8411  (019-621-8412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4106,8 菜園薬局 〒020-0024 （後発調１）第11号        平成30年 4月 1日
     盛薬106 盛岡市菜園一丁目５番２５号
     019-625-7521  (019-624-6851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,4269,4 ミルマエ調剤薬局 〒020-0831 （後発調１）第12号        平成30年 4月 1日
     盛薬269 盛岡市三本柳１２地割２１番地４
     019-614-0071  (019-614-0072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4196,9 オトベ薬局 〒020-0403 （後発調１）第13号        平成30年 4月 1日
     盛薬196 盛岡市乙部１３地割１３５番地１
     019-675-1151  (019-675-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1202,4058,9 せせらぎ薬局 〒027-0083 （後発調１）第14号        平成30年 4月 1日
     宮薬58 宮古市大通４丁目５番１０号
     0193-77-5801  (0193-77-5802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1309,4105,3 三関薬局 〒021-0821 （後発調１）第15号        平成30年 4月 1日
     関薬105 一関市三関字仲田２９番地３
     0191-31-8822  (0191-26-8700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1422,4034,8 薬王堂薬局西徳田店 〒028-3603 （後発調１）第16号        平成30年 4月 1日
     紫薬34 紫波郡矢巾町大字西徳田第６地割
     １４４番
     019-681-7361  (019-681-7362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4286,8 なかのユニオン薬局 〒020-0816 （後発調１）第18号        平成30年 4月 1日
     盛薬286 盛岡市中野一丁目２１番１号
     019-652-6587  (019-652-5922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1606,4116,6 カワチ薬局　北上店 〒024-0072 （後発調１）第19号        平成30年 4月 1日
     北薬116 北上市北鬼柳３２地割１５
     0197-64-1560  (0197-64-1561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1709,4065,9 錦袋堂一の町薬局 〒029-3105 （後発調１）第20号        平成30年 4月 1日
     関薬65 一関市花泉町涌津字一の町２３番
     地１
     0191-36-1771  (0191-36-1772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,4037,3 健康堂薬局小山田店 〒027-0038 （後発調１）第21号        平成30年 4月 1日
     宮薬37 宮古市小山田２丁目７番７０号
     0193-64-5650  (0193-64-5652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4282,7 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0831 （後発調１）第22号        平成30年 4月 1日
     盛薬282 グ三本柳店 盛岡市三本柳５地割２８番２号
     019-614-3080  (019-614-3081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2022,4033,0 調剤薬局ツルハドラッ〒028-3303 （後発調１）第23号        平成30年 4月 1日
     紫薬33 グ紫波店 紫波郡紫波町高水寺字大坊１８３
     －１
     019-672-6568  (019-672-6568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2122,4041,3 薬王堂　矢巾店 〒028-3615 （後発調１）第24号        平成30年 4月 1日
     紫薬41 紫波郡矢巾町南矢幅第７地割４４
     ５番地
     019-698-2131  (019-698-2133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4095,3 フローレンス薬局 〒020-0022 （後発調１）第26号        平成30年 4月 1日
     盛薬95 盛岡市大通一丁目５番７号
     019-625-7820  (019-623-0627)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,4416,1 まやま薬局 〒020-0121 （後発調１）第27号        平成30年 4月 1日
     盛薬416 盛岡市月が丘３丁目４０－２６
     019-681-1159  (019-681-1160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2409,4079,0 ヒカリ調剤薬局大平 〒029-0132 （後発調１）第29号        平成30年 4月 1日
     関薬79 一関市滝沢字宮田１２４番１
     0191-31-1315  (0191-31-1316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4168,8 せんぼく調剤薬局 〒020-0861 （後発調１）第30号        平成30年 4月 1日
     盛薬168 盛岡市仙北三丁目１３番２２号
     019-635-0330  (019-635-5188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2614,4013,9 さいとう薬局 〒028-7535 （後発調１）第31号        平成30年 4月 1日
     八薬13 八幡平市清水１５１番地２
     0195-72-2130  (0195-72-2072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2725,4021,8 オレンジ薬局　金ヶ崎〒029-4503 （後発調１）第32号        平成30年 4月 1日
     胆薬21 店 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水１８０－
     ５
     0197-41-1977  (0197-41-1978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2816,4001,9 滝沢調剤薬局 〒020-0668 （後発調１）第33号        平成30年 4月 1日
     滝薬1 滝沢市鵜飼狐洞１番３０３号
     019-687-5711  (019-687-5712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2906,4094,5 くるみ薬局 〒024-0071 （後発調１）第34号        平成30年 4月 1日
     北薬94 北上市上江釣子１６地割１５１番
     地１
     0197-72-5017  (0197-77-5534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,4023,3 有限会社ポプラ薬局 〒027-0075 （後発調１）第35号        平成30年 4月 1日
     宮薬23 宮古市和見町１番１５号
     0193-62-8523  (0193-63-7886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3105,4086,3 サカモト薬局健康館 〒025-0038 （後発調１）第36号        平成30年 4月 1日
     花薬86 花巻市不動町一丁目２番５
     0198-21-5454  (0198-21-4747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3222,4044,7 矢巾調剤薬局 〒028-3603 （後発調１）第37号        平成30年 4月 1日
     紫薬44 紫波郡矢巾町大字西徳田第三地割
     字西前７４
     019-698-2400  (019-698-2263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3315,4030,0 すみれ薬局マイアネ店〒023-0833 （後発調１）第38号        平成30年 4月 1日
     奥薬30 奥州市水沢上姉体六丁目６番地１
     0197-28-1800  (0197-26-5588)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3406,4044,0 すずらん薬局 〒024-0072 （後発調１）第39号        平成30年 4月 1日
     北薬44 北上市北鬼柳２２地割３６番地１
     １
     0197-61-2277  (0197-61-2278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3511,4017,6 只越調剤薬局 〒026-0021 （後発調１）第41号        平成30年 4月 1日
     釜薬17 釜石市只越町二丁目５番５号
     0193-22-3353  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3605,4135,8 有限会社　小田島薬局〒025-0087 （後発調１）第42号        平成30年 4月 1日
     花薬135 花巻市上町６番５号
     0198-23-5161  (0198-23-2453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3716,4006,8 有限会社　オリオン薬〒020-0638 （後発調１）第43号        平成30年 4月 1日
     滝薬6 局 滝沢市土沢３１０番地３４
     019-699-1220  (019-699-1225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4258,7 鶴亀薬局 〒020-0117 （後発調１）第44号        平成30年 4月 1日
     盛薬258 盛岡市緑が丘一丁目１番３７号
     019-663-3090  (019-663-3092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3906,4069,7 きたかみ中央薬局 〒024-0084 （後発調１）第45号        平成30年 4月 1日
     北薬69 北上市さくら通り二丁目２番２８
     号
     0197-65-7550  (0197-65-7560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4002,4039,9 あさひ調剤薬局 〒027-0083 （後発調１）第46号        平成30年 4月 1日
     宮薬39 宮古市大通四丁目５番１号
     0193-71-2015  (0193-71-2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4122,4014,0 ライフ薬局 〒028-3615 （後発調１）第47号        平成30年 4月 1日
     紫薬14 紫波郡矢巾町大字南矢幅第８地割
     ２４５番地
     019-698-1220  (019-698-1221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4203,4031,4 つくし薬局大船渡店 〒022-0003 （後発調１）第48号        平成30年 4月 1日
     大薬31 大船渡市盛町字舘下３番地６
     0192-25-1180  (0192-25-1921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4314,4010,5 柏台薬局 〒028-7303 （後発調１）第49号        平成30年 4月 1日
     八薬10 八幡平市柏台二丁目４２番地２
     0195-71-1001  (0195-71-1008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4406,4109,1 あさひ薬局北上店 〒024-0035 （後発調１）第50号        平成30年 4月 1日
     北薬109 北上市花園町一丁目７番８号
     0197-61-2838  (0197-61-2839)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4501,4326,2 ワカバ薬局 〒020-0063 （後発調１）第51号        平成30年 4月 1日
     盛薬326 盛岡市材木町６番１５号
     019-622-3067  (019-622-0910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4224,9 どんぐり薬局たかまつ〒020-0114 （後発調１）第52号        平成30年 4月 1日
     盛薬224 盛岡市高松三丁目１１番２３号
     019-661-6995  (019-661-4133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,4184,5 日本調剤盛岡中央薬局〒020-0023 （後発調１）第53号        平成30年 4月 1日
     盛薬184 盛岡市内丸１７番８号
     019ー622ー1193  (019-622-0121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4815,4052,4 水沢調剤薬局 〒023-0046 （後発調１）第56号        平成30年 4月 1日
     奥薬52 奥州市水沢字川原小路１２番地
     0197-23-4838  (0197-23-4849)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,4105,0 スタイル薬局 〒020-0133 （後発調１）第57号        平成30年 4月 1日
     盛薬105 盛岡市青山三丁目６番２号
     019-646-5757  (019-641-7055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,4268,6 マリーン薬局 〒020-0107 （後発調１）第58号        平成30年 4月 1日
     盛薬268 盛岡市松園二丁目３７番８号
     019-664-0566  (019-664-0568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5102,4026,6 船越薬局 〒027-0083 （後発調１）第59号        平成30年 4月 1日
     宮薬26 宮古市大通三丁目１番２４号
     0193-63-8444  (0193-63-8444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,4312,2 油町薬局 〒020-0015 （後発調１）第60号        平成30年 4月 1日
     盛薬312 盛岡市本町通一丁目１１番２５号
     019-629-3400  (019-626-5577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4401,3 中田全快薬局 〒020-0836 （後発調１）第61号        平成30年 4月 1日
     盛薬401 盛岡市津志田西二丁目１６番８０
     号
     019-613-5686  (019-613-5687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,4277,7 下小路薬局 〒020-0015 （後発調１）第62号        平成30年 4月 1日
     盛薬277 盛岡市本町通一丁目６番３１号
     019-604-9101  (019-604-9102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,4191,0 みなみ薬局 〒020-0851 （後発調１）第63号        平成30年 4月 1日
     盛薬191 盛岡市向中野一丁目１１番２４号
     019ー635ー8561  (019ー635ー8562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5601,4221,5 ユニオン薬局 〒020-0885 （後発調１）第64号        平成30年 4月 1日
     盛薬221 盛岡市紺屋町１番３６号
     019-625-3187  (019-625-5969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,4368,4 みずほ薬局月が丘 〒020-0121 （後発調１）第65号        平成30年 4月 1日
     盛薬368 盛岡市月が丘一丁目２９番１６号
     019-601-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5805,4121,8 有限会社あさひ薬局セ〒028-3163 （後発調１）第66号        平成30年 4月 1日
     花薬121 ンター店 花巻市石鳥谷町八幡第５地割４７
     番地２
     0198-46-2220  (0198-46-2221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5922,4032,2 有限会社ミドリ薬局日〒028-3310 （後発調１）第67号        平成30年 4月 1日
     紫薬32 詰店 紫波郡紫波町日詰駅前一丁目８番
     ４
     019-671-1203  (019-672-1679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6006,4108,3 キセキレイ薬局 〒024-0071 （後発調１）第68号        平成30年 4月 1日
     北薬108 北上市上江釣子１５地割５７－２
     0197-72-7735  (0197-72-7736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,4390,8 ぺんぎん薬局 〒020-0064 （後発調１）第69号        平成30年 4月 1日
     盛薬390 盛岡市梨木町２番１４号
     019-652-3345  (019-652-4060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202,4049,8 ミドリ薬局 〒027-0025 （後発調１）第70号        平成30年 4月 1日
     宮薬49 宮古市実田二丁目５番９号
     0193-63-0027  (0193-63-1170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,4372,6 リリィ薬局盛岡北店 〒020-0125 （後発調１）第71号        平成30年 4月 1日
     盛薬372 盛岡市上堂二丁目４番１１号
     019-681-0165  (019-681-0173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,4172,0 のばら薬局 〒020-0062 （後発調１）第72号        平成30年 4月 1日
     盛薬172 盛岡市長田町１０番２９号
     019-624-2888  (019-624-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,4272,8 さくら薬局本町店 〒020-0015 （後発調１）第73号        平成30年 4月 1日
     盛薬272 盛岡市本町通一丁目１１番１７号
     019-654-7077  (019-654-7078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6609,4058,4 いちご薬局 〒021-0031 （後発調１）第74号        平成30年 4月 1日
     関薬58 一関市青葉一丁目６番４－１０１
     号
     0191-21-1539  (0191-21-3315)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6715,4048,2 むつみ薬局 〒023-0851 （後発調１）第75号        平成30年 4月 1日
     奥薬48 奥州市水沢南町４番２１号
     0197-22-4666  (0197-22-4660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6809,4080,8 一関ドライブスルー薬〒029-0131 （後発調１）第76号        平成30年 4月 1日
     関薬80 局 一関市狐禅寺字大平１２３番地２
     0191-31-8805  (0191-31-8806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6922,4021,5 こぐま薬局矢巾店 〒028-3614 （後発調１）第77号        平成30年 4月 1日
     紫薬21 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第８
     地割１１７番地
     019-698-1515  (019-698-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7006,4105,9 かえで薬局 〒024-0094 （後発調１）第78号        平成30年 4月 1日
     北薬105 北上市本通り一丁目５番４号
     0197-65-3361  (0197-65-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7121,4065,4 しずくいし中央薬局 〒020-0542 （後発調１）第79号        平成30年 4月 1日
     岩薬65 岩手郡雫石町万田渡７４番地１９
     019-692-5588  (019-692-5586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,4397,3 ソレイユ調剤薬局 〒020-0822 （後発調１）第80号        平成30年 4月 1日
     盛薬397 盛岡市茶畑１－８－２０
     019-652-2822  (019-653-0848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,4333,8 まつや調剤薬局 〒028-4125 （後発調１）第81号        平成30年 4月 1日
     盛薬333 盛岡市好摩字夏間木１０７番地３
     019-682-0031  (019-682-1801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7405,4131,7 カワチ薬局　花巻店 〒025-0062 （後発調１）第82号        平成30年 4月 1日
     花薬131 花巻市上小舟渡３４４－３
     0198-22-3010  (0198-22-3011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,4205,8 仁王薬局 〒020-0015 （後発調１）第83号        平成30年 4月 1日
     盛薬205 盛岡市本町通二丁目８番２８号
     019-604-6433  (019-604-6434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7614,4004,8 有限会社　つぐみ薬局〒028-7111 （後発調１）第84号        平成30年 4月 1日
     八薬4 八幡平市大更第２４地割６５番地
     １３
     0195-76-2900  (0195-76-2900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,4094,6 ポプラ薬局 〒020-0016 （後発調１）第85号        平成30年 4月 1日
     盛薬94 盛岡市名須川町２７番４２号
     019-652-2793  (019-652-9025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7801,4175,3 アップル薬局山岸 〒020-0004 （後発調１）第86号        平成30年 4月 1日
     盛薬175 盛岡市山岸二丁目９番２４号
     019-623-6633  (019-623-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,4256,1 アヤメ薬局 〒020-0015 （後発調１）第87号        平成30年 4月 1日
     盛薬256 盛岡市本町通三丁目１９番３１号
     019-654-1401  (019-654-1402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,4294,2 ナガハシ薬局 〒020-0146 （後発調１）第88号        平成30年 4月 1日
     盛薬294 盛岡市長橋町１７番４０号
     019-648-8227  (019-648-8228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,4305,6 銀河薬局 〒020-0866 （後発調１）第89号        平成30年 4月 1日
     盛薬305 盛岡市本宮六丁目１番５５号
     019-635-8911  (019-635-8912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4320,5 さんぺい薬局 〒020-0147 （後発調１）第90号        平成30年 4月 1日
     盛薬320 盛岡市大館町２６番２号
     019-641-0335  (019-641-2003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,4348,6 みつや薬局 〒020-0141 （後発調１）第91号        平成30年 4月 1日
     盛薬348 盛岡市中屋敷町１番３３号
     019-648-6060  (019-645-7676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4399,9 イオン薬局盛岡店 〒020-0148 （後発調１）第92号        平成30年 4月 1日
     盛薬399 盛岡市前潟４丁目７－１
     019-605-3730  (019-605-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4407,0 上太田薬局 〒020-0053 （後発調１）第93号        平成30年 4月 1日
     盛薬407 盛岡市上太田弘法清水１番地
     019-658-1055  (019-658-1056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8603,4026,4 千葉薬局サンリア店 〒022-0003 （後発調１）第95号        平成30年 4月 1日
     大薬26 大船渡市盛町字町１０番地１１
     0192-26-3578  (0192-26-3900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8705,4072,3 タカハシ星ヶ丘薬局 〒025-0065 （後発調１）第96号        平成30年 4月 1日
     花薬72 花巻市星が丘二丁目２７番２２号
     0198-22-3378  (0198-22-3797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8805,4110,1 ほおずき薬局 〒028-3101 （後発調１）第97号        平成30年 4月 1日
     花薬110 花巻市石鳥谷町好地７地割２０６
     番地５
     0198-46-1410  (0198-46-1401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8905,4111,9 ゆぐち薬局 〒025-0042 （後発調１）第98号        平成30年 4月 1日
     花薬111 花巻市円万寺字下中野４５番１１
     0198-38-1300  (0198-28-2822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9006,4042,4 つくし薬局大堤店 〒024-0052 （後発調１）第99号        平成30年 4月 1日
     北薬42 北上市大堤北一丁目６番３０号
     0197-67-0211  (0197-67-0212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9106,4101,8 クラフト薬局　北上花〒024-0035 （後発調１）第100号       平成30年 4月 1日
     北薬101 園店 北上市花園町三丁目１番６号
     0197-64-0918  (0197-64-0918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9206,4103,4 中央薬品（株）中央調〒024-0004 （後発調１）第101号       平成30年 4月 1日
     北薬103 剤薬局岩手県立中部病北上市村崎野１７地割２２番１
     院前支店 0197-68-4976  (0197-68-4975)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9308,4019,8 つくし薬局新穀店 〒028-0522 （後発調１）第102号       平成30年 4月 1日
     遠薬19 遠野市新穀町５番１８号
     0198-63-1300  (0198-63-1301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9408,4021,4 わお調剤薬局 〒028-0517 （後発調１）第103号       平成30年 4月 1日
     遠薬21 遠野市上組町３－４
     0198-68-3737  (0198-68-3738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9509,4048,5 アロエ薬局 〒021-0883 （後発調１）第104号       平成30年 4月 1日
     関薬48 一関市新大町４４番地
     0191-32-5558  (0191-32-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9609,4083,2 やまぶき薬局 〒029-0131 （後発調１）第105号       平成30年 4月 1日
     関薬83 一関市狐禅寺字大平１２５番地１
     ３
     0191-31-1772  (0191-31-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9709,4086,5 イオンスーパーセンタ〒029-0131 （後発調１）第106号       平成30年 4月 1日
     関薬86 ー一関店薬局 一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１
     0191-31-6111  (0191-31-6114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9809,4123,6 あじさい薬局 〒021-0221 （後発調１）第107号       平成30年 4月 1日
     関薬123 一関市舞川字中里６６番１４
     0191-48-5320  (0191-48-5313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9909,4124,4 つくし薬局　千厩店 〒029-0803 （後発調１）第108号       平成30年 4月 1日
     関薬124 一関市千厩町千厩字石堂１３－１
     ３
     0191-48-4172  (0191-48-4173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10009,4126,9 中里薬局 〒021-0011 （後発調１）第109号       平成30年 4月 1日
     関薬126 一関市山目町１－６－２５
     0191-31-1343  (0191-31-1344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10109,4131,9 ひがし薬局 〒029-0302 （後発調１）第111号       平成30年 4月 1日
     関薬131 一関市東山町長坂字西本町１２０
     番地１
     0191-47-3873  (0191-47-3873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10211,4035,8 おおぞら薬局 〒026-0025 （後発調１）第112号       平成30年 4月 1日
     釜薬35 釜石市大渡町二丁目６番１２号
     0193-31-2030  (0193-31-2031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10311,4040,8 つくし薬局　釜石中妻〒026-0034 （後発調１）第113号       平成30年 4月 1日
     釜薬40 店 釜石市中妻町２丁目１５番５号
     0193-55-5641  (0193-55-5642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10413,4016,4 つくし薬局二戸店 〒028-6103 （後発調１）第114号       平成30年 4月 1日
     二薬16 二戸市石切所字川原２８番地１０
     0195-22-3311  (0195-23-8811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10513,4025,5 あかまつ薬局 〒028-6103 （後発調１）第115号       平成30年 4月 1日
     二薬25 二戸市石切所字森合７９－１
     0195-22-5557  (0195-22-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10615,4018,5 西大通薬局 〒023-0022 （後発調１）第116号       平成30年 4月 1日
     奥薬18 奥州市水沢中城６番３
     0197-51-6000  (0197-51-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10715,4026,8 有限会社　サンライズ〒023-0825 （後発調１）第117号       平成30年 4月 1日
     奥薬26 薬局 奥州市水沢台町１番４５号
     0197-51-7581  (0197-51-7582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10815,4031,8 川原町薬局 〒023-1114 （後発調１）第118号       平成30年 4月 1日
     奥薬31 奥州市江刺川原町３番１４号
     0197-35-8001  (0197-35-8003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10915,4061,5 あおば薬局 〒023-0802 （後発調１）第119号       平成30年 4月 1日
     奥薬61 奥州市水沢字大畑小路１０９番地
     １
     0197-51-7750  (0197-51-7751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11015,4067,2 あかり薬局　太日通り〒023-0827 （後発調１）第120号       平成30年 4月 1日
     奥薬67 店 奥州市水沢太日通り２－６－３３
     0197-47-6733  (0197-47-6734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11122,4011,6 あけぼの薬局 〒028-3305 （後発調１）第121号       平成30年 4月 1日
     紫薬11 紫波郡紫波町日詰字下丸森６５番
     地２
     019-676-5010  (019-676-5020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11222,4023,1 さくら町調剤薬局 〒028-3307 （後発調１）第122号       平成30年 4月 1日
     紫薬23 紫波郡紫波町桜町字三本木１６７
     番地２
     019-671-1365  (019-671-1366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11324,4015,3 西和賀すみれ薬局 〒029-5612 （後発調１）第123号       平成30年 4月 1日
     和薬15 和賀郡西和賀町沢内字大野１３地
     割３－２２
     0197-72-6688  (0197-72-6689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11430,4008,5 船越菊屋薬局 〒028-1371 （後発調１）第124号       平成30年 4月 1日
     下薬8 下閉伊郡山田町船越６地割３２番
     地７６
     0193-84-2455  (0193-84-2487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11532,4013,1 つくし薬局一戸店 〒028-5312 （後発調１）第125号       平成30年 4月 1日
     二戸薬13 二戸郡一戸町一戸字向町１０９
     0195-43-3096  (0195-43-3097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,4328,8 とけい台薬局 〒020-0866 （後発調１）第126号       平成30年 5月 1日
     盛薬328 盛岡市本宮六丁目２番２６号
     019-631-3115  (019-631-3116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,4381,7 上田薬局 〒020-0066 （後発調１）第127号       平成30年 5月 1日
     盛薬381 盛岡市上田一丁目６番９号
     019-625-5612  (019-625-5613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11805,4066,5 たかき薬局 〒025-0016 （後発調１）第128号       平成30年 5月 1日
     花薬66 花巻市高木第１５地割１８番地１
     ３
     0198-41-1522  (0198-41-1523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11905,4070,7 タカハシ薬局 〒025-0092 （後発調１）第129号       平成30年 5月 1日
     花薬70 花巻市大通り二丁目７番１１号
     0198-22-3377  (0198-22-4466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12009,4061,8 薬王堂山目店 〒021-0053 （後発調１）第130号       平成30年 5月 1日
