
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･4015･9 小泉薬局 〒010-0011 （調基１）第228号         平成28年 4月 1日
     秋田市南通亀の町１４－２０ （か薬）第29号            平成28年 4月 1日
     018-832-3981  (018-833-1215) （在薬）第14号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･4031･6 有限会社　緑ケ丘薬局〒011-0915 （調基１）第190号         平成28年 4月 1日
     秋田市飯島緑丘町２－３２ （後発調１）第307号       平成28年 4月 1日
     018-845-3453  (018-845-3453) （後発調２）第316号       平成28年10月 1日
     （在薬）第19号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･4056･3 那波薬局八橋店 〒010-0971 （調基１）第119号         平成28年 4月 1日
     秋田市八橋三和町１８－１２ （調）第156号             平成29年 6月 1日
     018-863-1521  (018-863-2788) （後発調１）第352号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第305号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第20号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･4093･6 平和薬局 〒010-0925 （調基１）第559号         平成29年 4月 1日
     秋田市旭南１－１－６ （在薬）第23号            平成 7年 9月 1日
     018-864-0044  (018-864-0059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･4111･6 有限会社　とざわ薬局〒010-0044 （調基１）第112号         平成28年 4月 1日
     秋田市横森５丁目２０番２３号 （後発調２）第386号       平成29年 7月 1日
     018-832-8099  (018-832-8099) （在薬）第28号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･4128･0 丁酉会薬局 〒010-0041 （調基１）第562号         平成29年 4月 1日
     秋田市広面字糠塚１１８－１ （在薬）第33号            平成 7年 9月 1日
     018-835-8788  (018-835-8863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･4133･0 中通六丁目薬局 〒010-0001 （調基１）第326号         平成28年 4月 1日
     秋田市中通６丁目１番５５号 （後発調２）第383号       平成29年 6月 1日
     018-834-6037  (018-831-6909) （か薬）第119号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第36号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･4134･8 有限会社　長尾薬局 〒011-0936 （調基１）第241号         平成28年 4月 1日
     秋田市将軍野南四丁目９番８号 （在薬）第37号            平成 7年 9月 1日
     018-847-1218  (018-846-6583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･4135･5 株式会社アミック　中〒010-0013 （調基２）第22号          平成28年 4月 1日
     通調剤薬局 秋田市南通築地２番３５号 （後発調１）第623号       平成30年 1月 1日
     018-831-0571  (018-831-0570) （在薬）第219号           平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001･4147･0 有限会社　亀の町薬局〒010-0011 （調基１）第73号          平成28年 4月 1日
     秋田市南通亀の町４－１ （後発調２）第185号       平成28年 4月 1日
     018-834-0143  (018-834-0143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1101･4150･4 みわ薬局 〒010-0971 （調基１）第123号         平成28年 4月 1日
     秋田市八橋三和町１３－１６ （後発調１）第531号       平成28年 9月 1日
     018-823-5115  (018-824-6485) （在薬）第43号            平成 7年 9月 1日
     （在薬）第752号           平成28年 9月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201･4169･4 城東薬局 〒010-0041 （調基１）第376号         平成28年 4月 1日
     秋田市広面字鍋沼５６－１ （調）第44号              平成28年 4月 1日
     018-831-6777  (018-831-7222) （後発調１）第523号       平成28年 8月 1日
     （在調）第34号            平成26年11月 1日
     （か薬）第169号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第55号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301･4171･0 グリム薬局 〒010-0001 （調基１）第94号          平成28年 4月 1日
     秋田市中通五丁目７番４０号 （か薬）第149号           平成28年 4月 1日
     018-832-0385  (018-832-0385) （在薬）第57号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･4172･8 長尾薬局御野場店 〒010-1425 （調基１）第496号         平成28年 4月 1日
     秋田市御野場新町４丁目７番２５ （在薬）第58号            平成 7年 9月 1日
     号
     018-839-8301  (018-839-8302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501･4178･5 有限会社那波薬局 〒010-0921 （調基１）第118号         平成28年 4月 1日
     秋田市大町四丁目４－１９ （後発調２）第410号       平成29年10月 1日
     018-862-3219  (018-862-3339) （在薬）第61号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･4179･3 さくら薬局 〒010-0041 （調基１）第122号         平成28年 4月 1日
     秋田市広面字碇７９－３ （在薬）第62号            平成 7年 9月 1日
     018-831-2501  (018-837-1325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･4180･1 卸町薬局 〒010-0065 （調基１）第163号         平成28年 4月 1日
     秋田市茨島四丁目４－２８ （後発調２）第266号       平成28年 6月 1日
     018-863-9500  (018-863-9501) （在調）第7号             平成24年 4月 1日
     （在薬）第63号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801･4184･3 有限会社安保薬局 〒010-0001 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     秋田市中通六丁目１３番２２号 （後発調１）第543号       平成28年10月 1日
     018-834-2572  (018-834-2563) （在薬）第64号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901･4188･4 山ノ下薬局 〒010-0931 （調基１）第380号         平成28年 4月 1日
     秋田市川元山下町八番八号 （後発調１）第429号       平成28年 4月 1日
     018-864-8309  (018-864-8788) （在薬）第284号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001･4191･8 すばる薬局 〒011-0946 （調基１）第64号          平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港中央六丁目２番１号 （か薬）第276号           平成29年 3月 1日
     018-857-1422  （在薬）第65号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2101･4201･5 和田薬局 〒011-0946 （調基１）第175号         平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港中央六丁目１５番１ （在薬）第505号           平成20年 4月 1日
     ２号
     018-846-3417  (018-846-9537)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201･4203･1 株式会社山田相談薬局〒010-0921 （調基１）第23号          平成28年 4月 1日
     秋田市大町１丁目６番２１号 （後