     関薬61 一関市山目字中野５３番１号
     0191-33-1185  (0191-33-1186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12122,4012,4 フェザン薬局 〒028-3601 （後発調１）第131号       平成30年 5月 1日
     紫薬12 紫波郡矢巾町大字高田第１１地割
     ５１番地１
     019-697-8631  (019-697-8634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12229,4022,8 ハーブ薬局 〒028-1101 （後発調１）第132号       平成30年 5月 1日
     上薬22 上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目２
     番１０号
     0193-44-3171  (0193-44-3172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    122,4036,3 南やはば調剤薬局 〒028-3615 （後発調２）第1号         平成30年 4月 1日
     紫薬36 紫波郡矢巾町南矢幅第７地割４５
     ３番地
     019-698-1677  (019-698-1678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,4017,5 健康堂薬局駅前店 〒027-0076 （後発調２）第2号         平成30年 4月 1日
     宮薬17 宮古市栄町２番４号
     0193-63-8181  (0193-64-6979)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    316,4007,6 あおぞら薬局 〒020-0638 （後発調２）第3号         平成30年 4月 1日
     滝薬7 滝沢市土沢５４０番地２
     019-699-1319  (699-1323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    431,4021,6 リードファーマシー 〒028-7914 （後発調２）第4号         平成30年 4月 1日
     九薬21 九戸郡洋野町種市２３－１１３－
     ２０
     0194-65-2987  (0194-65-5832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    516,4012,6 巣子バード薬局 〒020-0627 （後発調２）第5号         平成30年 4月 1日
     滝薬12 滝沢市狼久保６８６番地３
     019-694-1277  (019-694-1278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    622,4029,8 きりの調剤薬局 〒028-3603 （後発調２）第7号         平成30年 4月 1日
     紫薬29 紫波郡矢巾町西徳田第５地割１番
     地１号
     019-698-4193  (019-698-3331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    709,4039,4 大手町薬局 〒021-0884 （後発調２）第8号         平成30年 4月 1日
     関薬39 一関市大手町７番２号
     0191-21-3282  (0191-21-2873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,4057,1 のぞみ調剤薬局 〒027-0061 （後発調２）第9号         平成30年 4月 1日
     宮薬57 宮古市西町１丁目７－３２
     0193-65-7330  (0193-65-7331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    915,4058,1 及川薬局けいとく店 〒023-0003 （後発調２）第10号        平成30年 4月 1日
     奥薬58 奥州市水沢佐倉河字慶徳２６番地
     ２
     0197-47-4471  (0197-47-4472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1009,4106,1 青葉の杜薬局　一関店〒021-0008 （後発調２）第11号        平成30年 4月 1日
     関薬106 一関市石畑６番３１号
     0191-31-4510  (0191-31-4511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,4051,4 調剤薬局ツルハドラッ〒027-0074 （後発調２）第12号        平成30年 4月 1日
     宮薬51 グ宮古中央店 宮古市保久田８番５号
     0193-65-0770  (0193-65-0122)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,4278,5 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0066 （後発調２）第13号        平成30年 4月 1日
     盛薬278 グ上田店 盛岡市上田一丁目３番２６号
     019-624-8489  (019-624-8577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4413,8 あまいろ薬局 〒020-0861 （後発調２）第14号        平成30年 4月 1日
     盛薬413 盛岡市仙北２丁目１－２０ＲＥＣ
     ＯＲＯＳ仙北町１Ｆ
     019-613-7005  (019-613-7006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4358,5 大通よつば薬局 〒020-0022 （後発調２）第15号        平成30年 4月 1日
     盛薬358 盛岡市大通二丁目７番２０号
     019-681-4091  (019-681-4092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1515,4033,4 横山調剤薬局 〒023-1131 （後発調２）第16号        平成30年 4月 1日
     奥薬33 奥州市江刺愛宕字観音堂沖４０１
     番地５
     0197-31-1400  (0197-31-1400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4325,4 クローバー薬局 〒020-0866 （後発調２）第17号        平成30年 4月 1日
     盛薬325 盛岡市本宮字小板小瀬１３番３
     019-656-2011  (019-656-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1709,4056,8 有限会社昆野調剤薬局〒021-0035 （後発調２）第18号        平成30年 4月 1日
     関薬56 一関市山目字才天２２２番地４
     0191-33-1189  (0191-33-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,4031,6 有限会社　かもめ薬局〒027-0075 （後発調２）第19号        平成30年 4月 1日
     宮薬31 宮古市和見町８番２７号
     0193-71-2077  (0193-64-5346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1916,4005,0 ふうせん薬局 〒020-0632 （後発調２）第20号        平成30年 4月 1日
     滝薬5 滝沢市牧野林１０１０番地１１
     019-699-2011  (019-699-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2009,4129,3 ドレミ薬局 〒021-0021 （後発調２）第21号        平成30年 4月 1日
     関薬129 一関市中央町２－５－１７
     0191-26-0028  (0191-26-0038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4292,6 オーロラ薬局 〒020-0863 （後発調２）第22号        平成30年 4月 1日
     盛薬292 盛岡市南仙北三丁目２番３０号
     019-635-1233  (019-635-4555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2209,4115,2 有限会社佐庄薬局 〒029-3405 （後発調２）第23号        平成30年 4月 1日
     関薬115 一関市藤沢町藤沢字町３３番地
     0191-63-2344  (0191-63-5093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,4254,6 こなん薬局 〒020-0102 （後発調２）第24号        平成30年 4月 1日
     盛薬254 盛岡市上田字松屋敷２３番地３
     019-664-1115  (664-1139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2413,4002,4 きよかわ薬局 〒028-6101 （後発調２）第25号        平成30年 4月 1日
     二薬2 二戸市福岡字八幡下５９番地４
     0195-23-3402  (0195-25-5953)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4408,8 ひまわり薬局 〒020-0034 （後発調２）第26号        平成30年 4月 1日
     盛薬408 盛岡市盛岡駅前通１４番２１号
     019-654-6019  (019-654-6029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2606,4117,4 とちのき薬局 〒024-0061 （後発調２）第27号        平成30年 4月 1日
     北薬117 北上市大通り３丁目８番１２号
     0197-61-3886  (0197-63-8838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2713,4014,9 天狗山薬局 〒028-6101 （後発調２）第28号        平成30年 4月 1日
     二薬14 二戸市福岡字落久保２２番地
     0195-22-2135  (0195-22-2136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2814,4003,0 有限会社　白樺薬局 〒028-7405 （後発調２）第29号        平成30年 4月 1日
     八薬3 八幡平市平舘第１１地割１１番地
     ２１
     0195-74-3363  (0195-74-4183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4330,4 つばさ薬局 〒020-0836 （後発調２）第30号        平成30年 4月 1日
     盛薬330 盛岡市津志田西二丁目１３番５号
     019-632-2166  (019-632-2188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3022,4037,1 エール薬局 〒028-3441 （後発調２）第31号        平成30年 4月 1日
     紫薬37 紫波郡紫波町上平沢字川原田７３
     番地９
     019-673-8588  (019-673-8588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3122,4008,2 有限会社きくや薬局 〒028-3305 （後発調２）第32号        平成30年 4月 1日
     紫薬8 紫波郡紫波町日詰字郡山駅２１８
     番地
     019-676-2210  (019-676-5994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4386,6 しんせい薬局 〒020-0112 （後発調２）第33号        平成30年 4月 1日
     盛薬386 盛岡市東緑が丘２３－８
     019-663-2366  (019-663-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3305,4075,6 たんぽぽ薬局 〒025-0312 （後発調２）第34号        平成30年 4月 1日
     花薬75 花巻市二枚橋第６地割４９８番地
     １
     0198-26-1755  (0198-26-1756)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3415,4010,2 すみれ薬局 〒023-0862 （後発調２）第35号        平成30年 4月 1日
     奥薬10 奥州市水沢福吉町２番３０号
     0197ー24ー1133  (0197ー24ー1050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3506,4032,5 ひまわり薬局 〒024-0095 （後発調２）第36号        平成30年 4月 1日
     北薬32 北上市芳町７番２０号
     0197-63-6877  (0197-63-6879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3606,4030,9 さくら調剤薬局 〒024-0064 （後発調２）第37号        平成30年 4月 1日
     北薬30 北上市若宮町二丁目２番３９号
     0197-63-8822  (0197-63-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3705,4089,7 花調あさざわ薬局 〒025-0067 （後発調２）第38号        平成30年 4月 1日
     花薬89 花巻市浅沢１００番地７
     0198-21-5550  (0198-22-6668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3806,4114,1 みつばち薬局 〒024-0004 （後発調２）第39号        平成30年 4月 1日
     北薬114 北上市村崎野１５地割１４９番１
     0197-62-5900  (0197-62-5901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3905,4108,5 おおはさま薬局 〒028-3203 （後発調２）第40号        平成30年 4月 1日
     花薬108 花巻市大迫町大迫１３地割８番１
     １
     0198-48-2626  (0198-48-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,4303,1 ミルキー薬局 〒020-0143 （後発調２）第41号        平成30年 4月 1日
     盛薬303 盛岡市上厨川字杉原５０番４８号
     019-646-0369  (019-646-0369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,4301,5 おおたばし調剤薬局 〒020-0866 （後発調２）第42号        平成30年 4月 1日
     盛薬301 盛岡市本宮字小板小瀬１３番８
     019-656-3131  (019-656-3636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4202,4046,4 さくら薬局 〒027-0074 （後発調２）第43号        平成30年 4月 1日
     宮薬46 宮古市保久田８番１１－２号
     0193-65-0377  (0193-65-0388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4306,4122,4 あい薬局　村崎野店 〒024-0004 （後発調２）第44号        平成30年 4月 1日
     北薬122 北上市村崎野１５地割３５４番３
     号
     0197-71-1101  (0197-68-3310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4403,4050,4 善進堂薬局 〒022-0002 （後発調２）第45号        平成30年 4月 1日
     大薬50 大船渡市大船渡町字新田４９番地
     ３
     0192-27-9250  (0192-27-9210)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4509,4109,5 あさひ調剤薬局 〒029-3105 （後発調２）第46号        平成30年 4月 1日
     関薬109 一関市花泉町涌津字上原２９番地
     ２
     0191-82-2184  (0191-82-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4378,3 そよ風薬局盛岡店 〒020-0108 （後発調２）第47号        平成30年 4月 1日
     盛薬378 盛岡市東黒石野三丁目１番１２号
     019-664-0512  (019-664-0513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,4173,8 たんぽぽ薬局桜城店 〒020-0021 （後発調２）第48号        平成30年 4月 1日
     盛薬173 盛岡市中央通三丁目１４番４号１
     ０１
     019-626-1121  (019-621-3126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4379,1 そよ風薬局松園店 〒020-0103 （後発調２）第49号        平成30年 4月 1日
     盛薬379 盛岡市西松園三丁目２０番１２号
     019-664-0397  (019-664-0398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4922,4043,9 日本調剤　矢巾薬局 〒028-3602 （後発調２）第50号        平成30年 4月 1日
     紫薬43 紫波郡矢巾町藤沢第１地割１１４
     －１
     019-611-2351  (019-611-2353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5022,4027,2 こずかた薬局やはば店〒028-3615 （後発調２）第51号        平成30年 4月 1日
     紫薬27 紫波郡矢巾町大字南矢幅第９地割
     字田中１９５番地
     019-698-3006  (019-698-3007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5116,4008,4 すこやか薬局 〒020-0771 （後発調２）第52号        平成30年 4月 1日
     滝薬8 滝沢市大釜竹鼻１６３番地１４
     019-699-1721  (019-699-1722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5209,4076,6 一関駅前薬局 〒021-0867 （後発調２）第53号        平成30年 4月 1日
     関薬76 一関市駅前１４番地２
     0191-31-2220  (0191-31-2221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5315,4022,7 日本調剤水沢薬局 〒023-0052 （後発調２）第54号        平成30年 4月 1日
     奥薬22 奥州市水沢搦手丁８番１５号
     0197-51-6622  (0197-51-6624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,4147,2 こんや町薬局 〒020-0885 （後発調２）第55号        平成30年 4月 1日
     盛薬147 盛岡市紺屋町３番７号
     019-653-1521  (019-653-1522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5505,4050,9 日本調剤大手門薬局 〒025-0075 （後発調２）第56号        平成30年 4月 1日
     花薬50 花巻市花城町４番２４号
     0198-23-1380  (0198-23-1381)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5605,4099,6 有限会社ひまわり薬局〒028-3101 （後発調２）第57号        平成30年 4月 1日
     花薬99 花巻市石鳥谷町好地第７地割１２
     ４番地１８
     0198-46-1255  (0198-46-1256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5705,4082,2 諏訪調剤薬局 〒025-0033 （後発調２）第58号        平成30年 4月 1日
     花薬82 花巻市諏訪３９９番地１
     0198-21-3303  (0198-21-3220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5805,4105,1 ゆもと薬局 〒025-0304 （後発調２）第59号        平成30年 4月 1日
     花薬105 花巻市湯本第４地割３０番地１６
     0198-37-1222  (0198-27-2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5906,4115,8 さくら通り薬局 〒024-0084 （後発調２）第60号        平成30年 4月 1日
     北薬115 北上市さくら通り３丁目３番１０
     号
     0197-72-5155  (0197-72-5156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6009,4081,6 日本調剤一関薬局 〒029-0131 （後発調２）第61号        平成30年 4月 1日
     関薬81 一関市狐禅寺字大平３３番地１
     0191-31-8750  (0191-31-8753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6121,4041,5 南畑薬局 〒020-0573 （後発調２）第62号        平成30年 4月 1日
     岩薬41 岩手郡雫石町大字南畑第３１地割
     字深沢９２番地１６
     019-691-8110  (019-691-8122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6232,4007,3 いちのへ調剤薬局 〒028-5312 （後発調２）第63号        平成30年 4月 1日
     二戸薬7 二戸郡一戸町一戸字砂森５５番地
     ２２
     0195-31-1108  (0195-31-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,4405,4 リリィ薬局　高松店 〒020-0114 （後発調２）第64号        平成30年 4月 1日
     盛薬405 盛岡市高松三丁目９－１０
     019-681-3117  (019-681-3118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6406,4089,5 サンケア薬局　県立中〒024-0004 （後発調２）第65号        平成30年 4月 1日
     北薬89 部病院前店 北上市村崎野１７地割１６７番地
     １
     0197-62-3331  (0197-62-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6515,4021,9 うさぎ調剤薬局 〒023-0054 （後発調２）第66号        平成30年 4月 1日
     奥薬21 奥州市水沢吉小路３番地３
     0197-51-7070  (0197-51-7071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6605,4100,2 フロンティア薬局石鳥〒028-3111 （後発調２）第67号        平成30年 4月 1日
     花薬100 谷店 花巻市石鳥谷町新堀第８地割３４
     －４
     0198-46-1733  (0198-46-1734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6709,4117,8 リリィ薬局藤沢店 〒029-3405 （後発調２）第68号        平成30年 4月 1日
     関薬117 一関市藤沢町藤沢字町裏１８０番
     地２
     0191-48-3428  (0191-48-3438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6815,4059,9 リリィ薬局水沢店 〒023-0841 （後発調２）第69号        平成30年 4月 1日
     奥薬59 奥州市水沢真城字杉山下７０番３
     0197-47-4391  (0197-47-4392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6905,4088,9 かなん薬局 〒025-0039 （後発調２）第70号        平成30年 4月 1日
     花薬88 花巻市諏訪町二丁目１番１５
     0198-21-5522  (0198-21-5522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4329,6 よつば薬局 〒020-0121 （後発調２）第71号        平成30年 4月 1日
     盛薬329 盛岡市月が丘二丁目２番５９号
     019-643-2888  (019-643-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,4415,3 アイセイ薬局　盛岡材〒020-0063 （後発調２）第72号        平成30年 4月 1日
     盛薬415 木町店 盛岡市材木町４番３３号
     019-681-3707  (019-681-3708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7216,4021,7 アイセイ薬局　滝沢店〒020-0633 （後発調２）第73号        平成30年 4月 1日
     滝薬21 滝沢市穴口３２３－３
     019-648-7131  (019-641-1161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7314,4005,5 有限会社　あさひ薬局〒028-7111 （後発調２）第74号        平成30年 4月 1日
     八薬5 八幡平市大更２５地割１１８番１
     0195-75-2227  (0195-75-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7414,4017,0 あさひ薬局　西根中学〒028-7111 （後発調２）第75号        平成30年 4月 1日
     八薬17 校前店 八幡平市大更２４－１－１１８
     0195-70-2311  (0195-70-2312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,4316,3 リーフ薬局 〒020-0851 （後発調２）第76号        平成30年 4月 1日
     盛薬316 盛岡市向中野三丁目１０番１０号
     019-656-5877  (019-656-5878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7631,4019,0 はたさわ薬局 〒028-6302 （後発調２）第77号        平成30年 4月 1日
     九薬19 九戸郡軽米町大字軽米第３地割５
     ２番地４
     0195-46-2719  (0195-46-2796)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7705,4078,0 スクラム薬局　花巻駅〒025-0091 （後発調２）第78号        平成30年 4月 1日
     花薬78 西店 花巻市西大通り一丁目３０番７号
     0198-22-6664  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,4154,8 かるがも薬局山岸店 〒020-0004 （後発調２）第79号        平成30年 4月 1日
     盛薬154 盛岡市山岸一丁目３番１１号
     019-623-9696  (019-623-2992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,4207,4 リード薬局 〒020-0066 （後発調２）第80号        平成30年 4月 1日
     盛薬207 盛岡市上田一丁目３番１０号イー
     スタンキャッスル１Ｆ
     019-622-9700  (019-622-9701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,4249,6 せせらぎ薬局 〒020-0877 （後発調２）第81号        平成30年 4月 1日
     盛薬249 盛岡市下ノ橋町６番８号　サンシ
     ティ下の橋１Ｆ
     019-603-5505  (019-603-5525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,4263,7 のぞみ薬局 〒020-0107 （後発調２）第82号        平成30年 4月 1日
     盛薬263 盛岡市松園二丁目３－３
     019-662-7733  (019-662-8900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4264,5 ほたる薬局 〒020-0105 （後発調２）第83号        平成30年 4月 1日
     盛薬264 盛岡市北松園四丁目４番２号
     019-664-1200  (019-663-0101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,4309,8 たくぼく薬局 〒028-4132 （後発調２）第84号        平成30年 4月 1日
     盛薬309 盛岡市渋民字駅１０４番地
     019-669-5800  (019-683-3500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4354,4 クラフト薬局　盛岡青〒020-0133 （後発調２）第85号        平成30年 4月 1日
     盛薬354 山店 盛岡市青山一丁目２０番４２号
     019-641-9001  (019-641-9103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4356,9 あさがお薬局上田店 〒020-0066 （後発調２）第86号        平成30年 4月 1日
     盛薬356 盛岡市上田一丁目１０番３６号
     019-681-4371  (019-681-4372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,4363,5 津志田薬局 〒020-0838 （後発調２）第87号        平成30年 4月 1日
     盛薬363 盛岡市津志田中央二丁目１８番２
     ３号
     019-614-9986  (019-614-9987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,4362,7 イオン薬局盛岡南店 〒020-0866 （後発調２）第88号        平成30年 4月 1日
     盛薬362 盛岡市本宮七丁目１番１号
     019-631-3000  (019-631-3717)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8801,4375,9 そうごう薬局　盛岡中〒020-0021 （後発調２）第89号        平成30年 4月 1日
     盛薬375 央通店 盛岡市中央通二丁目２番５号Ｌ．
     Ｂｉｚ盛岡１階
     019-613-6671  (019-613-6672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,4384,1 すみれ薬局 〒020-0132 （後発調２）第90号        平成30年 4月 1日
     盛薬384 盛岡市西青山２－１８－５７
     019-645-2311  (019-645-2314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,4391,6 エキナカ薬局Ｐｈａｒ〒020-0034 （後発調２）第91号        平成30年 4月 1日
     盛薬391 ｍａ‐Ｌａｂｏ 盛岡市盛岡駅前通１－４４
     019-601-6256  (019-601-5337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,4398,1 あおば薬局　上田店 〒020-0066 （後発調２）第92号        平成30年 4月 1日
     盛薬398 盛岡市上田１丁目１８－５０
     019-622-0370  (019-622-0367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,4402,1 なごみ薬局 〒020-0125 （後発調２）第93号        平成30年 4月 1日
     盛薬402 盛岡市上堂一丁目１８番２６号
     019-648-0753  (019-648-0754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,4406,2 工藤薬局 〒020-0004 （後発調２）第94号        平成30年 4月 1日
     盛薬406 盛岡市山岸二丁目１２番１５号
     019-623-4790  (019-652-8741)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,4410,4 茶畑薬局 〒020-0822 （後発調２）第95号        平成30年 4月 1日
     盛薬410 盛岡市茶畑二丁目６番１４号
     019-622-1800  (019-622-1801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9502,4050,6 つくし薬局舘合店 〒027-0077 （後発調２）第96号        平成30年 4月 1日
     宮薬50 宮古市舘合町１番５号
     0193-71-1166  (0193-64-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602,4059,7 アイン薬局　宮古山口〒027-0063 （後発調２）第97号        平成30年 4月 1日
     宮薬59 店 宮古市山口五丁目２９５－７
     0193-65-7137  (0193-65-7182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9703,4053,8 りあす薬局 〒022-0006 （後発調２）第98号        平成30年 4月 1日
     大薬53 大船渡市立根町字中野４０番６
     0192-21-5100  (0192-27-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9803,4055,3 アイン薬局　大船渡店〒022-0002 （後発調２）第99号        平成30年 4月 1日
     大薬55 大船渡市大船渡町字山馬越１７５
     －１
     0192-21-3230  (0192-21-3231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9905,4094,7 有限会社わかそう薬局〒028-3203 （後発調２）第101号       平成30年 4月 1日
     花薬94 花巻市大迫町大迫第３地割２３０
     番地
     0198-48-2529  (0198-48-3032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10005,4106,9 つくし薬局　花巻店 〒025-0097 （後発調２）第102号       平成30年 4月 1日
     花薬106 花巻市若葉町二丁目４番１４号
     0198-21-5580  (0198-22-1199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10105,4117,6 銀河薬局太田店 〒025-0037 （後発調２）第103号       平成30年 4月 1日
     花薬117 花巻市太田第５１地割２２０番１
     0198-39-1250  (0198-39-1251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10205,4119,2 エルム調剤薬局花巻店〒025-0077 （後発調２）第104号       平成30年 4月 1日
     花薬119 花巻市仲町５番９号
     0198-21-2022  (0198-21-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10306,4045,7 さわやか薬局 〒024-0043 （後発調２）第105号       平成30年 4月 1日
     北薬45 北上市立花１０地割４８番地７
     0197-65-5000  (0197-64-3000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10406,4076,2 まごころ薬局 〒024-0021 （後発調２）第106号       平成30年 4月 1日
     北薬76 北上市上野町四丁目３番２２号
     0197-61-6600  (0197-65-3122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10506,4077,0 ファースト調剤薬局 〒024-0034 （後発調２）第107号       平成30年 4月 1日
     北薬77 北上市諏訪町二丁目５番４２号
     0197-61-3023  (0197-61-3024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10606,4080,4 常盤台薬局 〒024-0012 （後発調２）第108号       平成30年 4月 1日
     北薬80 北上市常盤台一丁目２２番２１号
     0197-61-2121  (0197-65-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10706,4119,0 銀河薬局　村崎野店 〒024-0004 （後発調２）第109号       平成30年 4月 1日
     北薬119 北上市村崎野１７－１７１
     0197-66-7121  (0197-66-7122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10807,4022,4 及川薬局田屋町店 〒028-0022 （後発調２）第110号       平成30年 4月 1日
     久薬22 久慈市田屋町第１地割３８番１０
     0194-61-3010  (0194-61-3011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10908,4020,6 つくし薬局東舘店 〒028-0515 （後発調２）第111号       平成30年 4月 1日
     遠薬20 遠野市東舘町８番６号
     0198-68-3015  (0198-68-3016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11009,4087,3 つくし薬局川崎店 〒029-0202 （後発調２）第112号       平成30年 4月 1日
     関薬87 一関市川崎町薄衣字久伝１７番地
     １
     0191-36-5002  (0191-43-2655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11109,4114,5 イオン薬局一関店 〒021-0055 （後発調２）第113号       平成30年 4月 1日
     関薬114 一関市山目字泥田８９番地１
     0191-25-6000  (0191-25-6691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11211,4024,2 有限会社ハロー薬局 〒026-0034 （後発調２）第114号       平成30年 4月 1日
     釜薬24 釜石市中妻町三丁目６番３号
     0193-23-8455  (0193-23-8456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11311,4026,7 有限会社中田薬局小佐〒026-0052 （後発調２）第115号       平成30年 4月 1日
     釜薬26 野店 釜石市小佐野町四丁目２番４５号
     0193-21-3355  (0193-21-3221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11411,4033,3 有限会社中田薬局松倉〒026-0055 （後発調２）第116号       平成30年 4月 1日
     釜薬33 店 釜石市甲子町第１０地割１５９番
     地２
     0193-23-1230  (0193-23-1232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11513,4004,0 有限会社　堀野調剤薬〒028-6105 （後発調２）第117号       平成30年 4月 1日
     二薬4 局 二戸市堀野字大川原毛８９番地１
     0195-25-5016  (0195-25-5017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11614,4016,2 みのり薬局 〒028-7111 （後発調２）第118号       平成30年 4月 1日
     八薬16 八幡平市大更第２４地割２９番地
     １０
     0195-75-2333  (0195-75-2345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11715,4002,9 吉小路調剤薬局 〒023-0054 （後発調２）第119号       平成30年 4月 1日
     奥薬2 奥州市水沢吉小路３１番地１
     0197-22-3334  (0197-22-3618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11815,4003,7 有限会社　及川薬局 〒023-0801 （後発調２）第120号       平成30年 4月 1日
     奥薬3 奥州市水沢字横町２３０番地
     0197-23-2632  (0197-23-2668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11916,4020,9 おはよー調剤 〒020-0664 （後発調２）第121号       平成30年 4月 1日
     滝薬20 滝沢市鵜飼笹森４３番１４
     019-684-2084  (019-684-2089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12015,4063,1 エルム調剤薬局水沢店〒023-0828 （後発調２）第122号       平成30年 4月 1日
     奥薬63 奥州市水沢東大通り一丁目５－３
     １
     0197-47-4767  (0197-47-4768)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12115,4074,8 みどり薬局公園通り店〒023-0856 （後発調２）第123号       平成30年 4月 1日
     奥薬74 奥州市水沢西上野町４番４号
     0197-47-3474  (0197-47-3475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12221,4047,2 そうごう薬局岩手町店〒028-4303 （後発調２）第124号       平成30年 4月 1日
     岩薬47 岩手郡岩手町江刈内第１０地割三
     本松４５番８
     0195-62-6061  (0195-62-6062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12322,4026,4 紫波中央薬局 〒028-3307 （後発調２）第126号       平成30年 4月 1日
     紫薬26 紫波郡紫波町桜町字三本木２２番
     地７
     019-672-6125  (019-671-2625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12425,4007,7 さつき薬局 〒029-4503 （後発調２）第127号       平成30年 4月 1日
     胆薬7 胆沢郡金ケ崎町西根古寺１４番地
     １
     0197-41-1989  (0197-41-1990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12525,4020,0 ふたば薬局 〒029-4503 （後発調２）第128号       平成30年 4月 1日
     胆薬20 胆沢郡金ケ崎町西根下谷地９２番
     １
     0197-41-0455  (0197-41-0456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12630,4036,6 アイン薬局　岩泉店 〒027-0501 （後発調２）第129号       平成30年 4月 1日
     下薬36 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家１９番
     地１
     0194-32-3317  (0194-32-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12731,4008,3 有限会社　かしわや薬〒028-6502 （後発調２）第130号       平成30年 4月 1日
     九薬8 局 九戸郡九戸村大字伊保内１１地割
     ４７番地３
     0195-42-2013  (0195-42-4143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,4409,6 けい福薬局 〒020-0122 （後発調２）第131号       平成30年 5月 1日
     盛薬409 盛岡市みたけ三丁目１１番３６号
     019-613-2107  (019-613-2108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,4204,1 ドラッグコスモス 〒020-0053 （後発調２）第132号       平成30年 5月 1日
     盛薬204 盛岡市上太田金財９２番地１
     019-656-2255  (019-656-2256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,4347,8 本宮センター薬局 〒020-0857 （後発調２）第133号       平成30年 5月 1日
     盛薬347 盛岡市北飯岡一丁目２番７１号
     019-656-5867  (019-656-5868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13101,4412,0 日本調剤　東安庭薬局〒020-0824 （後発調２）第134号       平成30年 5月 1日
     盛薬412 盛岡市東安庭一丁目２３番６３号
     019-656-1611  (019-656-1613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4252,0 日本調剤盛岡南薬局 〒020-0834 （後発調２）第135号       平成30年 5月 1日
     盛薬252 盛岡市永井１２地割１２８番地２
     019-632-6002  (019-632-6003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,4414,6 アイン薬局　盛岡南店〒020-0831 （後発調２）第136号       平成30年 5月 1日
     盛薬414 盛岡市三本柳６地割１番地１
     019-601-2235  (019-601-2236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13402,4056,3 にいさと調剤薬局 〒028-2101 （後発調２）第137号       平成30年 5月 1日
     宮薬56 宮古市茂市第１地割１１５－４
     0193-77-5700  (0193-77-5705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13509,4127,7 アイン薬局　一関店 〒021-0877 （後発調２）第138号       平成30年 5月 1日
     関薬127 一関市城内１－４
     0191-31-2070  (0191-31-2071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13615,4041,7 フロンティア薬局前沢〒029-4201 （後発調２）第139号       平成30年 5月 1日
     奥薬41 店 奥州市前沢古城字比良５９番８
     0197-56-0505  (0197-56-0506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    111,4031,7 きらら調剤薬局 〒026-0055 （後発調３）第1号         平成30年 4月 1日
     釜薬31 釜石市甲子町第１０地割１５９番
     地８４
     0193-25-2360  (0193-25-2361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4270,2 有限会社おやまだ薬局〒020-0122 （後発調３）第2号         平成30年 4月 1日
     盛薬270 盛岡市みたけ三丁目２３番４４号
     019-646-6121  (019-646-6123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    316,4010,0 有限会社たけしげ薬局〒020-0617 （後発調３）第3号         平成30年 4月 1日
     滝薬10 滝沢市湯舟沢４８０番地２
     019-688-2110  (019-688-6760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    415,4028,4 りんどう薬局 〒023-0052 （後発調３）第4号         平成30年 4月 1日
     奥薬28 奥州市水沢搦手丁２０番地１５
     0197-51-6046  (0197-22-4805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    509,4122,8 なでしこ薬局 〒021-0023 （後発調３）第5号         平成30年 4月 1日
     関薬122 一関市銅谷町２番９
     0191-48-3553  (0191-48-3602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    607,4023,2 ホソタ薬局 〒028-0065 （後発調３）第6号         平成30年 4月 1日
     久薬23 久慈市十八日町一丁目２１番地
     0194-53-1193  (0194-52-1019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    706,4110,9 ニコニコ薬局 〒024-0024 （後発調３）第7号         平成30年 4月 1日
     北薬110 北上市中野町一丁目１０番２９号
     0197-65-5551  (0197-65-4400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    824,4008,8 かじか薬局 〒029-5505 （後発調３）第8号         平成30年 4月 1日
     和薬8 和賀郡西和賀町湯本３０地割８１
     番地１
     0197-84-2233  (0197-84-2240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    907,4026,5 ホソタにこにこ薬局 〒028-0065 （後発調３）第9号         平成30年 4月 1日
     久薬26 久慈市十八日町１丁目１５番
     0194-75-4587  (0194-75-4617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,4380,9 オアシス薬局 〒020-0122 （後発調３）第10号        平成30年 4月 1日
     盛薬380 盛岡市みたけ四丁目３６番３３号
     019-681-1034  (019-681-1099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1116,4014,2 キリン薬局 〒020-0633 （後発調３）第11号        平成30年 4月 1日
     滝薬14 滝沢市穴口３７７番地５４
     019-647-8535  (019-647-8538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1226,4006,7 あすか薬局 〒029-4102 （後発調３）第12号        平成30年 4月 1日
     西薬6 西磐井郡平泉町平泉字志羅山７番
     １０号
     0191-34-1150  (0191-34-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1307,4024,0 アサヒ薬局　久慈店 〒028-0021 （後発調３）第13号        平成30年 4月 1日
     久薬24 久慈市門前第２地割７番地１
     0194-75-3322  (0194-75-3323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1415,4038,3 仁衛堂薬局 〒029-4208 （後発調３）第14号        平成30年 4月 1日
     奥薬38 奥州市前沢字七日町裏２番地
     0197-56-4309  (0197-56-3180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1515,4044,1 仁衛堂薬局アスティ店〒029-4204 （後発調３）第15号        平成30年 4月 1日
     奥薬44 奥州市前沢向田一丁目１６番２
     0197-56-4193  (0197-56-4201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1622,4040,5 みずほ薬局オガール店〒028-3318 （後発調３）第16号        平成30年 4月 1日
     紫薬40 紫波郡紫波町紫波中央駅前２－３
     －１２　オガールベースイースト
     棟１階
     019-601-7204  (019-601-7205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1731,4010,9 薬局　ココ 〒028-6302 （後発調３）第17号        平成30年 4月 1日
     九薬10 九戸郡軽米町大字軽米第８地割４
     ９番地３
     0195-46-4329  (0195-46-4608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1809,4074,1 伊藤薬局 〒029-0302 （後発調３）第18号        平成30年 4月 1日
     関薬74 一関市東山町長坂字町９８番地
     0191-47-2252  (0191-47-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1915,4005,2 おおはし薬局 〒023-0867 （後発調３）第19号        平成30年 4月 1日
     奥薬5 奥州市水沢大橋５３番地２
     0197-25-6042  (0197-22-4263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005,4132,5 えびす調剤薬局 〒028-3163 （後発調３）第20号        平成30年 4月 1日
     花薬132 花巻市石鳥谷町八幡３－７６－１
     ３
     0198-46-1110  (0198-46-2020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2107,4021,6 みどり薬局 〒028-0014 （後発調３）第21号        平成30年 4月 1日
     久薬21 久慈市旭町第１０地割３２番地７
     0194-61-3911  (0194-61-3918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2231,4004,2 まちの薬局 〒028-8201 （後発調３）第22号        平成30年 4月 1日
     九薬4 九戸郡野田村大字野田２８地割２
     ６番地１
     0194-78-2081  (0194-78-3117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4243,9 エース薬局 〒020-0839 （後発調３）第23号        平成30年 4月 1日
     盛薬243 盛岡市津志田南二丁目１６番３１
     号
     019-614-3313  (019-614-3314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2409,4102,0 加賀調剤薬局 〒021-0885 （後発調３）第24号        平成30年 4月 1日
     関薬102 一関市田村町６番１０号
     0191-21-3010  (0191-21-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2506,4054,9 すくらむ薬局北上店 〒024-0084 （後発調３）第25号        平成30年 4月 1日
     北薬54 北上市さくら通り一丁目５番７号
     0197-61-3388  (0197-61-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2607,4020,8 ハーモニー薬局 〒028-0021 （後発調３）第26号        平成30年 4月 1日
     久薬20 久慈市門前第３７地割５６番地１
     0194-61-3305  (0194-61-3306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2711,4036,6 しおかぜ調剤薬局 〒026-0023 （後発調３）第27号        平成30年 4月 1日
     釜薬36 釜石市天神町１番６号
     0193-55-4343  (0193-55-4344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2821,4054,8 オーロラ薬局沼宮内店〒028-4303 （後発調３）第28号        平成30年 4月 1日
     岩薬54 岩手郡岩手町江刈内第１０地割４
     ９番１
     0195-61-3883  (019-62-6868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4393,2 ひだまり薬局 〒020-0866 （後発調３）第29号        平成30年 4月 1日
     盛薬393 盛岡市本宮５－１－１
     019-658-1313  (019-658-1312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3031,4015,8 いこい薬局 〒028-6301 （後発調３）第30号        平成30年 4月 1日
     九薬15 九戸郡軽米町大字上舘第１５地割
     ８６番地１１
     0195-46-4323  (0195-46-4325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3131,4020,8 伊東薬局 〒028-8201 （後発調３）第31号        平成30年 4月 1日
     九薬20 九戸郡野田村大字野田第２６地割
     １８番地１０
     0194-78-2326  (0194-78-3488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3216,4009,2 ひとみ薬局 〒020-0611 （後発調３）第32号        平成30年 4月 1日
     滝薬9 滝沢市巣子１１５５番地１８
     019-694-3520  (688-8530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4117,5 メープル薬局 〒020-0866 （後発調３）第33号        平成30年 4月 1日
     盛薬117 盛岡市本宮二丁目３８番８号
     019-636-3933  (019-636-2842)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3416,4015,9 滝沢中央薬局 〒020-0627 （後発調３）第34号        平成30年 4月 1日
     滝薬15 滝沢市狼久保６８９番地１
     019-694-9338  (019-694-9339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3524,4013,8 太陽薬局 〒029-5505 （後発調３）第35号        平成30年 4月 1日
     和薬13 和賀郡西和賀町湯本２９地割７０
     番地２２
     0197-82-2120  (0197-82-2120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,4044,7 みつき調剤薬局 〒022-0003 （後発調３）第36号        平成30年 4月 1日
     大薬44 大船渡市盛町字東町５番地４
     0192-21-3020  (0192-21-3021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3710,4025,1 コスモ薬局高田店 〒029-2206 （後発調３）第37号        平成30年 4月 1日
     高薬25 陸前高田市米崎町字西の沢９３番
     １
     0192-53-1018  (0192-53-1073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3811,4042,4 調剤薬局ツルハドラッ〒026-0021 （後発調３）第38号        平成30年 4月 1日
     釜薬42 グ釜石店 釜石市只越町二丁目４番１７号
     0193-31-2268  (0193-31-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3910,4029,3 調剤薬局ツルハドラッ〒029-2203 （後発調３）第39号        平成30年 4月 1日
     高薬29 グ高田北店 陸前高田市竹駒町字滝の里１５－
     １
     0192-54-4268  (0192-54-4268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,4388,2 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0851 （後発調３）第40号        平成30年 4月 1日
     盛薬388 グ盛岡向中野店 盛岡市向中野５丁目２９番３８号
     019-656-5260  (019-656-5260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4115,4035,9 調剤薬局ツルハドラッ〒023-1103 （後発調３）第41号        平成30年 4月 1日
     奥薬35 グ江刺店 奥州市江刺西大通り９番５号
     0197-31-1121  (0197-31-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4206,4074,7 調剤薬局ツルハドラッ〒024-0055 （後発調３）第42号        平成30年 4月 1日
     北薬74 グ大堤店 北上市大堤南一丁目１番２４号
     0197-67-6324  (0197-67-6304)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4301,4285,0 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0045 （後発調３）第43号        平成30年 4月 1日
     盛薬285 グマリオス店 盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号
     マリオス５Ｆ
     019-621-5200  (019-621-7517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4342,9 あおい薬局 〒020-0066 （後発調３）第44号        平成30年 4月 1日
     盛薬342 盛岡市上田四丁目２０番６０号
     019-604-7103  (019-604-7104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,4374,2 三ツ割薬局 〒020-0011 （後発調３）第45号        平成30年 4月 1日
     盛薬374 盛岡市三ツ割五丁目７番１５号
     019-663-5311  (019-663-5314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4603,4022,3 気仙中央薬局 〒022-0002 （後発調３）第46号        平成30年 4月 1日
     大薬22 大船渡市大船渡町字山馬越１８２
     番地４
     0192-26-6231  (0192-26-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4707,4011,7 中央薬局 〒028-0061 （後発調３）第47号        平成30年 4月 1日
     久薬11 久慈市中央四丁目８番地
     0194-52-0231  (0194-52-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4807,4014,1 クイーン薬局 〒028-0051 （後発調３）第48号        平成30年 4月 1日
     久薬14 久慈市川崎町１２番１７号
     0194-53-5505  (0194-53-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4906,4102,6 有限会社かたくり薬局〒024-0061 （後発調３）第49号        平成30年 4月 1日
     北薬102 北上市大通り四丁目３番１号
     0197-61-3351  (0197-61-3352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5013,4012,3 日本調剤二戸薬局 〒028-6105 （後発調３）第50号        平成30年 4月 1日
     二薬12 二戸市堀野字大川原毛４０番７
     0195-22-3380  (0195-22-3382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5131,4016,6 日本調剤九戸薬局 〒028-6502 （後発調３）第51号        平成30年 4月 1日
     九薬16 九戸郡九戸村大字伊保内第７地割
     ４９番地３
     0195-41-1286  (0195-41-1287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5209,4120,2 そよ風薬局一関店 〒021-0882 （後発調３）第52号        平成30年 4月 1日
     関薬120 一関市上大槻街４番４６号
     0191-31-8488  (0191-31-8487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5313,4019,8 木いちご薬局 〒028-6103 （後発調３）第53号        平成30年 4月 1日
     二薬19 二戸市石切所字森合３１番地
     0195-23-1539  (0195-23-1525)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5409,4069,1 ちば薬局 〒029-0803 （後発調３）第54号        平成30年 4月 1日
     関薬69 一関市千厩町千厩字摩王１１番地
     ７
     0191-53-2498  (0191-53-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5507,4015,8 菊屋薬局荒町店 〒028-0063 （後発調３）第55号        平成30年 4月 1日
     久薬15 久慈市荒町二丁目１０番地
     0194-61-1233  (0194-61-1234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,4298,3 むかいなかの調剤薬局〒020-0851 （後発調３）第56号        平成30年 4月 1日
     盛薬298 盛岡市向中野二丁目５４番１２号
     019-631-3100  (019-631-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5702,4038,1 ひまわり薬局 〒027-0042 （後発調３）第57号        平成30年 4月 1日
     宮薬38 宮古市神田沢町３番１４号
     0193-71-2251  (0193-71-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5802,4036,5 みなとや調剤薬局 〒027-0083 （後発調３）第58号        平成30年 4月 1日
     宮薬36 宮古市大通１丁目５番３号
     0193-71-2033  (0193-71-2065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,4229,8 あざみ薬局本宮店 〒020-0866 （後発調３）第59号        平成30年 4月 1日
     盛薬229 盛岡市本宮二丁目２０番１８号
     019-631-2888  (019-631-2887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4206,6 あざみ薬局 〒020-0832 （後発調３）第60号        平成30年 4月 1日
     盛薬206 盛岡市東見前８地割２０番地４
     019-639-8706  (019-639-8706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6115,4025,0 調剤薬局　桜屋敷ファ〒023-0865 （後発調３）第61号        平成30年 4月 1日
     奥薬25 ーマシー 奥州市水沢桜屋敷２４９番地３
     0197-51-1114  (0197-51-1114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6215,4046,6 おやま薬局 〒023-0402 （後発調３）第62号        平成30年 4月 1日
     奥薬46 奥州市胆沢小山字道場３６番地２
     0197-41-5660  (0197-41-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6315,4019,3 ナカノメ薬局 〒023-0054 （後発調３）第63号        平成30年 4月 1日
     奥薬19 奥州市水沢吉小路４６番地１
     0197-22-2047  (0197-22-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,4341,1 みつばち薬局 〒020-0121 （後発調３）第64号        平成30年 4月 1日
     盛薬341 盛岡市月が丘一丁目１番６３号
     019-647-3888  (019-647-8886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6515,4017,7 龍ヶ馬場薬局 〒023-0864 （後発調３）第65号        平成30年 4月 1日
     奥薬17 奥州市水沢龍ケ馬場２９番地３７
     0197-51-7055  (0197-51-7056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4370,0 天神町薬局 〒020-0881 （後発調３）第66号        平成30年 4月 1日
     盛薬370 盛岡市天神町８番２４号
     019-681-2441  (019-681-2451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6730,4032,5 スマイル薬局田野畑店〒028-8407 （後発調３）第67号        平成30年 4月 1日
     下薬32 下閉伊郡田野畑村田野畑１２０番
     地３
     0194-37-1771  (0194-33-2070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6809,4121,0 ファミリー薬局東山店〒029-0303 （後発調３）第68号        平成30年 4月 1日
     関薬121 一関市東山町松川字卯入道１３８
     番３
     0191-35-2310  (0191-35-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6905,4037,6 サカモト薬局　大通り〒025-0092 （後発調３）第69号        平成30年 4月 1日
     花薬37 店 花巻市大通り一丁目１５番１９号
     0198-24-9196  (0198-24-9226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4236,3 なすかわ薬局 〒020-0016 （後発調３）第70号        平成30年 4月 1日
     盛薬236 盛岡市名須川町２４番１号　
     019-605-8130  (654-3508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7121,4046,4 有限会社菊屋薬局 〒020-0527 （後発調３）第71号        平成30年 4月 1日
     岩薬46 岩手郡雫石町中町３３番地４
     019-692-2057  (019-692-5340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,4220,7 こずかた薬局 〒020-0066 （後発調３）第72号        平成30年 4月 1日
     盛薬220 盛岡市上田一丁目７番１７号
     019-654-7722  (019-654-7773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7329,4023,6 有限会社クリス薬局 〒028-1116 （後発調３）第73号        平成30年 4月 1日
     上薬23 上閉伊郡大槌町本町６番１８号
     0193-55-5891  (0193-55-5892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7410,4023,6 気仙中央薬局高田店 〒029-2206 （後発調３）第74号        平成30年 4月 1日
     高薬23 陸前高田市米崎町字野沢１８－１
     0192-53-1250  (0192-53-1251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7514,4009,7 大更調剤薬局 〒028-7111 （後発調３）第75号        平成30年 4月 1日
     八薬9 八幡平市大更２４地割１番地１３
     ５
     0195-70-1320  (0195-70-1321)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7601,4265,2 こまくさ薬局 〒020-0807 （後発調３）第76号        平成30年 4月 1日
     盛薬265 盛岡市加賀野四丁目１６番６号
     019-605-8686  (019-605-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7715,4050,8 ミズサワ薬局前沢店 〒029-4204 （後発調３）第77号        平成30年 4月 1日
     奥薬50 奥州市前沢向田一丁目２０番地２
     0197-56-3831  (0197-56-3831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7815,4064,9 みどり薬局不断町店 〒023-0032 （後発調３）第78号        平成30年 4月 1日
     奥薬64 奥州市水沢字多賀４７番地
     0197-51-2216  (0197-51-2217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7914,4015,4 スマイル薬局 〒028-7111 （後発調３）第79号        平成30年 4月 1日
     八薬15 八幡平市大更第２１地割７９番地
     １
     0195-75-2871  (0195-75-2873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8008,4018,0 はやせ薬局 〒028-0521 （後発調３）第80号        平成30年 4月 1日
     遠薬18 遠野市材木町２番２８号
     0198-63-2155  (0198-60-1270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8113,4021,4 川又薬局 〒028-6101 （後発調３）第81号        平成30年 4月 1日
     二薬21 二戸市福岡字川又６番１号
     0195-22-3006  (0195-22-3007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4074,8 東大薬局 〒020-0066 （後発調３）第82号        平成30年 4月 1日
     盛薬74 盛岡市上田三丁目６番３８号
     019-622-3815  (019-622-3812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8306,4120,8 あんず薬局 〒024-0071 （後発調３）第83号        平成30年 4月 1日
     北薬120 北上市上江釣子１７地割２１８番
     ２
     0197-71-5665  (0197-71-5666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8409,4068,3 株式会社　白石薬店 〒029-0803 （後発調３）第84号        平成30年 4月 1日
     関薬68 一関市千厩町千厩字町３７番地
     0191-52-3138  (0191-52-3139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4308,0 日本調剤盛岡薬局 〒020-0066 （後発調３）第85号        平成30年 4月 1日
     盛薬308 盛岡市上田一丁目４番３号
     019-604-8080  (019-604-8689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8621,4045,6 日本調剤葛巻薬局 〒028-5402 （後発調３）第86号        平成30年 4月 1日
     岩薬45 岩手郡葛巻町葛巻第１２地割５４
     番地１
     0195-67-1700  (0195-67-1702)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8731,4014,1 日本調剤軽米薬局 〒028-6302 （後発調３）第87号        平成30年 4月 1日
     九薬14 九戸郡軽米町大字軽米第２地割６
     ５番地２
     0195-48-1222  (0195-48-1224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8805,4125,9 花調みどり薬局 〒025-0097 （後発調３）第88号        平成30年 4月 1日
     花薬125 花巻市若葉町３丁目１番８号
     0198-22-3777  (0198-22-5233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8905,4091,3 花調きたまん薬局 〒025-0053 （後発調３）第89号        平成30年 4月 1日
     花薬91 花巻市中北万丁目８３４番地１
     0198-21-5551  (0198-21-5552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,4327,0 ワカバ薬局都南店 〒020-0831 （後発調３）第90号        平成30年 4月 1日
     盛薬327 盛岡市三本柳１１地割１２番地１
     019-637-6011  (019-637-6012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9121,4007,6 有限会社　葛巻中央薬〒028-5402 （後発調３）第91号        平成30年 4月 1日
     岩薬7 局 岩手郡葛巻町葛巻第１３地割４５
     番地５
     0195-66-3576  (0195-66-3576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9207,4016,6 サンケア薬局長内店 〒028-0041 （後発調３）第92号        平成30年 4月 1日
     久薬16 久慈市長内町第２４地割１４７番
     地２
     0194-61-3300  (0194-61-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9315,4016,9 水沢マル薬局 〒023-0864 （後発調３）第93号        平成30年 4月 1日
     奥薬16 奥州市水沢龍ケ馬場３番地１１
     0197-51-7050  (0197-51-7051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9410,4030,1 やはぎ薬局 〒029-2201 （後発調３）第94号        平成30年 4月 1日
     高薬30 陸前高田市矢作町二又２１の１
     0192-47-5535  (0192-47-5535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9503,4045,4 ユタカ薬局 〒022-0003 （後発調３）第95号        平成30年 4月 1日
     大薬45 大船渡市盛町字内ノ目１１番地２
     ０
     0192-21-1560  (0192-21-1561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9603,4054,6 とうごう薬局大船渡店〒022-0004 （後発調３）第96号        平成30年 4月 1日
     大薬54 大船渡市猪川町字前田９－２８
     0192-47-3982  (0192-47-3983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9715,4078,9 アイセイ薬局　江刺病〒023-1103 （後発調３）第97号        平成30年 4月 1日
     奥薬78 院前店 奥州市江刺西大通り４番２４号
     0197-31-2566  (0197-31-2577)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9809,4071,7 萩の森調剤薬局 〒029-0803 （後発調３）第98号        平成30年 4月 1日
     関薬71 一関市千厩町千厩字上駒場１番地
     １０
     0191-51-3060  (0191-51-3061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9909,4047,7 菅原薬局 〒021-0851 （後発調３）第99号        平成30年 4月 1日
     関薬47 一関市関が丘９４番地２
     0191-26-2838  (0191-26-2838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10010,4027,7 小友調剤薬局 〒029-2207 （後発調３）第100号       平成30年 4月 1日
     高薬27 陸前高田市小友町字西下５８番地
     ３
     0192-56-4433  (0192-56-4434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10122,4031,4 みずほ薬局 〒028-3615 （後発調３）第101号       平成30年 4月 1日
     紫薬31 紫波郡矢巾町大字南矢幅第６地割
     １４３番地１２
     019-698-1080  (019-698-1081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10230,4026,7 髙橋薬局 〒028-8335 （後発調３）第102号       平成30年 4月 1日
     下薬26 下閉伊郡普代村第１３地割字普代
     １２６番９
     0194-35-2045  (0194-35-2827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10305,4087,1 桜台調剤薬局 〒025-0064 （後発調３）第103号       平成30年 4月 1日
     花薬87 花巻市桜台二丁目１３番１１号
     0198-21-5036  (0198-21-5037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10406,4107,5 リリィ薬局　北上店 〒024-0001 （後発調３）第104号       平成30年 4月 1日
     北薬107 北上市飯豊２０地割１２３番地１
     0197-72-6691  (0197-72-6692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10509,4073,3 くるみ薬局 〒029-0803 （後発調３）第105号       平成30年 4月 1日
     関薬73 一関市千厩町千厩字前田９９番地
     ４
     0191-52-2111  (0191-51-3055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10609,4078,2 とまと薬局 〒029-0803 （後発調３）第106号       平成30年 4月 1日
     関薬78 一関市千厩町千厩字構井田４８番
     地１
     0191-53-3522  (0191-52-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10715,4009,4 いちご薬局 〒023-0813 （後発調３）第107号       平成30年 4月 1日
     奥薬9 奥州市水沢中町５５番地
     0197ー51ー1515  (0197ー51ー1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10809,4072,5 千厩調剤薬局 〒029-0803 （後発調３）第108号       平成30年 4月 1日
     関薬72 一関市千厩町千厩字草井沢４３番
     地１
     0191-51-1666  (0191-51-1660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10915,4054,0 フラワー薬局 〒023-0003 （後発調３）第109号       平成30年 4月 1日
     奥薬54 奥州市水沢佐倉河字東広町８３番
     地１
     0197-23-2134  (0197-51-1311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11003,4023,1 コスモ薬局中央店 〒022-0002 （後発調３）第110号       平成30年 4月 1日
     大薬23 大船渡市大船渡町字山馬越１７５
     番地４
     0192-27-0293  (0192-27-0430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11106,4111,7 有限会社オレンジ薬局〒024-0004 （後発調３）第111号       平成30年 4月 1日
     北薬111 北上市村崎野１６地割９０番地１
     0197-66-3369  (0197-66-3737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11215,4056,5 はだ調剤薬局 〒023-0106 （後発調３）第112号       平成30年 4月 1日
     奥薬56 奥州市水沢羽田町久保１１
     0197-47-4561  (0197-47-4562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,4139,9 調剤薬局アスティこう〒020-0117 （後発調３）第113号       平成30年 4月 1日
     盛薬139 の 盛岡市緑が丘四丁目１番５０号
     019-662-2877  (019-663-5488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,4163,9 ひばり薬局 〒020-0864 （後発調３）第114号       平成30年 4月 1日
     盛薬163 盛岡市西仙北一丁目３０番５１号
     0196-35-9797  (0196-35-9788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,4323,9 フロンティア薬局盛岡〒020-0052 （後発調３）第115号       平成30年 4月 1日
     盛薬323 店 盛岡市中太田泉田６６番地１１
     019-656-2400  (019-658-0044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,4337,9 かえで薬局 〒020-0117 （後発調３）第116号       平成30年 4月 1日
     盛薬337 盛岡市緑が丘三丁目１８番２号
     019-656-1493  (019-656-1494)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,4338,7 あさがお薬局 〒020-0816 （後発調３）第117号       平成30年 4月 1日
     盛薬338 盛岡市中野一丁目９番２７号栄林
     孫１階１０１号室
     019-656-0610  (019-656-0612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,4339,5 好摩薬局 〒028-4125 （後発調３）第118号       平成30年 4月 1日
     盛薬339 盛岡市好摩字夏間木１０２番１４
     019-669-3330  (019-682-2727)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11901,4357,7 そうごう薬局　盛岡つ〒020-0055 （後発調３）第119号       平成30年 4月 1日
     盛薬357 なぎ店 盛岡市繋字尾入野６４番９
     019-691-7251  (019-689-3752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,4382,5 そうごう薬局　盛岡中〒020-0021 （後発調３）第120号       平成30年 4月 1日
     盛薬382 央通西店 盛岡市中央通三丁目１６番１５号
     019-681-7101  (019-681-7102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,4417,9 ウエルシア薬局　盛岡〒020-0866 （後発調３）第121号       平成30年 4月 1日
     盛薬417 本宮店 盛岡市本宮６丁目１番６５号
     019-636-1064  (019-636-1065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,4404,7 せいりゅう薬局 〒020-0885 （後発調３）第122号       平成30年 4月 1日
     盛薬404 盛岡市紺屋町６－２４藤井ビル１
     ０２号
     019-623-1511  (019-623-7472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12302,4045,6 おかむら調剤薬局 〒027-0061 （後発調３）第123号       平成30年 4月 1日
     宮薬45 宮古市西町一丁目７番２６号
     0193-62-8177  (0193-63-4891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12403,4040,5 つくし薬局猪川店 〒022-0004 （後発調３）第124号       平成30年 4月 1日
     大薬40 大船渡市猪川町字中井沢１０番地
     １０
     0192-21-3663  (0192-27-0066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12505,4057,4 材木町薬局 〒025-0098 （後発調３）第125号       平成30年 4月 1日
     花薬57 花巻市材木町６番６号
     0198-22-1661  (0198-22-1662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12605,4102,8 東和薬局 〒028-0115 （後発調３）第126号       平成30年 4月 1日
     花薬102 花巻市東和町安俵６区１４２番地
     ２
     0198-42-4370  (0198-42-4372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12705,4103,6 有限会社ひだまり薬局〒028-0113 （後発調３）第127号       平成30年 4月 1日
     花薬103 花巻市東和町東晴山８区３８番地
     ２
     0198-44-2977  (0198-44-2980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12805,4130,9 ワカバ薬局 〒025-0086 （後発調３）第128号       平成30年 4月 1日
     花薬130 花巻市鍛治町１３－１
     0198-23-7400  (0198-23-7048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12906,4037,4 おおぞら薬局 〒024-0083 （後発調３）第129号       平成30年 4月 1日
     北薬37 北上市柳原町四丁目１５番２９号
     0197-65-2202  (0197-65-3373)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13006,4073,9 コノハ薬局 〒024-0061 （後発調３）第130号       平成30年 4月 1日
     北薬73 北上市大通り二丁目３９６番
     0197-61-0575  (0197-61-0595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13106,4083,8 ほのぼの薬局 〒024-0051 （後発調３）第131号       平成30年 4月 1日
     北薬83 北上市相去町相去５１番地
     0197-71-2727  (0197-81-5858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13206,4100,0 さくら薬局　北上村崎〒024-0004 （後発調３）第132号       平成30年 4月 1日
     北薬100 野店 北上市村崎野１７地割１７０－２
     0197-81-4545  (0197-68-4767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13306,4104,2 つくし薬局江釣子店 〒024-0071 （後発調３）第133号       平成30年 4月 1日
     北薬104 北上市上江釣子１５地割１３５番
     ３
     0197-72-6646  (0197-72-6647)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13402,4040,7 宮古調剤薬局 〒027-0096 （後発調３）第134号       平成30年 4月 1日
     宮薬40 宮古市崎鍬ヶ崎第１地割寒風１１
     番３３
     0193-71-1289  (0193-63-8167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13507,4013,3 キング薬局 〒028-0014 （後発調３）第135号       平成30年 4月 1日
     久薬13 久慈市旭町第１０地割６１番地１
     0194-61-1360  (0194-52-7051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13607,4017,4 サンケア薬局県立久慈〒028-0014 （後発調３）第136号       平成30年 4月 1日
     久薬17 病院前店 久慈市旭町第９地割１２７番地
     0194-61-1888  (0194-61-1777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13707,4019,0 菊屋薬局 〒028-0052 （後発調３）第137号       平成30年 4月 1日
     久薬19 久慈市本町二丁目３８番地
     0194-53-3022  (0194-53-5323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13808,4015,6 遠野駅前薬局 〒028-0522 （後発調３）第138号       平成30年 4月 1日
     遠薬15 遠野市新穀町３番１号
     0198-63-3300  (0198-60-1234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13908,4022,2 つくし薬局　遠野病院〒028-0541 （後発調３）第139号       平成30年 4月 1日
     遠薬22 前店 遠野市松崎町白岩１５地割１３番
     地１１
     0198-66-3300  (0198-66-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14008,4023,0 アイン薬局　遠野店 〒028-0541 （後発調３）第140号       平成30年 4月 1日
     遠薬23 遠野市松崎町白岩１４地割４１番
     地１
     0198-66-3100  (0198-66-3101)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14109,4015,4 サン調剤薬局 〒021-0885 （後発調３）第141号       平成30年 4月 1日
     関薬15 一関市田村町２９番地
     0191-21-1890  (0191-26-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14209,4038,6 銅谷調剤薬局 〒021-0023 （後発調３）第142号       平成30年 4月 1日
     関薬38 一関市銅谷町９番２４号
     0191-26-0725  (0191-23-2708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14309,4067,5 そうごう薬局大原店 〒029-0711 （後発調３）第143号       平成30年 4月 1日
     関薬67 一関市大東町大原字立町１１３番
     地
     0191-71-2511  (0191-71-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14409,4113,7 中央薬局 〒021-0021 （後発調３）第144号       平成30年 4月 1日
     関薬113 一関市中央町一丁目１０番２２号
     0191-23-2456  (0191-21-2262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14509,4128,5 アイン薬局　東山町店〒029-0302 （後発調３）第145号       平成30年 4月 1日
     関薬128 一関市東山町長坂字町３８８
     0191-48-4630  (0191-48-4631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14610,4032,7 そうごう薬局　高田店〒029-2205 （後発調３）第146号       平成30年 4月 1日
     高薬32 陸前高田市高田町字太田６３番地
     （Ｔ５１２－３）
     0192-53-2251  (0192-53-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14711,4029,1 有限会社中田薬局上中〒026-0041 （後発調３）第147号       平成30年 4月 1日
     釜薬29 島店 釜石市上中島町三丁目２番１５号
     0193-21-2050  (0193-21-2051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14811,4032,5 まつくら調剤薬局 〒026-0055 （後発調３）第148号       平成30年 4月 1日
     釜薬32 釜石市甲子町第１０地割１５９番
     地８４
     0193-25-2255  (0193-25-2256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14911,4043,2 アクト調剤薬局　松倉〒026-0055 （後発調３）第149号       平成30年 4月 1日
     釜薬43 店 釜石市甲子町１０－２６８－４
     0193-27-7001  (0193-27-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15013,4005,7 ウメダドラッグストア〒028-6103 （後発調３）第150号       平成30年 4月 1日
     二薬5 ー 二戸市石切所字枋ノ木４９番地４
     0195-23-3301  (0195-23-3302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15113,4006,5 二戸薬局 〒028-6105 （後発調３）第151号       平成30年 4月 1日
     二薬6 二戸市堀野字大川原毛９３番地
     0195-23-0333  (0195-23-0336)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15213,4007,3 有限会社　カシオペア〒028-6105 （後発調３）第152号       平成30年 4月 1日
     二薬7 調剤薬局 二戸市堀野大川原毛９５番地１
     0195-22-1150  (0195-22-1165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15313,4023,0 アイン薬局　浄法寺店〒028-6852 （後発調３）第153号       平成30年 4月 1日
     二薬23 二戸市浄法寺町樋田１６２－１
     0195-39-1221  (0195-39-1223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15413,4024,8 つくし薬局堀野店 〒028-6105 （後発調３）第154号       平成30年 4月 1日
     二薬24 二戸市堀野字大川原毛５１番４
     0195-43-3145  (0195-43-3146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15515,4034,2 江刺調剤薬局 〒023-1104 （後発調３）第155号       平成30年 4月 1日
     奥薬34 奥州市江刺豊田町二丁目１番４６
     号
     0197-35-7501  (0197-35-7502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15615,4043,3 わかば薬局 〒029-4204 （後発調３）第156号       平成30年 4月 1日
     奥薬43 奥州市前沢字高畑１８２番７
     0197-56-0755  (0197-56-0756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15715,4053,2 みどり薬局西町店 〒023-0816 （後発調３）第157号       平成30年 4月 1日
     奥薬53 奥州市水沢西町５番２２号
     0197-51-1517  (0197-51-1518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15815,4057,3 もくれん薬局 〒029-4208 （後発調３）第158号       平成30年 4月 1日
     奥薬57 奥州市前沢字七日町４８番２
     0197-41-3737  (0197-41-3700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15915,4068,0 あかり薬局　川口町店〒023-0034 （後発調３）第159号       平成30年 4月 1日
     奥薬68 奥州市水沢川口町２９番地１
     0197-47-6510  (0197-47-6511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16015,4069,8 アイン薬局　大通中央〒023-1111 （後発調３）第160号       平成30年 4月 1日
     奥薬69 店 奥州市江刺大通り５－８
     0197-35-8351  (0197-35-8351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16115,4070,6 アイン薬局　江刺店 〒023-1103 （後発調３）第161号       平成30年 4月 1日
     奥薬70 奥州市江刺西大通り１０－１１
     0197-31-2151  (0197-31-2152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16215,4071,4 アイン薬局　胆沢店 〒023-0864 （後発調３）第162号       平成30年 4月 1日
     奥薬71 奥州市水沢字龍ケ馬場２７－５
     0197-51-5030  (0197-51-5031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16315,4076,3 つくし薬局前沢店 〒029-4208 （後発調３）第163号       平成30年 4月 1日
     奥薬76 奥州市前沢二十人町４７番
     0197-41-3663  (0197-41-3662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16415,4077,1 イオン薬局前沢店 〒029-4204 （後発調３）第164号       平成30年 4月 1日
     奥薬77 奥州市前沢向田２丁目８５
     0197-41-3111  (0197-41-3011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16516,4019,1 ミモザ薬局 〒020-0637 （後発調３）第165号       平成30年 4月 1日
     滝薬19 滝沢市高屋敷平１１－４０
     019-613-2670  (019-613-2680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16621,4057,1 銀河薬局雫石店 〒020-0541 （後発調３）第166号       平成30年 4月 1日
     岩薬57 岩手郡雫石町千刈田７９番２
     019-691-1560  (019-692-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16722,4038,9 矢巾西口薬局 〒028-3614 （後発調３）第167号       平成30年 4月 1日
     紫薬38 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田５－
     ３１２
     019-681-9495  (019-681-9496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16828,4004,8 そうごう薬局住田店 〒029-2311 （後発調３）第168号       平成30年 4月 1日
     気薬4 気仙郡住田町世田米大崎２５番地
     ４
     0192-49-1151  (0192-49-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16930,4035,8 山田調剤薬局 〒028-1352 （後発調３）第169号       平成30年 4月 1日
     下薬35 下閉伊郡山田町飯岡第１地割２１
     番地２
     0193-65-7087  (0193-65-7312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17032,4011,5 めぐみ薬局 〒028-5301 （後発調３）第170号       平成30年 4月 1日
     二戸薬11 二戸郡一戸町西法寺字稲荷２１番
     地１
     0195-31-1800  (0195-32-2228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17132,4014,9 アイン薬局　一戸店 〒028-5312 （後発調３）第171号       平成30年 4月 1日
     二戸薬14 二戸郡一戸町一戸字砂森５４－１
     0195-31-1280  (0195-31-1281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17232,4015,6 かめちゃん調剤薬局 〒028-5133 （後発調３）第172号       平成30年 4月 1日
     二戸薬15 二戸郡一戸町中山字大塚１１８番
     地２
     0195-35-3009  (0195-35-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 後発医薬品調剤体制加算３　薬局］ 平成30年 6月 1日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17305,4071,5 タカハシひかる薬局 〒025-0091 （後発調３）第173号       平成30年 5月 1日
     花薬71 花巻市西大通り二丁目１１番３号
     0198-41-1340  (0198-41-1341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17406,4051,5 ウイル調剤薬局 〒024-0071 （後発調３）第174号       平成30年 5月 1日
     北薬51 北上市上江釣子７地割９７番地１
     0197-71-5533  (0197-71-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17521,4055,5 石神の丘薬局 〒028-4307 （後発調３）第175号       平成30年 5月 1日
     岩薬55 岩手郡岩手町五日市第１１地割７
     ９番地６６
     0195-61-1611  (0195-62-1337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17609,4132,7 ドレミ薬局 〒021-0021 （後発調３）第176号       平成30年 5月 1日
     関薬132 一関市中央町２丁目５－１７
     0191-26-0028  (0191-26-0038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17705,4040,0 パール薬局 〒025-0091 （後発調３）第177号       平成30年 4月 1日
     花薬40 花巻市西大通り二丁目２２番１７
     号
     0198-22-3517  (0198-22-3515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    106,4030,9 さくら調剤薬局 〒024-0064 （在薬）第3号             平成 6年12月 1日
     北薬30 北上市若宮町二丁目２番３９号
     0197-63-8822  (0197-63-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4120,9 コスモ調剤薬局 〒020-0816 （在薬）第5号             平成 7年10月 1日
     盛薬120 盛岡市中野一丁目３０番３号
     019-653-6133  (019-653-6833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    315,4002,9 吉小路調剤薬局 〒023-0054 （在薬）第8号             平成 7年10月 1日
     奥薬2 奥州市水沢吉小路３１番地１
     0197-22-3334  (0197-22-3618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    415,4006,0 水沢センター薬局 〒023-0046 （在薬）第9号             平成 7年10月 1日
     奥薬6 奥州市水沢川原小路１７番地
     0197-22-2100  (0197-23-3600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505,4052,5 二十六薬局 〒025-0091 （在薬）第14号            平成 8年 4月 1日
     花薬52 花巻市西大通り二丁目３番１号
     0198-23-2626  (0198-23-4055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    607,4019,0 菊屋薬局 〒028-0052 （在薬）第15号            平成14年 9月 1日
     久薬19 久慈市本町二丁目３８番地
     0194-53-3022  (0194-53-5323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    731,4004,2 まちの薬局 〒028-8201 （在薬）第21号            平成 8年 6月 1日
     九薬4 九戸郡野田村大字野田２８地割２
     ６番地１
     0194-78-2081  (0194-78-3117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    813,4002,4 きよかわ薬局 〒028-6101 （在薬）第25号            平成 8年 9月 1日
     二薬2 二戸市福岡字八幡下５９番地４
     0195-23-3402  (0195-25-5953)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    913,4003,2 タムラ薬局 〒028-6101 （在薬）第26号            平成 8年 9月 1日
     二薬3 二戸市福岡字田町５２番地
     0195-23-3069  (0195-23-3747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1013,4004,0 有限会社　堀野調剤薬〒028-6105 （在薬）第27号            平成 8年 9月 1日
     二薬4 局 二戸市堀野字大川原毛８９番地１
     0195-25-5016  (0195-25-5017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1131,4008,3 有限会社　かしわや薬〒028-6502 （在薬）第29号            平成 8年 9月 1日
     九薬8 局 九戸郡九戸村大字伊保内１１地割
     ４７番地３
     0195-42-2013  (0195-42-4143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1231,4010,9 薬局　ココ 〒028-6302 （在薬）第30号            平成 8年 9月 1日
     九薬10 九戸郡軽米町大字軽米第８地割４
     ９番地３
     0195-46-4329  (0195-46-4608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1311,4021,8 有限会社ハート薬局 〒026-0034 （在薬）第33号            平成 8年10月 1日
     釜薬21 釜石市中妻町二丁目１０番２２号
     0193-25-0711  (0193-25-0717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4154,8 かるがも薬局山岸店 〒020-0004 （在薬）第36号            平成 8年11月 1日
     盛薬154 盛岡市山岸一丁目３番１１号
     019-623-9696  (019-623-2992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506,4032,5 ひまわり薬局 〒024-0095 （在薬）第38号            平成 8年12月 1日
     北薬32 北上市芳町７番２０号
     0197-63-6877  (0197-63-6879)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4152,2 一般社団法人岩手県薬〒020-0023 （在薬）第40号            平成 9年 2月 1日
     盛薬152 剤師会会営内丸薬局 盛岡市内丸１７番２４号
     019-625-1927  (019-625-1928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4173,8 たんぽぽ薬局桜城店 〒020-0021 （在薬）第42号            平成 9年 3月 1日
     盛薬173 盛岡市中央通三丁目１４番４号１
     ０１
     019-626-1121  (019-621-3126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1805,4102,8 東和薬局 〒028-0115 （在薬）第50号            平成 9年 7月 1日
     花薬102 花巻市東和町安俵６区１４２番地
     ２
     0198-42-4370  (0198-42-4372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1905,4047,5 花巻調剤薬局小舟渡店〒025-0074 （在薬）第55号            平成 9年 8月 1日
     花薬47 花巻市坂本町４番５号
     0198-23-7665  (0198-23-7641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005,4050,9 日本調剤大手門薬局 〒025-0075 （在薬）第58号            平成 9年 9月 1日
     花薬50 花巻市花城町４番２４号
     0198-23-1380  (0198-23-1381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2105,4040,0 パール薬局 〒025-0091 （在薬）第60号            平成 9年10月 1日
     花薬40 花巻市西大通り二丁目２２番１７
     号
     0198-22-3517  (0198-22-3515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4074,8 東大薬局 〒020-0066 （在薬）第62号            平成10年 1月 1日
     盛薬74 盛岡市上田三丁目６番３８号
     019-622-3815  (019-622-3812)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,4163,9 ひばり薬局 〒020-0864 （在薬）第63号            平成10年 1月 1日
     盛薬163 盛岡市西仙北一丁目３０番５１号
     0196-35-9797  (0196-35-9788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2403,4023,1 コスモ薬局中央店 〒022-0002 （在薬）第64号            平成10年 1月 1日
     大薬23 大船渡市大船渡町字山馬越１７５
     番地４
     0192-27-0293  (0192-27-0430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2515,4005,2 おおはし薬局 〒023-0867 （在薬）第66号            平成10年 1月 1日
     奥薬5 奥州市水沢大橋５３番地２
     0197-25-6042  (0197-22-4263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2605,4055,8 花北薬局 〒025-0072 （在薬）第69号            平成10年 1月 1日
     花薬55 花巻市四日町三丁目５番１０号
     0198-22-2020  (0198-22-7622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2706,4037,4 おおぞら薬局 〒024-0083 （在薬）第71号            平成10年 1月 1日
     北薬37 北上市柳原町四丁目１５番２９号
     0197-65-2202  (0197-65-3373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2815,4031,8 川原町薬局 〒023-1114 （在薬）第72号            平成10年 1月 1日
     奥薬31 奥州市江刺川原町３番１４号
     0197-35-8001  (0197-35-8003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2915,4009,4 いちご薬局 〒023-0813 （在薬）第74号            平成10年 1月 1日
     奥薬9 奥州市水沢中町５５番地
     0197ー51ー1515  (0197ー51ー1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3015,4038,3 仁衛堂薬局 〒029-4208 （在薬）第76号            平成10年 1月 1日
     奥薬38 奥州市前沢字七日町裏２番地
     0197-56-4309  (0197-56-3180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3115,4003,7 有限会社　及川薬局 〒023-0801 （在薬）第81号            平成10年 2月 1日
     奥薬3 奥州市水沢字横町２３０番地
     0197-23-2632  (0197-23-2668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3214,4003,0 有限会社　白樺薬局 〒028-7405 （在薬）第84号            平成10年 5月 1日
     八薬3 八幡平市平舘第１１地割１１番地
     ２１
     0195-74-3363  (0195-74-4183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4054,0 有限会社天昌寺薬局 〒020-0137 （在薬）第86号            平成10年 6月 1日
     盛薬54 盛岡市天昌寺町３番２７号
     019-646-7499  (019-646-9009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3401,4176,1 小鳥沢薬局 〒020-0104 （在薬）第87号            平成10年 7月 1日
     盛薬176 盛岡市小鳥沢二丁目２４番１号
     019-663-6612  (019-663-6612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3511,4024,2 有限会社ハロー薬局 〒026-0034 （在薬）第89号            平成10年 7月 1日
     釜薬24 釜石市中妻町三丁目６番３号
     0193-23-8455  (0193-23-8456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3615,4010,2 すみれ薬局 〒023-0862 （在薬）第91号            平成10年 8月 1日
     奥薬10 奥州市水沢福吉町２番３０号
     0197ー24ー1133  (0197ー24ー1050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3709,4003,0 株式会社　大正堂薬局〒021-0881 （在薬）第93号            平成10年 7月 1日
     関薬3 一関市大町１番２６号
     0191-23-4428  (0191-23-7177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4175,3 アップル薬局山岸 〒020-0004 （在薬）第104号           平成10年11月 1日
     盛薬175 盛岡市山岸二丁目９番２４号
     019-623-6633  (019-623-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3902,4030,8 つくし薬局磯鶏店 〒027-0023 （在薬）第105号           平成10年11月 1日
     宮薬30 宮古市磯鶏沖１５番１１号
     0193-71-2100  (0193-71-2101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4003,4022,3 気仙中央薬局 〒022-0002 （在薬）第106号           平成10年11月 1日
     大薬22 大船渡市大船渡町字山馬越１８２
     番地４
     0192-26-6231  (0192-26-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4107,4013,3 キング薬局 〒028-0014 （在薬）第107号           平成10年11月 1日
     久薬13 久慈市旭町第１０地割６１番地１
     0194-61-1360  (0194-52-7051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4207,4014,1 クイーン薬局 〒028-0051 （在薬）第108号           平成10年11月 1日
     久薬14 久慈市川崎町１２番１７号
     0194-53-5505  (0194-53-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4322,4013,2 ファミリー薬局 〒028-3305 （在薬）第109号           平成10年11月 1日
     紫薬13 紫波郡紫波町日詰字下丸森１２１
     番７
     019-671-1195  (019-672-1770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4405,4062,4 はなまる薬局 〒025-0091 （在薬）第111号           平成10年12月 1日
     花薬62 花巻市西大通り二丁目１番１３号
     0198-41-1870  (0198-41-1871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4505,4094,7 有限会社わかそう薬局〒028-3203 （在薬）第118号           平成11年 3月 1日
     花薬94 花巻市大迫町大迫第３地割２３０
     番地
     0198-48-2529  (0198-48-3032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4204,1 ドラッグコスモス 〒020-0053 （在薬）第122号           平成11年 4月 1日
     盛薬204 盛岡市上太田金財９２番地１
     019-656-2255  (019-656-2256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4705,4037,6 サカモト薬局　大通り〒025-0092 （在薬）第124号           平成11年 4月 1日
     花薬37 店 花巻市大通り一丁目１５番１９号
     0198-24-9196  (0198-24-9226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4196,9 オトベ薬局 〒020-0403 （在薬）第127号           平成11年 4月 1日
     盛薬196 盛岡市乙部１３地割１３５番地１
     019-675-1151  (019-675-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4922,4011,6 あけぼの薬局 〒028-3305 （在薬）第128号           平成11年 5月 1日
     紫薬11 紫波郡紫波町日詰字下丸森６５番
     地２
     019-676-5010  (019-676-5020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5025,4007,7 さつき薬局 〒029-4503 （在薬）第129号           平成11年 5月 1日
     胆薬7 胆沢郡金ケ崎町西根古寺１４番地
     １
     0197-41-1989  (0197-41-1990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,4207,4 リード薬局 〒020-0066 （在薬）第133号           平成11年 7月 1日
     盛薬207 盛岡市上田一丁目３番１０号イー
     スタンキャッスル１Ｆ
     019-622-9700  (019-622-9701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5207,4015,8 菊屋薬局荒町店 〒028-0063 （在薬）第134号           平成11年 7月 1日
     久薬15 久慈市荒町二丁目１０番地
     0194-61-1233  (0194-61-1234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4094,6 ポプラ薬局 〒020-0016 （在薬）第137号           平成11年 8月 1日
     盛薬94 盛岡市名須川町２７番４２号
     019-652-2793  (019-652-9025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5402,4017,5 健康堂薬局駅前店 〒027-0076 （在薬）第138号           平成11年 8月 1日
     宮薬17 宮古市栄町２番４号
     0193-63-8181  (0193-64-6979)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5530,4008,5 船越菊屋薬局 〒028-1371 （在薬）第140号           平成11年 8月 1日
     下薬8 下閉伊郡山田町船越６地割３２番
     地７６
     0193-84-2455  (0193-84-2487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,4178,7 すずらん薬局 〒020-0103 （在薬）第141号           平成11年 8月 1日
     盛薬178 盛岡市西松園三丁目２２番２号
     019-663-7004  (019-663-7008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5702,4036,5 みなとや調剤薬局 〒027-0083 （在薬）第144号           平成11年10月 1日
     宮薬36 宮古市大通１丁目５番３号
     0193-71-2033  (0193-71-2065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5809,4115,2 有限会社佐庄薬局 〒029-3405 （在薬）第151号           平成11年11月 1日
     関薬115 一関市藤沢町藤沢字町３３番地
     0191-63-2344  (0191-63-5093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902,4023,3 有限会社ポプラ薬局 〒027-0075 （在薬）第153号           平成11年12月 1日
     宮薬23 宮古市和見町１番１５号
     0193-62-8523  (0193-63-7886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6016,4007,6 あおぞら薬局 〒020-0638 （在薬）第154号           平成11年12月 1日
     滝薬7 滝沢市土沢５４０番地２
     019-699-1319  (699-1323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6126,4006,7 あすか薬局 〒029-4102 （在薬）第155号           平成11年12月 1日
     西薬6 西磐井郡平泉町平泉字志羅山７番
     １０号
     0191-34-1150  (0191-34-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6209,4069,1 ちば薬局 〒029-0803 （在薬）第156号           平成11年12月 1日
     関薬69 一関市千厩町千厩字摩王１１番地
     ７
     0191-53-2498  (0191-53-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6306,4044,0 すずらん薬局 〒024-0072 （在薬）第157号           平成12年 1月 1日
     北薬44 北上市北鬼柳２２地割３６番地１
     １
     0197-61-2277  (0197-61-2278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6409,4068,3 株式会社　白石薬店 〒029-0803 （在薬）第163号           平成12年 2月 1日
     関薬68 一関市千厩町千厩字町３７番地
     0191-52-3138  (0191-52-3139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6506,4045,7 さわやか薬局 〒024-0043 （在薬）第166号           平成12年 3月 1日
     北薬45 北上市立花１０地割４８番地７
     0197-65-5000  (0197-64-3000)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6622,4014,0 ライフ薬局 〒028-3615 （在薬）第167号           平成12年 3月 1日
     紫薬14 紫波郡矢巾町大字南矢幅第８地割
     ２４５番地
     019-698-1220  (019-698-1221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,4124,1 かるがも薬局 〒020-0021 （在薬）第170号           平成12年 4月 1日
     盛薬124 盛岡市中央通一丁目１４番４３号
     019-652-2422  (019-652-0207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6805,4057,4 材木町薬局 〒025-0098 （在薬）第178号           平成12年 4月 1日
     花薬57 花巻市材木町６番６号
     0198-22-1661  (0198-22-1662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6905,4063,2 花調ふどう薬局 〒025-0038 （在薬）第179号           平成12年 4月 1日
     花薬63 花巻市不動町二丁目１番地１
     0198-41-1455  (0198-41-1460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4095,3 フローレンス薬局 〒020-0022 （在薬）第182号           平成12年 4月 1日
     盛薬95 盛岡市大通一丁目５番７号
     019-625-7820  (019-623-0627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,4105,0 スタイル薬局 〒020-0133 （在薬）第183号           平成12年 4月 1日
     盛薬105 盛岡市青山三丁目６番２号
     019-646-5757  (019-641-7055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,4195,1 つくし薬局下の橋店 〒020-0025 （在薬）第187号           平成12年 4月 1日
     盛薬195 盛岡市大沢川原一丁目１番３号
     019-624-8730  (019-624-8730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,4213,2 どんぐり薬局材木町 〒020-0063 （在薬）第188号           平成12年 4月 1日
     盛薬213 盛岡市材木町２番２６号
     019-652-9177  (019-623-7613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,4216,5 くすりのメイト　サン〒020-0105 （在薬）第189号           平成12年 4月 1日
     盛薬216 タウン調剤薬局 盛岡市北松園二丁目１３番１号
     019-661-1200  (019-661-1200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7505,4036,8 伊藤薬局 〒025-0073 （在薬）第192号           平成12年 4月 1日
     花薬36 花巻市一日市１番１６号
     0198-23-5040  (0198-23-5040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7606,4042,4 つくし薬局大堤店 〒024-0052 （在薬）第193号           平成12年 4月 1日
     北薬42 北上市大堤北一丁目６番３０号
     0197-67-0211  (0197-67-0212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7709,4015,4 サン調剤薬局 〒021-0885 （在薬）第194号           平成12年 4月 1日
     関薬15 一関市田村町２９番地
     0191-21-1890  (0191-26-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7814,4005,5 有限会社　あさひ薬局〒028-7111 （在薬）第197号           平成12年 4月 1日
     八薬5 八幡平市大更２５地割１１８番１
     0195-75-2227  (0195-75-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7916,4006,8 有限会社　オリオン薬〒020-0638 （在薬）第198号           平成12年 4月 1日
     滝薬6 局 滝沢市土沢３１０番地３４
     019-699-1220  (019-699-1225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8022,4021,5 こぐま薬局矢巾店 〒028-3614 （在薬）第200号           平成12年 4月 1日
     紫薬21 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第８
     地割１１７番地
     019-698-1515  (019-698-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8111,4026,7 有限会社中田薬局小佐〒026-0052 （在薬）第204号           平成12年 4月 1日
     釜薬26 野店 釜石市小佐野町四丁目２番４５号
     0193-21-3355  (0193-21-3221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4224,9 どんぐり薬局たかまつ〒020-0114 （在薬）第207号           平成12年 7月 1日
     盛薬224 盛岡市高松三丁目１１番２３号
     019-661-6995  (019-661-4133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8322,4023,1 さくら町調剤薬局 〒028-3307 （在薬）第209号           平成12年 7月 1日
     紫薬23 紫波郡紫波町桜町字三本木１６７
     番地２
     019-671-1365  (019-671-1366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8415,4018,5 西大通薬局 〒023-0022 （在薬）第216号           平成13年 3月 1日
     奥薬18 奥州市水沢中城６番３
     0197-51-6000  (0197-51-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8515,4019,3 ナカノメ薬局 〒023-0054 （在薬）第218号           平成13年 4月 1日
     奥薬19 奥州市水沢吉小路４６番地１
     0197-22-2047  (0197-22-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8603,4033,0 千田薬局 〒022-0211 （在薬）第220号           平成13年 4月 1日
     大薬33 大船渡市三陸町綾里字清水２１７
     番地１
     0192ー43ー5010  (0192ー43ー5011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,4239,7 西仙北薬局 〒020-0864 （在薬）第223号           平成13年 9月 1日
     盛薬239 盛岡市西仙北一丁目３２番１１号
     019-634-0001  (019-634-0011)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8815,4034,2 江刺調剤薬局 〒023-1104 （在薬）第225号           平成13年 9月 1日
     奥薬34 奥州市江刺豊田町二丁目１番４６
     号
     0197-35-7501  (0197-35-7502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8905,4100,2 フロンティア薬局石鳥〒028-3111 （在薬）第228号           平成13年11月 1日
     花薬100 谷店 花巻市石鳥谷町新堀第８地割３４
     －４
     0198-46-1733  (0198-46-1734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9011,4029,1 有限会社中田薬局上中〒026-0041 （在薬）第230号           平成13年11月 1日
     釜薬29 島店 釜石市上中島町三丁目２番１５号
     0193-21-2050  (0193-21-2051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9116,4010,0 有限会社たけしげ薬局〒020-0617 （在薬）第232号           平成14年 1月 1日
     滝薬10 滝沢市湯舟沢４８０番地２
     019-688-2110  (019-688-6760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9222,4026,4 紫波中央薬局 〒028-3307 （在薬）第233号           平成14年 2月 1日
     紫薬26 紫波郡紫波町桜町字三本木２２番
     地７
     019-672-6125  (019-671-2625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9305,4075,6 たんぽぽ薬局 〒025-0312 （在薬）第237号           平成14年 4月 1日
     花薬75 花巻市二枚橋第６地割４９８番地
     １
     0198-26-1755  (0198-26-1756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9422,4012,4 フェザン薬局 〒028-3601 （在薬）第239号           平成14年 4月 1日
     紫薬12 紫波郡矢巾町大字高田第１１地割
     ５１番地１
     019-697-8631  (019-697-8634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9513,4006,5 二戸薬局 〒028-6105 （在薬）第242号           平成14年 5月 1日
     二薬6 二戸市堀野字大川原毛９３番地
     0195-23-0333  (0195-23-0336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602,4040,7 宮古調剤薬局 〒027-0096 （在薬）第243号           平成14年 6月 1日
     宮薬40 宮古市崎鍬ヶ崎第１地割寒風１１
     番３３
     0193-71-1289  (0193-63-8167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9707,4011,7 中央薬局 〒028-0061 （在薬）第248号           平成14年 7月 1日
     久薬11 久慈市中央四丁目８番地
     0194-52-0231  (0194-52-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9809,4039,4 大手町薬局 〒021-0884 （在薬）第249号           平成14年 7月 1日
     関薬39 一関市大手町７番２号
     0191-21-3282  (0191-21-2873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,4184,5 日本調剤盛岡中央薬局〒020-0023 （在薬）第250号           平成14年 8月 1日
     盛薬184 盛岡市内丸１７番８号
     019ー622ー1193  (019-622-0121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,4252,0 日本調剤盛岡南薬局 〒020-0834 （在薬）第251号           平成14年 8月 1日
     盛薬252 盛岡市永井１２地割１２８番地２
     019-632-6002  (019-632-6003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10107,4016,6 サンケア薬局長内店 〒028-0041 （在薬）第252号           平成14年 8月 1日
     久薬16 久慈市長内町第２４地割１４７番
     地２
     0194-61-3300  (0194-61-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10207,4017,4 サンケア薬局県立久慈〒028-0014 （在薬）第253号           平成14年 8月 1日
     久薬17 病院前店 久慈市旭町第９地割１２７番地
     0194-61-1888  (0194-61-1777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,4263,7 のぞみ薬局 〒020-0107 （在薬）第254号           平成14年 9月 1日
     盛薬263 盛岡市松園二丁目３－３
     019-662-7733  (019-662-8900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10413,4007,3 有限会社　カシオペア〒028-6105 （在薬）第257号           平成14年10月 1日
     二薬7 調剤薬局 二戸市堀野大川原毛９５番地１
     0195-22-1150  (0195-22-1165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10521,4045,6 日本調剤葛巻薬局 〒028-5402 （在薬）第259号           平成14年10月 1日
     岩薬45 岩手郡葛巻町葛巻第１２地割５４
     番地１
     0195-67-1700  (0195-67-1702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10631,4014,1 日本調剤軽米薬局 〒028-6302 （在薬）第260号           平成14年10月 1日
     九薬14 九戸郡軽米町大字軽米第２地割６
     ５番地２
     0195-48-1222  (0195-48-1224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,4264,5 ほたる薬局 〒020-0105 （在薬）第261号           平成14年10月 1日
     盛薬264 盛岡市北松園四丁目４番２号
     019-664-1200  (019-663-0101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10815,4022,7 日本調剤水沢薬局 〒023-0052 （在薬）第263号           平成14年11月 1日
     奥薬22 奥州市水沢搦手丁８番１５号
     0197-51-6622  (0197-51-6624)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10909,4072,5 千厩調剤薬局 〒029-0803 （在薬）第264号           平成14年11月 1日
     関薬72 一関市千厩町千厩字草井沢４３番
     地１
     0191-51-1666  (0191-51-1660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,4268,6 マリーン薬局 〒020-0107 （在薬）第267号           平成15年 2月 1日
     盛薬268 盛岡市松園二丁目３７番８号
     019-664-0566  (019-664-0568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,4269,4 ミルマエ調剤薬局 〒020-0831 （在薬）第268号           平成15年 2月 1日
     盛薬269 盛岡市三本柳１２地割２１番地４
     019-614-0071  (019-614-0072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11211,4033,3 有限会社中田薬局松倉〒026-0055 （在薬）第269号           平成15年 2月 1日
     釜薬33 店 釜石市甲子町第１０地割１５９番
     地２
     0193-23-1230  (0193-23-1232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11309,4041,0 こぶし薬局 〒021-0055 （在薬）第271号           平成15年 4月 1日
     関薬41 一関市山目字泥田１９番地４
     0191-33-1233  (0191-33-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11409,4044,4 かたくり薬局 〒021-0006 （在薬）第272号           平成15年 4月 1日
     関薬44 一関市上坊６番３６号
     0191-31-1771  (0191-31-1888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11509,4048,5 アロエ薬局 〒021-0883 （在薬）第274号           平成15年 4月 1日
     関薬48 一関市新大町４４番地
     0191-32-5558  (0191-32-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11605,4080,6 八木薬局 〒025-0087 （在薬）第275号           平成15年 5月 1日
     花薬80 花巻市上町２番１５号
     0198-24-6177  (0198-22-7676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11711,4031,7 きらら調剤薬局 〒026-0055 （在薬）第276号           平成15年 7月 1日
     釜薬31 釜石市甲子町第１０地割１５９番
     地８４
     0193-25-2360  (0193-25-2361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11808,4015,6 遠野駅前薬局 〒028-0522 （在薬）第277号           平成15年 9月 1日
     遠薬15 遠野市新穀町３番１号
     0198-63-3300  (0198-60-1234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11906,4053,1 テルス調剤薬局 〒024-0035 （在薬）第281号           平成15年10月 1日
     北薬53 北上市花園町一丁目６番１１号
     0197-61-3757  (0197-61-3758)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12009,4053,5 みちのく調剤薬局 〒021-0884 （在薬）第282号           平成15年10月 1日
     関薬53 一関市大手町３番２６号
     0191-26-1611  (0191-26-1588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12111,4032,5 まつくら調剤薬局 〒026-0055 （在薬）第283号           平成15年10月 1日
     釜薬32 釜石市甲子町第１０地割１５９番
     地８４
     0193-25-2255  (0193-25-2256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12209,4065,9 錦袋堂一の町薬局 〒029-3105 （在薬）第285号           平成15年10月 1日
     関薬65 一関市花泉町涌津字一の町２３番
     地１
     0191-36-1771  (0191-36-1772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,4220,7 こずかた薬局 〒020-0066 （在薬）第288号           平成15年10月 1日
     盛薬220 盛岡市上田一丁目７番１７号
     019-654-7722  (019-654-7773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12431,4016,6 日本調剤九戸薬局 〒028-6502 （在薬）第289号           平成15年10月 1日
     九薬16 九戸郡九戸村大字伊保内第７地割
     ４９番地３
     0195-41-1286  (0195-41-1287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12502,4039,9 あさひ調剤薬局 〒027-0083 （在薬）第291号           平成15年11月 1日
     宮薬39 宮古市大通四丁目５番１号
     0193-71-2015  (0193-71-2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,4292,6 オーロラ薬局 〒020-0863 （在薬）第293号           平成15年11月 1日
     盛薬292 盛岡市南仙北三丁目２番３０号
     019-635-1233  (019-635-4555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12702,4038,1 ひまわり薬局 〒027-0042 （在薬）第294号           平成15年11月 1日
     宮薬38 宮古市神田沢町３番１４号
     0193-71-2251  (0193-71-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12802,4037,3 健康堂薬局小山田店 〒027-0038 （在薬）第295号           平成15年12月 1日
     宮薬37 宮古市小山田２丁目７番７０号
     0193-64-5650  (0193-64-5652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12915,4021,9 うさぎ調剤薬局 〒023-0054 （在薬）第296号           平成16年 3月 1日
     奥薬21 奥州市水沢吉小路３番地３
     0197-51-7070  (0197-51-7071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13016,4004,3 プラス薬局 〒020-0633 （在薬）第298号           平成16年 4月 1日
     滝薬4 滝沢市穴口１８３番１号アリゼＳ
     019-645-1943  (019-645-1950)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13101,4168,8 せんぼく調剤薬局 〒020-0861 （在薬）第299号           平成16年 4月 1日
     盛薬168 盛岡市仙北三丁目１３番２２号
     019-635-0330  (019-635-5188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4256,1 アヤメ薬局 〒020-0015 （在薬）第300号           平成16年 4月 1日
     盛薬256 盛岡市本町通三丁目１９番３１号
     019-654-1401  (019-654-1402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13315,4016,9 水沢マル薬局 〒023-0864 （在薬）第301号           平成16年 5月 1日
     奥薬16 奥州市水沢龍ケ馬場３番地１１
     0197-51-7050  (0197-51-7051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13407,4021,6 みどり薬局 〒028-0014 （在薬）第302号           平成16年 5月 1日
     久薬21 久慈市旭町第１０地割３２番地７
     0194-61-3911  (0194-61-3918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13513,4012,3 日本調剤二戸薬局 〒028-6105 （在薬）第303号           平成16年 5月 1日
     二薬12 二戸市堀野字大川原毛４０番７
     0195-22-3380  (0195-22-3382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603,4039,7 どりーむ薬局 〒022-0004 （在薬）第306号           平成16年 6月 1日
     大薬39 大船渡市猪川町字中井沢７番７
     0192-21-3300  (0192-26-1200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,4309,8 たくぼく薬局 〒028-4132 （在薬）第308号           平成16年 7月 1日
     盛薬309 盛岡市渋民字駅１０４番地
     019-669-5800  (019-683-3500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13802,4044,9 健康堂薬局栄町店 〒027-0076 （在薬）第310号           平成16年 8月 1日
     宮薬44 宮古市栄町１番６２号
     0193-63-7850  (0193-63-7950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13905,4086,3 サカモト薬局健康館 〒025-0038 （在薬）第311号           平成16年 8月 1日
     花薬86 花巻市不動町一丁目２番５
     0198-21-5454  (0198-21-4747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14022,4029,8 きりの調剤薬局 〒028-3603 （在薬）第312号           平成16年 8月 1日
     紫薬29 紫波郡矢巾町西徳田第５地割１番
     地１号
     019-698-4193  (019-698-3331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103,4040,5 つくし薬局猪川店 〒022-0004 （在薬）第313号           平成16年 8月 1日
     大薬40 大船渡市猪川町字中井沢１０番地
     １０
     0192-21-3663  (0192-27-0066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14205,4089,7 花調あさざわ薬局 〒025-0067 （在薬）第314号           平成16年 9月 1日
     花薬89 花巻市浅沢１００番地７
     0198-21-5550  (0198-22-6668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14321,4047,2 そうごう薬局岩手町店〒028-4303 （在薬）第315号           平成16年 9月 1日
     岩薬47 岩手郡岩手町江刈内第１０地割三
     本松４５番８
     0195-62-6061  (0195-62-6062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14405,4091,3 花調きたまん薬局 〒025-0053 （在薬）第317号           平成16年12月 1日
     花薬91 花巻市中北万丁目８３４番地１
     0198-21-5551  (0198-21-5552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14506,4076,2 まごころ薬局 〒024-0021 （在薬）第318号           平成16年12月 1日
     北薬76 北上市上野町四丁目３番２２号
     0197-61-6600  (0197-65-3122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14609,4047,7 菅原薬局 〒021-0851 （在薬）第321号           平成17年 1月 1日
     関薬47 一関市関が丘９４番地２
     0191-26-2838  (0191-26-2838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,4139,9 調剤薬局アスティこう〒020-0117 （在薬）第322号           平成17年 2月 1日
     盛薬139 の 盛岡市緑が丘四丁目１番５０号
     019-662-2877  (019-663-5488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,4274,4 まごころ薬局 〒020-0871 （在薬）第323号           平成17年 2月 1日
     盛薬274 盛岡市中ノ橋通二丁目２番１３号
     019-606-1231  (019-606-1232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,4249,6 せせらぎ薬局 〒020-0877 （在薬）第324号           平成17年 2月 1日
     盛薬249 盛岡市下ノ橋町６番８号　サンシ
     ティ下の橋１Ｆ
     019-603-5505  (019-603-5525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15021,4048,0 しずくいし薬局 〒020-0536 （在薬）第325号           平成17年 2月 1日
     岩薬48 岩手郡雫石町八卦２番地４
     019-692-1153  (019-692-5766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,4300,7 あすなろ薬局 〒020-0871 （在薬）第326号           平成17年 2月 1日
     盛薬300 盛岡市中ノ橋通一丁目１４番９号
     019-623-8880  (019-623-8660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15215,4043,3 わかば薬局 〒029-4204 （在薬）第327号           平成17年 3月 1日
     奥薬43 奥州市前沢字高畑１８２番７
     0197-56-0755  (0197-56-0756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15315,4035,9 調剤薬局ツルハドラッ〒023-1103 （在薬）第329号           平成17年 3月 1日
     奥薬35 グ江刺店 奥州市江刺西大通り９番５号
     0197-31-1121  (0197-31-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15405,4083,0 こしおう薬局 〒025-0016 （在薬）第330号           平成17年 4月 1日
     花薬83 花巻市高木第１８地割６９番１
     0198-21-3005  (0198-21-3006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502,4046,4 さくら薬局 〒027-0074 （在薬）第332号           平成17年 5月23日
     宮薬46 宮古市保久田８番１１－２号
     0193-65-0377  (0193-65-0388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,4247,0 こすもす薬局 〒020-0831 （在薬）第333号           平成17年 6月 1日
     盛薬247 盛岡市三本柳５地割３７－２
     019-614-2050  (019-614-2051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,4307,2 本町薬局 〒020-0015 （在薬）第334号           平成17年 7月 1日
     盛薬307 盛岡市本町通一丁目９番２８号
     019-652-8200  (019-652-3322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15815,4026,8 有限会社　サンライズ〒023-0825 （在薬）第335号           平成17年 7月 1日
     奥薬26 薬局 奥州市水沢台町１番４５号
     0197-51-7581  (0197-51-7582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15906,4080,4 常盤台薬局 〒024-0012 （在薬）第336号           平成17年 8月 1日
     北薬80 北上市常盤台一丁目２２番２１号
     0197-61-2121  (0197-65-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16015,4046,6 おやま薬局 〒023-0402 （在薬）第337号           平成17年 8月 1日
     奥薬46 奥州市胆沢小山字道場３６番地２
     0197-41-5660  (0197-41-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,4308,0 日本調剤盛岡薬局 〒020-0066 （在薬）第338号           平成17年 9月 1日
     盛薬308 盛岡市上田一丁目４番３号
     019-604-8080  (019-604-8689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16209,4067,5 そうごう薬局大原店 〒029-0711 （在薬）第341号           平成17年 9月 1日
     関薬67 一関市大東町大原字立町１１３番
     地
     0191-71-2511  (0191-71-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16328,4004,8 そうごう薬局住田店 〒029-2311 （在薬）第345号           平成17年10月 1日
     気薬4 気仙郡住田町世田米大崎２５番地
     ４
     0192-49-1151  (0192-49-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16421,4054,8 オーロラ薬局沼宮内店〒028-4303 （在薬）第347号           平成17年11月 1日
     岩薬54 岩手郡岩手町江刈内第１０地割４
     ９番１
     0195-61-3883  (019-62-6868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16505,4093,9 調剤薬局ツルハドラッ〒025-0091 （在薬）第349号           平成17年12月 1日
     花薬93 グ西大通店 花巻市西大通り二丁目１番２５号
     0198-21-5878  (0198-21-5878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16615,4030,0 すみれ薬局マイアネ店〒023-0833 （在薬）第351号           平成18年 1月 1日
     奥薬30 奥州市水沢上姉体六丁目６番地１
     0197-28-1800  (0197-26-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,4310,6 八幡町薬局 〒020-0872 （在薬）第353号           平成18年 2月 1日
     盛薬310 盛岡市八幡町３番２２号
     019-604-7770  (019-653-8001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16809,4071,7 萩の森調剤薬局 〒029-0803 （在薬）第354号           平成18年 2月 1日
     関薬71 一関市千厩町千厩字上駒場１番地
     １０
     0191-51-3060  (0191-51-3061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16908,4016,4 つくし薬局遠野店 〒028-0523 （在薬）第356号           平成18年 3月 1日
     遠薬16 遠野市中央通り６番１５号
     0198-63-1717  (0198-62-7800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17014,4010,5 柏台薬局 〒028-7303 （在薬）第357号           平成18年 3月 1日
     八薬10 八幡平市柏台二丁目４２番地２
     0195-71-1001  (0195-71-1008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,4316,3 リーフ薬局 〒020-0851 （在薬）第360号           平成18年 4月 1日
     盛薬316 盛岡市向中野三丁目１０番１０号
     019-656-5877  (019-656-5878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17209,4081,6 日本調剤一関薬局 〒029-0131 （在薬）第361号           平成18年 4月 1日
     関薬81 一関市狐禅寺字大平３３番地１
     0191-31-8750  (0191-31-8753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,4102,7 村源薬局 〒020-0878 （在薬）第364号           平成18年 4月 1日
     盛薬102 盛岡市肴町６番２号
     019-623-1211  (019-653-3229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,4192,8 あたご薬局 〒020-0013 （在薬）第365号           平成18年 4月 1日
     盛薬192 盛岡市愛宕町２番３８号
     019-621-8411  (019-621-8412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17501,4305,6 銀河薬局 〒020-0866 （在薬）第366号           平成18年 4月 1日
     盛薬305 盛岡市本宮六丁目１番５５号
     019-635-8911  (019-635-8912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17615,4008,6 たんぽぽ薬局 〒023-0822 （在薬）第367号           平成18年 4月 1日
     奥薬8 奥州市水沢東中通り二丁目１番２
     ７号
     0197-23-5257  (0197-24-6686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17715,4045,8 ふれあい薬局 〒023-0403 （在薬）第368号           平成18年 4月 1日
     奥薬45 奥州市胆沢若柳字甘草３２４番地
     0197-41-4110  (0197-46-5150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17815,4017,7 龍ヶ馬場薬局 〒023-0864 （在薬）第370号           平成18年 4月 1日
     奥薬17 奥州市水沢龍ケ馬場２９番地３７
     0197-51-7055  (0197-51-7056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17916,4002,7 ゆうゆう調剤薬局 〒020-0611 （在薬）第371号           平成18年 4月 1日
     滝薬2 滝沢市巣子１１７８番２０
     019-688-5553  (019-688-6208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18015,4047,4 りんご薬局 〒023-1102 （在薬）第373号           平成18年 4月 1日
     奥薬47 奥州市江刺八日町一丁目１番３４
     号
     0197-31-1177  (0197-35-8448)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18116,4008,4 すこやか薬局 〒020-0771 （在薬）第374号           平成18年 4月 1日
     滝薬8 滝沢市大釜竹鼻１６３番地１４
     019-699-1721  (019-699-1722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,4147,2 こんや町薬局 〒020-0885 （在薬）第377号           平成18年 4月 1日
     盛薬147 盛岡市紺屋町３番７号
     019-653-1521  (019-653-1522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,4182,9 中ノ橋薬局 〒020-0871 （在薬）第378号           平成18年 4月 1日
     盛薬182 盛岡市中ノ橋通一丁目７番１５号
     019-624-2823  (019ー653ー0643)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,4221,5 ユニオン薬局 〒020-0885 （在薬）第379号           平成18年 4月 1日
     盛薬221 盛岡市紺屋町１番３６号
     019-625-3187  (019-625-5969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,4277,7 下小路薬局 〒020-0015 （在薬）第380号           平成18年 4月 1日
     盛薬277 盛岡市本町通一丁目６番３１号
     019-604-9101  (019-604-9102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18601,4286,8 なかのユニオン薬局 〒020-0816 （在薬）第381号           平成18年 4月 1日
     盛薬286 盛岡市中野一丁目２１番１号
     019-652-6587  (019-652-5922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18705,4082,2 諏訪調剤薬局 〒025-0033 （在薬）第384号           平成18年 5月 1日
     花薬82 花巻市諏訪３９９番地１
     0198-21-3303  (0198-21-3220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18806,4074,7 調剤薬局ツルハドラッ〒024-0055 （在薬）第386号           平成18年 5月 1日
     北薬74 グ大堤店 北上市大堤南一丁目１番２４号
     0197-67-6324  (0197-67-6304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18909,4080,8 一関ドライブスルー薬〒029-0131 （在薬）第388号           平成18年 5月 1日
     関薬80 局 一関市狐禅寺字大平１２３番地２
     0191-31-8805  (0191-31-8806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19021,4041,5 南畑薬局 〒020-0573 （在薬）第390号           平成18年 5月 1日
     岩薬41 岩手郡雫石町大字南畑第３１地割
     字深沢９２番地１６
     019-691-8110  (019-691-8122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,4282,7 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0831 （在薬）第392号           平成18年 6月 1日
     盛薬282 グ三本柳店 盛岡市三本柳５地割２８番２号
     019-614-3080  (019-614-3081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19213,4017,2 くるみ薬局 〒028-6101 （在薬）第393号           平成18年 6月 1日
     二薬17 二戸市福岡字長嶺４７番地５
     0195-22-4033  (0195-22-4034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19321,4055,5 石神の丘薬局 〒028-4307 （在薬）第395号           平成18年 6月 1日
     岩薬55 岩手郡岩手町五日市第１１地割７
     ９番地６６
     0195-61-1611  (0195-62-1337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19405,4106,9 つくし薬局　花巻店 〒025-0097 （在薬）第396号           平成18年 6月 1日
     花薬106 花巻市若葉町二丁目４番１４号
     0198-21-5580  (0198-22-1199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19513,4016,4 つくし薬局二戸店 〒028-6103 （在薬）第397号           平成18年 6月 1日
     二薬16 二戸市石切所字川原２８番地１０
     0195-22-3311  (0195-23-8811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602,4050,6 つくし薬局舘合店 〒027-0077 （在薬）第398号           平成18年 6月 1日
     宮薬50 宮古市舘合町１番５号
     0193-71-1166  (0193-64-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19701,4278,5 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0066 （在薬）第399号           平成15年 6月 1日
     盛薬278 グ上田店 盛岡市上田一丁目３番２６号
     019-624-8489  (019-624-8577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19805,4071,5 タカハシひかる薬局 〒025-0091 （在薬）第404号           平成18年 8月 1日
     花薬71 花巻市西大通り二丁目１１番３号
     0198-41-1340  (0198-41-1341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,4319,7 薬局ポラリス 〒020-0133 （在薬）第405号           平成18年 8月 1日
     盛薬319 盛岡市青山二丁目２４番３号
     019-656-8500  (019-601-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,4240,5 下ノ橋薬局 〒020-0877 （在薬）第406号           平成18年 5月 1日
     盛薬240 盛岡市下ノ橋町７番３１号
     019-604-0234  (019-604-0235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20106,4083,8 ほのぼの薬局 〒024-0051 （在薬）第408号           平成18年10月 1日
     北薬83 北上市相去町相去５１番地
     0197-71-2727  (0197-81-5858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,4323,9 フロンティア薬局盛岡〒020-0052 （在薬）第412号           平成18年12月 1日
     盛薬323 店 盛岡市中太田泉田６６番地１１
     019-656-2400  (019-658-0044)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20305,4111,9 ゆぐち薬局 〒025-0042 （在薬）第413号           平成19年 1月 1日
     花薬111 花巻市円万寺字下中野４５番１１
     0198-38-1300  (0198-28-2822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20405,4112,7 花巻温泉薬局 〒025-0304 （在薬）第414号           平成19年 2月 1日
     花薬112 花巻市湯本第１地割６番１
     0198-37-1600  (0198-27-5005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20521,4046,4 有限会社菊屋薬局 〒020-0527 （在薬）第415号           平成19年 2月 1日
     岩薬46 岩手郡雫石町中町３３番地４
     019-692-2057  (019-692-5340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20616,4012,6 巣子バード薬局 〒020-0627 （在薬）第416号           平成19年 3月 1日
     滝薬12 滝沢市狼久保６８６番地３
     019-694-1277  (019-694-1278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702,4049,8 ミドリ薬局 〒027-0025 （在薬）第417号           平成19年 4月 1日
     宮薬49 宮古市実田二丁目５番９号
     0193-63-0027  (0193-63-1170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20805,4092,1 あおば薬局 〒025-0003 （在薬）第418号           平成19年 3月 1日
     花薬92 花巻市東宮野目第１３地割１０５
     番４
     0198-23-1221  (0198-23-1251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20909,4087,3 つくし薬局川崎店 〒029-0202 （在薬）第419号           平成19年 4月 1日
     関薬87 一関市川崎町薄衣字久伝１７番地
     １
     0191-36-5002  (0191-43-2655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21007,4023,2 ホソタ薬局 〒028-0065 （在薬）第420号           平成19年 4月15日
     久薬23 久慈市十八日町一丁目２１番地
     0194-53-1193  (0194-52-1019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21121,4061,3 ヤナギサワ薬局 〒028-4303 （在薬）第421号           平成19年 5月 1日
     岩薬61 岩手郡岩手町大字江刈内第９地割
     ３５番地
     0195-62-2323  (0195-62-2280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,4326,2 ワカバ薬局 〒020-0063 （在薬）第422号           平成19年 5月 1日
     盛薬326 盛岡市材木町６番１５号
     019-622-3067  (019-622-0910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21308,4018,0 はやせ薬局 〒028-0521 （在薬）第426号           平成19年 7月 3日
     遠薬18 遠野市材木町２番２８号
     0198-63-2155  (0198-60-1270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21411,4030,9 中島薬局小川店 〒026-0045 （在薬）第427号           平成19年10月 1日
     釜薬30 釜石市小川町一丁目２番３７９号
     0193-25-0383  (0193-25-0386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21515,4048,2 むつみ薬局 〒023-0851 （在薬）第428号           平成19年12月 1日
     奥薬48 奥州市水沢南町４番２１号
     0197-22-4666  (0197-22-4660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21615,4044,1 仁衛堂薬局アスティ店〒029-4204 （在薬）第431号           平成20年 4月 1日
     奥薬44 奥州市前沢向田一丁目１６番２
     0197-56-4193  (0197-56-4201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21715,4050,8 ミズサワ薬局前沢店 〒029-4204 （在薬）第440号           平成20年 5月 6日
     奥薬50 奥州市前沢向田一丁目２０番地２
     0197-56-3831  (0197-56-3831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21805,4120,0 のぞみ薬局 〒028-3101 （在薬）第442号           平成20年 4月 1日
     花薬120 花巻市石鳥谷町好地第１６地割９
     番地５
     0198-46-2070  (0198-46-2071)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21906,4051,5 ウイル調剤薬局 〒024-0071 （在薬）第443号           平成20年 4月 1日
     北薬51 北上市上江釣子７地割９７番地１
     0197-71-5533  (0197-71-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22009,4083,2 やまぶき薬局 〒029-0131 （在薬）第444号           平成20年 5月 1日
     関薬83 一関市狐禅寺字大平１２５番地１
     ３
     0191-31-1772  (0191-31-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22109,4084,0 かりん薬局 〒021-0854 （在薬）第445号           平成20年 5月 1日
     関薬84 一関市字西沢３７番３
     0191-31-1331  (0191-31-1333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22209,4106,1 青葉の杜薬局　一関店〒021-0008 （在薬）第446号           平成20年 4月 1日
     関薬106 一関市石畑６番３１号
     0191-31-4510  (0191-31-4511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,4283,5 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0838 （在薬）第448号           平成20年 6月 1日
     盛薬283 グ津志田店 盛岡市津志田中央二丁目１７番３
     ３号
     019-637-9100  (019-637-9200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,4336,1 リープ薬局 〒020-0066 （在薬）第453号           平成20年 7月 1日
     盛薬336 盛岡市上田一丁目１番３５号
     019-601-3030  (019-605-8282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,4082,1 有限会社アポロ薬局 〒020-0866 （在薬）第454号           平成11年11月 1日
     盛薬82 盛岡市本宮一丁目６番１１号
     019-636-4332  (019-636-4331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22632,4011,5 めぐみ薬局 〒028-5301 （在薬）第456号           平成20年 9月 1日
     二戸薬11 二戸郡一戸町西法寺字稲荷２１番
     地１
     0195-31-1800  (0195-32-2228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,4339,5 好摩薬局 〒028-4125 （在薬）第457号           平成20年 9月 1日
     盛薬339 盛岡市好摩字夏間木１０２番１４
     019-669-3330  (019-682-2727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22831,4019,0 はたさわ薬局 〒028-6302 （在薬）第459号           平成20年 9月 1日
     九薬19 九戸郡軽米町大字軽米第３地割５
     ２番地４
     0195-46-2719  (0195-46-2796)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22915,4041,7 フロンティア薬局前沢〒029-4201 （在薬）第460号           平成14年 6月 1日
     奥薬41 店 奥州市前沢古城字比良５９番８
     0197-56-0505  (0197-56-0506)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23030,4026,7 髙橋薬局 〒028-8335 （在薬）第462号           平成21年 1月 1日
     下薬26 下閉伊郡普代村第１３地割字普代
     １２６番９
     0194-35-2045  (0194-35-2827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23106,4071,3 まちぶん調剤薬局 〒024-0083 （在薬）第463号           平成21年 1月20日
     北薬71 北上市柳原町四丁目１５番８号
     0197-65-7810  (0197-65-7820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,4298,3 むかいなかの調剤薬局〒020-0851 （在薬）第464号           平成21年 1月20日
     盛薬298 盛岡市向中野二丁目５４番１２号
     019-631-3100  (019-631-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,4301,5 おおたばし調剤薬局 〒020-0866 （在薬）第465号           平成21年 1月20日
     盛薬301 盛岡市本宮字小板小瀬１３番８
     019-656-3131  (019-656-3636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23406,4069,7 きたかみ中央薬局 〒024-0084 （在薬）第466号           平成21年 1月20日
     北薬69 北上市さくら通り二丁目２番２８
     号
     0197-65-7550  (0197-65-7560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23506,4089,5 サンケア薬局　県立中〒024-0004 （在薬）第467号           平成21年 2月23日
     北薬89 部病院前店 北上市村崎野１７地割１６７番地
     １
     0197-62-3331  (0197-62-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,4344,5 公園通薬局 〒020-0024 （在薬）第468号           平成21年 3月 1日
     盛薬344 盛岡市菜園二丁目５番２９号菜園
     志和ビル１Ｆ
     019-626-5656  (019-626-5657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23716,4014,2 キリン薬局 〒020-0633 （在薬）第469号           平成21年 3月 4日
     滝薬14 滝沢市穴口３７７番地５４
     019-647-8535  (019-647-8538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23805,4119,2 エルム調剤薬局花巻店〒025-0077 （在薬）第470号           平成21年 4月 1日
     花薬119 花巻市仲町５番９号
     0198-21-2022  (0198-21-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23922,4027,2 こずかた薬局やはば店〒028-3615 （在薬）第474号           平成21年 3月30日
     紫薬27 紫波郡矢巾町大字南矢幅第９地割
     字田中１９５番地
     019-698-3006  (019-698-3007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24016,4016,7 ひかり薬局 〒020-0622 （在薬）第475号           平成21年 4月 1日
     滝薬16 滝沢市野沢６２番１２６
     019-681-0590  (019-681-0591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,4345,2 エイシン薬局 〒020-0121 （在薬）第476号           平成21年 4月14日
     盛薬345 盛岡市月が丘二丁目５番２１号
     019-641-0454  (019-601-9292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24203,4045,4 ユタカ薬局 〒022-0003 （在薬）第477号           平成21年 4月 6日
     大薬45 大船渡市盛町字内ノ目１１番地２
     ０
     0192-21-1560  (0192-21-1561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24305,4124,2 調剤薬局ツルハドラッ〒025-0082 （在薬）第480号           平成21年 5月 1日
     花薬124 グ花巻御田屋町店 花巻市御田屋町４番３４号
     0198-21-3110  (0198-21-3110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24422,4033,0 調剤薬局ツルハドラッ〒028-3303 （在薬）第481号           平成21年 5月 8日
     紫薬33 グ紫波店 紫波郡紫波町高水寺字大坊１８３
     －１
     019-672-6568  (019-672-6568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,4347,8 本宮センター薬局 〒020-0857 （在薬）第483号           平成21年 5月25日
     盛薬347 盛岡市北飯岡一丁目２番７１号
     019-656-5867  (019-656-5868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24631,4020,8 伊東薬局 〒028-8201 （在薬）第484号           平成21年 7月 1日
     九薬20 九戸郡野田村大字野田第２６地割
     １８番地１０
     0194-78-2326  (0194-78-3488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24705,4108,5 おおはさま薬局 〒028-3203 （在薬）第485号           平成21年 7月16日
     花薬108 花巻市大迫町大迫１３地割８番１
     １
     0198-48-2626  (0198-48-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,4254,6 こなん薬局 〒020-0102 （在薬）第487号           平成21年 7月31日
     盛薬254 盛岡市上田字松屋敷２３番地３
     019-664-1115  (664-1139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24911,4035,8 おおぞら薬局 〒026-0025 （在薬）第488号           平成21年 8月 3日
     釜薬35 釜石市大渡町二丁目６番１２号
     0193-31-2030  (0193-31-2031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,4294,2 ナガハシ薬局 〒020-0146 （在薬）第490号           平成21年 9月 7日
     盛薬294 盛岡市長橋町１７番４０号
     019-648-8227  (019-648-8228)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25115,4052,4 水沢調剤薬局 〒023-0046 （在薬）第491号           平成21年10月 1日
     奥薬52 奥州市水沢字川原小路１２番地
     0197-23-4838  (0197-23-4849)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,4348,6 みつや薬局 〒020-0141 （在薬）第492号           平成21年10月 6日
     盛薬348 盛岡市中屋敷町１番３３号
     019-648-6060  (019-645-7676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25305,4125,9 花調みどり薬局 〒025-0097 （在薬）第495号           平成21年11月16日
     花薬125 花巻市若葉町３丁目１番８号
     0198-22-3777  (0198-22-5233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25413,4019,8 木いちご薬局 〒028-6103 （在薬）第496号           平成22年 1月 4日
     二薬19 二戸市石切所字森合３１番地
     0195-23-1539  (0195-23-1525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25509,4109,5 あさひ調剤薬局 〒029-3105 （在薬）第497号           平成22年 1月18日
     関薬109 一関市花泉町涌津字上原２９番地
     ２
     0191-82-2184  (0191-82-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,4243,9 エース薬局 〒020-0839 （在薬）第498号           平成22年 2月 9日
     盛薬243 盛岡市津志田南二丁目１６番３１
     号
     019-614-3313  (019-614-3314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,4285,0 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0045 （在薬）第502号           平成22年 2月19日
     盛薬285 グマリオス店 盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号
     マリオス５Ｆ
     019-621-5200  (019-621-7517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,4354,4 クラフト薬局　盛岡青〒020-0133 （在薬）第503号           平成22年 4月 1日
     盛薬354 山店 盛岡市青山一丁目２０番４２号
     019-641-9001  (019-641-9103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25906,4100,0 さくら薬局　北上村崎〒024-0004 （在薬）第504号           平成22年 4月 1日
     北薬100 野店 北上市村崎野１７地割１７０－２
     0197-81-4545  (0197-68-4767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26006,4101,8 クラフト薬局　北上花〒024-0035 （在薬）第505号           平成22年 4月 1日
     北薬101 園店 北上市花園町三丁目１番６号
     0197-64-0918  (0197-64-0918)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,4320,5 さんぺい薬局 〒020-0147 （在薬）第506号           平成22年 4月 1日
     盛薬320 盛岡市大館町２６番２号
     019-641-0335  (019-641-2003)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26201,4333,8 まつや調剤薬局 〒028-4125 （在薬）第507号           平成22年 3月16日
     盛薬333 盛岡市好摩字夏間木１０７番地３
     019-682-0031  (019-682-1801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26307,4024,0 アサヒ薬局　久慈店 〒028-0021 （在薬）第508号           平成22年 4月 1日
     久薬24 久慈市門前第２地割７番地１
     0194-75-3322  (0194-75-3323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,4357,7 そうごう薬局　盛岡つ〒020-0055 （在薬）第509号           平成22年 5月 1日
     盛薬357 なぎ店 盛岡市繋字尾入野６４番９
     019-691-7251  (019-689-3752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26506,4102,6 有限会社かたくり薬局〒024-0061 （在薬）第510号           平成22年 5月 5日
     北薬102 北上市大通り四丁目３番１号
     0197-61-3351  (0197-61-3352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,4356,9 あさがお薬局上田店 〒020-0066 （在薬）第511号           平成22年 7月 1日
     盛薬356 盛岡市上田一丁目１０番３６号
     019-681-4371  (019-681-4372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26708,4019,8 つくし薬局新穀店 〒028-0522 （在薬）第514号           平成22年 9月 1日
     遠薬19 遠野市新穀町５番１８号
     0198-63-1300  (0198-63-1301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26806,4103,4 中央薬品（株）中央調〒024-0004 （在薬）第515号           平成22年10月 7日
     北薬103 剤薬局岩手県立中部病北上市村崎野１７地割２２番１
     院前支店 0197-68-4976  (0197-68-4975)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26909,4114,5 イオン薬局一関店 〒021-0055 （在薬）第518号           平成23年 3月 1日
     関薬114 一関市山目字泥田８９番地１
     0191-25-6000  (0191-25-6691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001,4362,7 イオン薬局盛岡南店 〒020-0866 （在薬）第519号           平成23年 3月 1日
     盛薬362 盛岡市本宮七丁目１番１号
     019-631-3000  (019-631-3717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27106,4077,0 ファースト調剤薬局 〒024-0034 （在薬）第520号           平成23年 3月 1日
     北薬77 北上市諏訪町二丁目５番４２号
     0197-61-3023  (0197-61-3024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27209,4056,8 有限会社昆野調剤薬局〒021-0035 （在薬）第522号           平成23年 5月25日
     関薬56 一関市山目字才天２２２番地４
     0191-33-1189  (0191-33-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,4341,1 みつばち薬局 〒020-0121 （在薬）第523号           平成23年 5月 9日
     盛薬341 盛岡市月が丘一丁目１番６３号
     019-647-3888  (019-647-8886)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27416,4017,5 おおがま薬局 〒020-0778 （在薬）第527号           平成23年 9月 7日
     滝薬17 滝沢市大釜吉水１０４番１
     019-684-1200  (019-684-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27509,4117,8 リリィ薬局藤沢店 〒029-3405 （在薬）第528号           平成23年10月 1日
     関薬117 一関市藤沢町藤沢字町裏１８０番
     地２
     0191-48-3428  (0191-48-3438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27608,4020,6 つくし薬局東舘店 〒028-0515 （在薬）第529号           平成23年11月 1日
     遠薬20 遠野市東舘町８番６号
     0198-68-3015  (0198-68-3016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27703,4049,6 つくし薬局細浦店 〒022-0001 （在薬）第535号           平成23年12月 1日
     大薬49 大船渡市末崎町字平林７５番１
     0192-22-1777  (0192-22-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27809,4038,6 銅谷調剤薬局 〒021-0023 （在薬）第536号           平成24年 2月 6日
     関薬38 一関市銅谷町９番２４号
     0191-26-0725  (0191-23-2708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27910,4023,6 気仙中央薬局高田店 〒029-2206 （在薬）第537号           平成24年 2月23日
     高薬23 陸前高田市米崎町字野沢１８－１
     0192-53-1250  (0192-53-1251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28010,4028,5 森の前薬局 〒029-2205 （在薬）第538号           平成24年 3月 1日
     高薬28 陸前高田市高田町字鳴石８９番２
     ５号
     0192-55-6200  (0192-55-6100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28115,4057,3 もくれん薬局 〒029-4208 （在薬）第539号           平成24年 3月 1日
     奥薬57 奥州市前沢字七日町４８番２
     0197-41-3737  (0197-41-3700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,4367,6 月が丘薬局 〒020-0121 （在薬）第540号           平成24年 3月 6日
     盛薬367 盛岡市月が丘一丁目２９番７号
     019-648-3939  (019-648-4500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28321,4057,1 銀河薬局雫石店 〒020-0541 （在薬）第541号           平成24年 3月13日
     岩薬57 岩手郡雫石町千刈田７９番２
     019-691-1560  (019-692-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28405,4117,6 銀河薬局太田店 〒025-0037 （在薬）第542号           平成24年 3月 7日
     花薬117 花巻市太田第５１地割２２０番１
     0198-39-1250  (0198-39-1251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28502,4031,6 有限会社　かもめ薬局〒027-0075 （在薬）第544号           平成24年 4月 1日
     宮薬31 宮古市和見町８番２７号
     0193-71-2077  (0193-64-5346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28605,4066,5 たかき薬局 〒025-0016 （在薬）第546号           平成24年 4月 1日
     花薬66 花巻市高木第１５地割１８番地１
     ３
     0198-41-1522  (0198-41-1523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28705,4072,3 タカハシ星ヶ丘薬局 〒025-0065 （在薬）第547号           平成24年 4月 1日
     花薬72 花巻市星が丘二丁目２７番２２号
     0198-22-3378  (0198-22-3797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28832,4007,3 いちのへ調剤薬局 〒028-5312 （在薬）第548号           平成24年 4月 1日
     二戸薬7 二戸郡一戸町一戸字砂森５５番地
     ２２
     0195-31-1108  (0195-31-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28915,4053,2 みどり薬局西町店 〒023-0816 （在薬）第551号           平成24年 4月 1日
     奥薬53 奥州市水沢西町５番２２号
     0197-51-1517  (0197-51-1518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29015,4027,6 みどり薬局寺小路店 〒023-0811 （在薬）第552号           平成24年 4月 1日
     奥薬27 奥州市水沢寺小路２６番地１
     0197-51-6656  (0197-51-6657)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29115,4059,9 リリィ薬局水沢店 〒023-0841 （在薬）第554号           平成24年 5月 1日
     奥薬59 奥州市水沢真城字杉山下７０番３
     0197-47-4391  (0197-47-4392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29215,4054,0 フラワー薬局 〒023-0003 （在薬）第556号           平成24年 5月14日
     奥薬54 奥州市水沢佐倉河字東広町８３番
     地１
     0197-23-2134  (0197-51-1311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29311,4036,6 しおかぜ調剤薬局 〒026-0023 （在薬）第558号           平成24年 5月29日
     釜薬36 釜石市天神町１番６号
     0193-55-4343  (0193-55-4344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29402,4052,2 あすなろ薬局 〒027-0074 （在薬）第560号           平成24年 6月22日
     宮薬52 宮古市保久田３番９号
     0193-65-6050  (0193-65-6051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29509,4079,0 ヒカリ調剤薬局大平 〒029-0132 （在薬）第561号           平成24年 6月22日
     関薬79 一関市滝沢字宮田１２４番１
     0191-31-1315  (0191-31-1316)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29605,4104,4 おたや町薬局 〒025-0082 （在薬）第562号           平成24年 6月26日
     花薬104 花巻市御田屋町１番４３号
     0198-21-3511  (0198-21-3512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29705,4078,0 スクラム薬局　花巻駅〒025-0091 （在薬）第563号           平成24年 6月26日
     花薬78 西店 花巻市西大通り一丁目３０番７号
     0198-22-6664  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,4370,0 天神町薬局 〒020-0881 （在薬）第564号           平成24年 6月27日
     盛薬370 盛岡市天神町８番２４号
     019-681-2441  (019-681-2451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29909,4105,3 三関薬局 〒021-0821 （在薬）第565号           平成24年 7月 7日
     関薬105 一関市三関字仲田２９番地３
     0191-31-8822  (0191-26-8700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30022,4036,3 南やはば調剤薬局 〒028-3615 （在薬）第567号           平成24年 8月 1日
     紫薬36 紫波郡矢巾町南矢幅第７地割４５
     ３番地
     019-698-1677  (019-698-1678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30107,4020,8 ハーモニー薬局 〒028-0021 （在薬）第568号           平成24年 8月17日
     久薬20 久慈市門前第３７地割５６番地１
     0194-61-3305  (0194-61-3306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30206,4104,2 つくし薬局江釣子店 〒024-0071 （在薬）第569号           平成24年 9月 1日
     北薬104 北上市上江釣子１５地割１３５番
     ３
     0197-72-6646  (0197-72-6647)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30305,4070,7 タカハシ薬局 〒025-0092 （在薬）第571号           平成24年 9月12日
     花薬70 花巻市大通り二丁目７番１１号
     0198-22-3377  (0198-22-4466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401,4372,6 リリィ薬局盛岡北店 〒020-0125 （在薬）第572号           平成24年 9月21日
     盛薬372 盛岡市上堂二丁目４番１１号
     019-681-0165  (019-681-0173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30521,4065,4 しずくいし中央薬局 〒020-0542 （在薬）第573号           平成24年10月 1日
     岩薬65 岩手郡雫石町万田渡７４番地１９
     019-692-5588  (019-692-5586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30605,4121,8 有限会社あさひ薬局セ〒028-3163 （在薬）第574号           平成24年 9月24日
     花薬121 ンター店 花巻市石鳥谷町八幡第５地割４７
     番地２
     0198-46-2220  (0198-46-2221)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30729,4017,8 有限会社菊屋薬局 〒028-1121 （在薬）第575号           平成24年10月 3日
     上薬17 上閉伊郡大槌町小鎚第２７地割３
     番地４
     0193-42-3526  (0193-42-4526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30803,4053,8 りあす薬局 〒022-0006 （在薬）第576号           平成24年11月 1日
     大薬53 大船渡市立根町字中野４０番６
     0192-21-5100  (0192-27-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30914,4016,2 みのり薬局 〒028-7111 （在薬）第577号           平成24年11月 5日
     八薬16 八幡平市大更第２４地割２９番地
     １０
     0195-75-2333  (0195-75-2345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31011,4039,0 はまゆり調剤薬局 〒026-0025 （在薬）第580号           平成25年 1月15日
     釜薬39 釜石市大渡町二丁目６番１７号
     0193-24-3671  (0193-24-3672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31113,4021,4 川又薬局 〒028-6101 （在薬）第581号           平成25年 1月 1日
     二薬21 二戸市福岡字川又６番１号
     0195-22-3006  (0195-22-3007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31201,4373,4 ななっく調剤薬局 〒020-8573 （在薬）第583号           平成25年 2月 1日
     盛薬373 盛岡市中ノ橋通一丁目６番８号な
     なっく地下１階
     019-681-6009  (019-681-6008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31306,4106,7 銀河薬局北上店 〒024-0082 （在薬）第584号           平成25年 4月16日
     北薬106 北上市町分１８地割８８番地１
     0197-72-6388  (0197-72-6389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31409,4102,0 加賀調剤薬局 〒021-0885 （在薬）第586号           平成25年 6月 1日
     関薬102 一関市田村町６番１０号
     0191-21-3010  (0191-21-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31532,4013,1 つくし薬局一戸店 〒028-5312 （在薬）第587号           平成25年 7月 1日
     二戸薬13 二戸郡一戸町一戸字向町１０９
     0195-43-3096  (0195-43-3097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601,4375,9 そうごう薬局　盛岡中〒020-0021 （在薬）第590号           平成25年 8月 1日
     盛薬375 央通店 盛岡市中央通二丁目２番５号Ｌ．
     Ｂｉｚ盛岡１階
     019-613-6671  (019-613-6672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31721,4066,2 つくし薬局　沼宮内駅〒028-4303 （在薬）第591号           平成25年 8月 1日
     岩薬66 前店 岩手郡岩手町大字江刈内第７地割
     １０番３
     0195-68-7071  (0195-68-7072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31803,4054,6 とうごう薬局大船渡店〒022-0004 （在薬）第593号           平成25年 8月17日
     大薬54 大船渡市猪川町字前田９－２８
     0192-47-3982  (0192-47-3983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31901,4377,5 かがの調剤薬局 〒020-0807 （在薬）第597号           平成25年11月 1日
     盛薬377 盛岡市加賀野三丁目１２番２１号
     019-604-2125  (019-604-2126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32001,4378,3 そよ風薬局盛岡店 〒020-0108 （在薬）第598号           平成25年11月 1日
     盛薬378 盛岡市東黒石野三丁目１番１２号
     019-664-0512  (019-664-0513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101,4379,1 そよ風薬局松園店 〒020-0103 （在薬）第599号           平成25年11月 1日
     盛薬379 盛岡市西松園三丁目２０番１２号
     019-664-0397  (019-664-0398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32206,4109,1 あさひ薬局北上店 〒024-0035 （在薬）第600号           平成25年11月 1日
     北薬109 北上市花園町一丁目７番８号
     0197-61-2838  (0197-61-2839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32309,4119,4 スマイル薬局新町店 〒029-0803 （在薬）第601号           平成25年11月 1日
     関薬119 一関市千厩町千厩字町浦１９２番
     地
     0191-51-1050  (0191-51-1051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32409,4120,2 そよ風薬局一関店 〒021-0882 （在薬）第602号           平成25年11月 1日
     関薬120 一関市上大槻街４番４６号
     0191-31-8488  (0191-31-8487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32509,4121,0 ファミリー薬局東山店〒029-0303 （在薬）第603号           平成25年11月 1日
     関薬121 一関市東山町松川字卯入道１３８
     番３
     0191-35-2310  (0191-35-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32611,4040,8 つくし薬局　釜石中妻〒026-0034 （在薬）第604号           平成25年11月 1日
     釜薬40 店 釜石市中妻町２丁目１５番５号
     0193-55-5641  (0193-55-5642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32730,4032,5 スマイル薬局田野畑店〒028-8407 （在薬）第606号           平成25年11月 1日
     下薬32 下閉伊郡田野畑村田野畑１２０番
     地３
     0194-37-1771  (0194-33-2070)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32801,4350,2 中津川薬局 〒020-0878 （在薬）第607号           平成25年10月24日
     盛薬350 盛岡市肴町８－５
     019-604-2300  (019-604-2355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32901,4092,0 有限会社　アート薬局〒020-0042 （在薬）第608号           平成26年 1月10日
     盛薬92 盛岡市新田町９番１５号
     019-622-7881  (019-622-1858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33001,4381,7 上田薬局 〒020-0066 （在薬）第609号           平成26年 2月 3日
     盛薬381 盛岡市上田一丁目６番９号
     019-625-5612  (019-625-5613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33106,4107,5 リリィ薬局　北上店 〒024-0001 （在薬）第610号           平成26年 2月 7日
     北薬107 北上市飯豊２０地割１２３番地１
     0197-72-6691  (0197-72-6692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33201,4382,5 そうごう薬局　盛岡中〒020-0021 （在薬）第611号           平成26年 4月 1日
     盛薬382 央通西店 盛岡市中央通三丁目１６番１５号
     019-681-7101  (019-681-7102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33309,4124,4 つくし薬局　千厩店 〒029-0803 （在薬）第612号           平成26年 4月 1日
     関薬124 一関市千厩町千厩字石堂１３－１
     ３
     0191-48-4172  (0191-48-4173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33401,4351,0 菜園よつば薬局 〒020-0022 （在薬）第613号           平成26年 3月19日
     盛薬351 盛岡市大通１丁目１１番５号
     019-681-3222  (019-681-3223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33501,4358,5 大通よつば薬局 〒020-0022 （在薬）第615号           平成26年 3月19日
     盛薬358 盛岡市大通二丁目７番２０号
     019-681-4091  (019-681-4092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33601,4312,2 油町薬局 〒020-0015 （在薬）第617号           平成26年 4月11日
     盛薬312 盛岡市本町通一丁目１１番２５号
     019-629-3400  (019-626-5577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33701,4327,0 ワカバ薬局都南店 〒020-0831 （在薬）第618号           平成26年 4月11日
     盛薬327 盛岡市三本柳１１地割１２番地１
     019-637-6011  (019-637-6012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33805,4105,1 ゆもと薬局 〒025-0304 （在薬）第619号           平成26年 4月11日
     花薬105 花巻市湯本第４地割３０番地１６
     0198-37-1222  (0198-27-2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33903,4037,1 ひので薬局 〒022-0002 （在薬）第620号           平成26年 4月 4日
     大薬37 大船渡市大船渡町字明神前９－２
     ６
     0192-27-6589  (0192-27-6589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34001,4322,1 永井中央薬局 〒020-0834 （在薬）第621号           平成26年 3月20日
     盛薬322 盛岡市永井１９地割２５３番地１
     019-605-7050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34114,4015,4 スマイル薬局 〒028-7111 （在薬）第622号           平成26年 4月11日
     八薬15 八幡平市大更第２１地割７９番地
     １
     0195-75-2871  (0195-75-2873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34215,4058,1 及川薬局けいとく店 〒023-0003 （在薬）第623号           平成26年 3月26日
     奥薬58 奥州市水沢佐倉河字慶徳２６番地
     ２
     0197-47-4471  (0197-47-4472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34301,4384,1 すみれ薬局 〒020-0132 （在薬）第624号           平成26年 6月 1日
     盛薬384 盛岡市西青山２－１８－５７
     019-645-2311  (019-645-2314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34415,4063,1 エルム調剤薬局水沢店〒023-0828 （在薬）第625号           平成26年 5月21日
     奥薬63 奥州市水沢東大通り一丁目５－３
     １
     0197-47-4767  (0197-47-4768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34515,4064,9 みどり薬局不断町店 〒023-0032 （在薬）第628号           平成26年 8月 1日
     奥薬64 奥州市水沢字多賀４７番地
     0197-51-2216  (0197-51-2217)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34601,4369,2 ヨシダ調剤薬局 〒020-0881 （在薬）第629号           平成26年 7月31日
     盛薬369 盛岡市天神町１１番４号
     019-625-8148  (019-625-8149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34701,4386,6 しんせい薬局 〒020-0112 （在薬）第630号           平成26年 9月 1日
     盛薬386 盛岡市東緑が丘２３－８
     019-663-2366  (019-663-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34808,4021,4 わお調剤薬局 〒028-0517 （在薬）第631号           平成26年 8月26日
     遠薬21 遠野市上組町３－４
     0198-68-3737  (0198-68-3738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34924,4015,3 西和賀すみれ薬局 〒029-5612 （在薬）第634号           平成26年10月 1日
     和薬15 和賀郡西和賀町沢内字大野１３地
     割３－２２
     0197-72-6688  (0197-72-6689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35001,4388,2 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0851 （在薬）第635号           平成26年11月 1日
     盛薬388 グ盛岡向中野店 盛岡市向中野５丁目２９番３８号
     019-656-5260  (019-656-5260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35106,4113,3 とんぼ薬局 〒024-0021 （在薬）第636号           平成26年11月 1日
     北薬113 北上市上野町５－１－１４
     0197-61-0101  (0197-61-0202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35231,4021,6 リードファーマシー 〒028-7914 （在薬）第637号           平成26年10月20日
     九薬21 九戸郡洋野町種市２３－１１３－
     ２０
     0194-65-2987  (0194-65-5832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35314,4017,0 あさひ薬局　西根中学〒028-7111 （在薬）第638号           平成26年12月 1日
     八薬17 校前店 八幡平市大更２４－１－１１８
     0195-70-2311  (0195-70-2312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35401,4390,8 ぺんぎん薬局 〒020-0064 （在薬）第640号           平成27年 1月 1日
     盛薬390 盛岡市梨木町２番１４号
     019-652-3345  (019-652-4060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35509,4054,3 小野調剤薬局　中野店〒021-0053 （在薬）第643号           平成27年 1月27日
     関薬54 一関市山目中野２４－１－１０１
     0191-33-1553  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35601,4276,9 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0883 （在薬）第644号           平成27年 3月 1日
     盛薬276 グ志家店 盛岡市志家町９番９号
     019-622-8577  (019-622-8625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35711,4041,6 リリーフ薬局 〒026-0301 （在薬）第646号           平成27年 3月10日
     釜薬41 釜石市鵜住居町第５地割２９－４
     0193-29-1555  (0193-29-1556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35814,4009,7 大更調剤薬局 〒028-7111 （在薬）第647号           平成27年 3月12日
     八薬9 八幡平市大更２４地割１番地１３
     ５
     0195-70-1320  (0195-70-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35901,4281,9 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0022 （在薬）第649号           平成27年 4月 1日
     盛薬281 グ大通２丁目店 盛岡市大通二丁目３番５号
     019-604-0085  (019-604-0086)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36001,4284,3 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0866 （在薬）第650号           平成27年 5月 1日
     盛薬284 グ西仙北店 盛岡市本宮一丁目２１番８号
     019-635-6881  (019-635-6883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36109,4126,9 中里薬局 〒021-0011 （在薬）第651号           平成27年 7月 1日
     関薬126 一関市山目町１－６－２５
     0191-31-1343  (0191-31-1344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36224,4008,8 かじか薬局 〒029-5505 （在薬）第652号           平成27年 7月 6日
     和薬8 和賀郡西和賀町湯本３０地割８１
     番地１
     0197-84-2233  (0197-84-2240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36301,4395,7 すばる薬局　永井店 〒020-0834 （在薬）第653号           平成27年 8月 1日
     盛薬395 盛岡市永井２２地割３－１２８
     019-614-0025  (019-614-0026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36422,4042,1 すばる薬局　流通セン〒020-0891 （在薬）第654号           平成27年 8月 1日
     紫薬42 ター店 紫波郡矢巾町流通センター南３－
     １－７
     019-632-1500  (019-632-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36501,4270,2 有限会社おやまだ薬局〒020-0122 （在薬）第655号           平成27年 8月17日
     盛薬270 盛岡市みたけ三丁目２３番４４号
     019-646-6121  (019-646-6123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36601,4380,9 オアシス薬局 〒020-0122 （在薬）第656号           平成27年 9月 2日
     盛薬380 盛岡市みたけ四丁目３６番３３号
     019-681-1034  (019-681-1099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36701,4368,4 みずほ薬局月が丘 〒020-0121 （在薬）第657号           平成27年10月 9日
     盛薬368 盛岡市月が丘一丁目２９番１６号
     019-601-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36816,4019,1 ミモザ薬局 〒020-0637 （在薬）第658号           平成27年11月 1日
     滝薬19 滝沢市高屋敷平１１－４０
     019-613-2670  (019-613-2680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36903,4055,3 アイン薬局　大船渡店〒022-0002 （在薬）第659号           平成27年11月 1日
     大薬55 大船渡市大船渡町字山馬越１７５
     －１
     0192-21-3230  (0192-21-3231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37009,4127,7 アイン薬局　一関店 〒021-0877 （在薬）第660号           平成27年11月 1日
     関薬127 一関市城内１－４
     0191-31-2070  (0191-31-2071)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37109,4128,5 アイン薬局　東山町店〒029-0302 （在薬）第661号           平成27年11月 1日
     関薬128 一関市東山町長坂字町３８８
     0191-48-4630  (0191-48-4631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37213,4023,0 アイン薬局　浄法寺店〒028-6852 （在薬）第662号           平成27年11月 1日
     二薬23 二戸市浄法寺町樋田１６２－１
     0195-39-1221  (0195-39-1223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37315,4069,8 アイン薬局　大通中央〒023-1111 （在薬）第663号           平成27年11月 1日
     奥薬69 店 奥州市江刺大通り５－８
     0197-35-8351  (0197-35-8351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37415,4071,4 アイン薬局　胆沢店 〒023-0864 （在薬）第664号           平成27年11月 1日
     奥薬71 奥州市水沢字龍ケ馬場２７－５
     0197-51-5030  (0197-51-5031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37515,4070,6 アイン薬局　江刺店 〒023-1103 （在薬）第665号           平成27年11月 1日
     奥薬70 奥州市江刺西大通り１０－１１
     0197-31-2151  (0197-31-2152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37632,4014,9 アイン薬局　一戸店 〒028-5312 （在薬）第666号           平成27年11月 1日
     二戸薬14 二戸郡一戸町一戸字砂森５４－１
     0195-31-1280  (0195-31-1281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37706,4054,9 すくらむ薬局北上店 〒024-0084 （在薬）第667号           平成27年12月18日
     北薬54 北上市さくら通り一丁目５番７号
     0197-61-3388  (0197-61-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37810,4029,3 調剤薬局ツルハドラッ〒029-2203 （在薬）第668号           平成28年 1月13日
     高薬29 グ高田北店 陸前高田市竹駒町字滝の里１５－
     １
     0192-54-4268  (0192-54-4268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37913,4024,8 つくし薬局堀野店 〒028-6105 （在薬）第669号           平成28年 2月 1日
     二薬24 二戸市堀野字大川原毛５１番４
     0195-43-3145  (0195-43-3146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38016,4020,9 おはよー調剤 〒020-0664 （在薬）第670号           平成28年 2月 1日
     滝薬20 滝沢市鵜飼笹森４３番１４
     019-684-2084  (019-684-2089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38101,4391,6 エキナカ薬局Ｐｈａｒ〒020-0034 （在薬）第671号           平成28年 2月 2日
     盛薬391 ｍａ‐Ｌａｂｏ 盛岡市盛岡駅前通１－４４
     019-601-6256  (019-601-5337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38206,4114,1 みつばち薬局 〒024-0004 （在薬）第672号           平成28年 2月 1日
     北薬114 北上市村崎野１５地割１４９番１
     0197-62-5900  (0197-62-5901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38310,4025,1 コスモ薬局高田店 〒029-2206 （在薬）第673号           平成28年 2月17日
     高薬25 陸前高田市米崎町字西の沢９３番
     １
     0192-53-1018  (0192-53-1073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38406,4073,9 コノハ薬局 〒024-0061 （在薬）第674号           平成28年 2月16日
     北薬73 北上市大通り二丁目３９６番
     0197-61-0575  (0197-61-0595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38524,4013,8 太陽薬局 〒029-5505 （在薬）第675号           平成28年 2月 8日
     和薬13 和賀郡西和賀町湯本２９地割７０
     番地２２
     0197-82-2120  (0197-82-2120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38601,4399,9 イオン薬局盛岡店 〒020-0148 （在薬）第676号           平成28年 3月 1日
     盛薬399 盛岡市前潟４丁目７－１
     019-605-3730  (019-605-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38722,4032,2 有限会社ミドリ薬局日〒028-3310 （在薬）第677号           平成28年 3月 4日
     紫薬32 詰店 紫波郡紫波町日詰駅前一丁目８番
     ４
     019-671-1203  (019-672-1679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38806,4108,3 キセキレイ薬局 〒024-0071 （在薬）第678号           平成28年 3月 8日
     北薬108 北上市上江釣子１５地割５７－２
     0197-72-7735  (0197-72-7736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38915,4068,0 あかり薬局　川口町店〒023-0034 （在薬）第679号           平成28年 4月 1日
     奥薬68 奥州市水沢川口町２９番地１
     0197-47-6510  (0197-47-6511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39001,4376,7 銀河薬局開運橋店 〒020-0022 （在薬）第680号           平成28年 4月 1日
     盛薬376 盛岡市大通三丁目９番３号
     019-601-5562  (019-601-5570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39115,4067,2 あかり薬局　太日通り〒023-0827 （在薬）第681号           平成28年 4月 1日
     奥薬67 店 奥州市水沢太日通り２－６－３３
     0197-47-6733  (0197-47-6734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39229,4021,0 つくし薬局本店 〒028-1121 （在薬）第682号           平成28年 5月 1日
     上薬21 上閉伊郡大槌町小鎚第２３地割字
     寺野２３番２
     0193-42-8500  (0193-42-8501)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39306,4115,8 さくら通り薬局 〒024-0084 （在薬）第683号           平成28年 5月 1日
     北薬115 北上市さくら通り３丁目３番１０
     号
     0197-72-5155  (0197-72-5156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39402,4059,7 アイン薬局　宮古山口〒027-0063 （在薬）第685号           平成28年 6月 1日
     宮薬59 店 宮古市山口五丁目２９５－７
     0193-65-7137  (0193-65-7182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39522,4043,9 日本調剤　矢巾薬局 〒028-3602 （在薬）第686号           平成28年 6月 7日
     紫薬43 紫波郡矢巾町藤沢第１地割１１４
     －１
     019-611-2351  (019-611-2353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39601,4401,3 中田全快薬局 〒020-0836 （在薬）第687号           平成28年 7月 1日
     盛薬401 盛岡市津志田西二丁目１６番８０
     号
     019-613-5686  (019-613-5687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39706,4117,4 とちのき薬局 〒024-0061 （在薬）第688号           平成28年 7月 1日
     北薬117 北上市大通り３丁目８番１２号
     0197-61-3886  (0197-63-8838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39801,4402,1 なごみ薬局 〒020-0125 （在薬）第689号           平成28年 7月17日
     盛薬402 盛岡市上堂一丁目１８番２６号
     019-648-0753  (019-648-0754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39922,4044,7 矢巾調剤薬局 〒028-3603 （在薬）第690号           平成28年 8月 1日
     紫薬44 紫波郡矢巾町大字西徳田第三地割
     字西前７４
     019-698-2400  (019-698-2263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40006,4105,9 かえで薬局 〒024-0094 （在薬）第691号           平成28年 8月24日
     北薬105 北上市本通り一丁目５番４号
     0197-65-3361  (0197-65-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40130,4035,8 山田調剤薬局 〒028-1352 （在薬）第692号           平成28年 9月 1日
     下薬35 下閉伊郡山田町飯岡第１地割２１
     番地２
     0193-65-7087  (0193-65-7312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40215,4074,8 みどり薬局公園通り店〒023-0856 （在薬）第693号           平成28年 9月 5日
     奥薬74 奥州市水沢西上野町４番４号
     0197-47-3474  (0197-47-3475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40301,4404,7 せいりゅう薬局 〒020-0885 （在薬）第694号           平成28年 9月 1日
     盛薬404 盛岡市紺屋町６－２４藤井ビル１
     ０２号
     019-623-1511  (019-623-7472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40411,4042,4 調剤薬局ツルハドラッ〒026-0021 （在薬）第695号           平成28年 9月 1日
     釜薬42 グ釜石店 釜石市只越町二丁目４番１７号
     0193-31-2268  (0193-31-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40501,4219,9 前九年薬局 〒020-0127 （在薬）第696号           平成28年 8月31日
     盛薬219 盛岡市前九年三丁目１６番１０号
     019-648-8101  (019-648-8102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40601,4325,4 クローバー薬局 〒020-0866 （在薬）第697号           平成28年 9月 7日
     盛薬325 盛岡市本宮字小板小瀬１３番３
     019-656-2011  (019-656-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40701,4406,2 工藤薬局 〒020-0004 （在薬）第698号           平成28年 8月15日
     盛薬406 盛岡市山岸二丁目１２番１５号
     019-623-4790  (019-652-8741)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40801,4405,4 リリィ薬局　高松店 〒020-0114 （在薬）第699号           平成28年10月 1日
     盛薬405 盛岡市高松三丁目９－１０
     019-681-3117  (019-681-3118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40901,4206,6 あざみ薬局 〒020-0832 （在薬）第700号           平成28年10月14日
     盛薬206 盛岡市東見前８地割２０番地４
     019-639-8706  (019-639-8706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41001,4229,8 あざみ薬局本宮店 〒020-0866 （在薬）第701号           平成28年10月14日
     盛薬229 盛岡市本宮二丁目２０番１８号
     019-631-2888  (019-631-2887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41116,4021,7 アイセイ薬局　滝沢店〒020-0633 （在薬）第702号           平成28年10月 1日
     滝薬21 滝沢市穴口３２３－３
     019-648-7131  (019-641-1161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41215,4075,5 アイセイ薬局　江刺西〒023-1103 （在薬）第703号           平成28年10月 1日
     奥薬75 大通り店 奥州市江刺西大通り１１－１５
     0197-36-8150  (0197-36-8151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41315,4076,3 つくし薬局前沢店 〒029-4208 （在薬）第704号           平成28年12月 1日
     奥薬76 奥州市前沢二十人町４７番
     0197-41-3663  (0197-41-3662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41402,4057,1 のぞみ調剤薬局 〒027-0061 （在薬）第706号           平成28年12月 5日
     宮薬57 宮古市西町１丁目７－３２
     0193-65-7330  (0193-65-7331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41506,4118,2 あかり薬局　新穀町店〒024-0092 （在薬）第707号           平成29年 1月 1日
     北薬118 北上市新穀町２丁目３番２６号
     0197-72-8806  (0197-72-8807)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41605,4133,3 宮野目薬局 〒025-0002 （在薬）第708号           平成29年 3月 1日
     花薬133 花巻市西宮野目第６地割１６５番
     ７
     0198-29-5830  (0198-29-5831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41730,4036,6 アイン薬局　岩泉店 〒027-0501 （在薬）第710号           平成29年 4月 1日
     下薬36 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家１９番
     地１
     0194-32-3317  (0194-32-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41801,4409,6 けい福薬局 〒020-0122 （在薬）第711号           平成29年 4月 1日
     盛薬409 盛岡市みたけ三丁目１１番３６号
     019-613-2107  (019-613-2108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41906,4119,0 銀河薬局　村崎野店 〒024-0004 （在薬）第712号           平成29年 4月24日
     北薬119 北上市村崎野１７－１７１
     0197-66-7121  (0197-66-7122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42006,4120,8 あんず薬局 〒024-0071 （在薬）第713号           平成29年 5月 1日
     北薬120 北上市上江釣子１７地割２１８番
     ２
     0197-71-5665  (0197-71-5666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42101,4410,4 茶畑薬局 〒020-0822 （在薬）第714号           平成29年 6月 1日
     盛薬410 盛岡市茶畑二丁目６番１４号
     019-622-1800  (019-622-1801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42222,4037,1 エール薬局 〒028-3441 （在薬）第715号           平成29年 5月25日
     紫薬37 紫波郡紫波町上平沢字川原田７３
     番地９
     019-673-8588  (019-673-8588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42310,4030,1 やはぎ薬局 〒029-2201 （在薬）第716号           平成29年 5月22日
     高薬30 陸前高田市矢作町二又２１の１
     0192-47-5535  (0192-47-5535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42401,4411,2 あかほろ薬局 〒020-0132 （在薬）第717号           平成29年 7月 1日
     盛薬411 盛岡市西青山１丁目８－６
     019-646-4258  (019-643-4258)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42501,4303,1 ミルキー薬局 〒020-0143 （在薬）第718号           平成29年 7月12日
     盛薬303 盛岡市上厨川字杉原５０番４８号
     019-646-0369  (019-646-0369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42602,4051,4 調剤薬局ツルハドラッ〒027-0074 （在薬）第719号           平成29年 8月 7日
     宮薬51 グ宮古中央店 宮古市保久田８番５号
     0193-65-0770  (0193-65-0122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42729,4022,8 ハーブ薬局 〒028-1101 （在薬）第720号           平成29年 9月 1日
     上薬22 上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目２
     番１０号
     0193-44-3171  (0193-44-3172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42811,4043,2 アクト調剤薬局　松倉〒026-0055 （在薬）第721号           平成29年 9月 1日
     釜薬43 店 釜石市甲子町１０－２６８－４
     0193-27-7001  (0193-27-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42932,4015,6 かめちゃん調剤薬局 〒028-5133 （在薬）第722号           平成29年 9月 1日
     二戸薬15 二戸郡一戸町中山字大塚１１８番
     地２
     0195-35-3009  (0195-35-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43029,4023,6 有限会社クリス薬局 〒028-1116 （在薬）第723号           平成29年10月30日
     上薬23 上閉伊郡大槌町本町６番１８号
     0193-55-5891  (0193-55-5892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43101,4412,0 日本調剤　東安庭薬局〒020-0824 （在薬）第724号           平成29年10月 1日
     盛薬412 盛岡市東安庭一丁目２３番６３号
     019-656-1611  (019-656-1613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43205,4134,1 あい薬局　花城店 〒025-0075 （在薬）第725号           平成29年 9月 1日
     花薬134 花巻市花城町１２番１４号
     0198-21-5033  (0198-22-7688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43306,4122,4 あい薬局　村崎野店 〒024-0004 （在薬）第726号           平成29年 9月 1日
     北薬122 北上市村崎野１５地割３５４番３
     号
     0197-71-1101  (0197-68-3310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43409,4058,4 いちご薬局 〒021-0031 （在薬）第727号           平成29年10月20日
     関薬58 一関市青葉一丁目６番４－１０１
     号
     0191-21-1539  (0191-21-3315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43515,4078,9 アイセイ薬局　江刺病〒023-1103 （在薬）第728号           平成29年10月 1日
     奥薬78 院前店 奥州市江刺西大通り４番２４号
     0197-31-2566  (0197-31-2577)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43601,4415,3 アイセイ薬局　盛岡材〒020-0063 （在薬）第729号           平成29年10月 1日
     盛薬415 木町店 盛岡市材木町４番３３号
     019-681-3707  (019-681-3708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43701,4414,6 アイン薬局　盛岡南店〒020-0831 （在薬）第730号           平成29年11月 1日
     盛薬414 盛岡市三本柳６地割１番地１
     019-601-2235  (019-601-2236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43801,4413,8 あまいろ薬局 〒020-0861 （在薬）第731号           平成29年11月 1日
     盛薬413 盛岡市仙北２丁目１－２０ＲＥＣ
     ＯＲＯＳ仙北町１Ｆ
     019-613-7005  (019-613-7006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43905,4135,8 有限会社　小田島薬局〒025-0087 （在薬）第732号           平成29年11月 1日
     花薬135 花巻市上町６番５号
     0198-23-5161  (0198-23-2453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44015,4077,1 イオン薬局前沢店 〒029-4204 （在薬）第733号           平成29年12月 1日
     奥薬77 奥州市前沢向田２丁目８５
     0197-41-3111  (0197-41-3011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44109,4130,1 みつばち薬局 〒029-0803 （在薬）第734号           平成29年12月 1日
     関薬130 一関市千厩町千厩字東小田９０
     0191-34-4551  (0191-34-4552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44208,4023,0 アイン薬局　遠野店 〒028-0541 （在薬）第735号           平成29年12月 1日
     遠薬23 遠野市松崎町白岩１４地割４１番
     地１
     0198-66-3100  (0198-66-3101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44308,4022,2 つくし薬局　遠野病院〒028-0541 （在薬）第736号           平成29年12月 1日
     遠薬22 前店 遠野市松崎町白岩１５地割１３番
     地１１
     0198-66-3300  (0198-66-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44401,4417,9 ウエルシア薬局　盛岡〒020-0866 （在薬）第737号           平成30年 1月25日
     盛薬417 本宮店 盛岡市本宮６丁目１番６５号
     019-636-1064  (019-636-1065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44505,4136,6 有限会社ヤマネ薬局 〒025-0088 （在薬）第738号           平成30年 2月 5日
     花薬136 花巻市東町５番１号
     0198-24-8198  (0198-24-6368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44601,4419,5 トマト薬局　北飯岡店〒020-0857 （在薬）第739号           平成30年 4月 1日
     盛薬419 盛岡市北飯岡３丁目２０番３２号
     019-618-2657  (019-618-6469)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

[岩手県]

平成30年 5月 1日 在宅患者訪問薬剤管理指導料　薬局］ 平成30年 6月 1日     93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44706,4124,0 イオン薬局江釣子店 〒024-0072 （在薬）第740号           平成30年 4月 1日
     北薬124 北上市北鬼柳１９番６８号
     0197-62-7001  (0197-62-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44810,4032,7 そうごう薬局　高田店〒029-2205 （在薬）第741号           平成30年 3月 1日
     高薬32 陸前高田市高田町字太田６３番地
     （Ｔ５１２－３）
     0192-53-2251  (0192-53-2252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44901,4420,3 たてさか薬局 〒020-0115 （在薬）第742号           平成30年 4月 1日
     盛薬420 盛岡市館向町４番１２号
     019-601-4005  (019-601-3970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45029,4024,4 ひょっこり薬局 〒028-1131 （在薬）第743号           平成30年 4月 1日
     上薬24 上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９
     ５－２５６
     0193-27-5220  (0193-27-5221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45122,4008,2 有限会社きくや薬局 〒028-3305 （在薬）第744号           平成30年 4月 1日
     紫薬8 紫波郡紫波町日詰字郡山駅２１８
     番地
     019-676-2210  (019-676-5994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45201,4421,1 木の実薬局 〒020-0838 （在薬）第745号           平成30年 5月 1日
     盛薬421 盛岡市津志田中央三丁目７番８号
     019-656-0700  (019-656-0701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45309,4132,7 ドレミ薬局 〒021-0021 （在薬）第747号           平成30年 5月 1日
     関薬132 一関市中央町２丁目５－１７
     0191-26-0028  (0191-26-0038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


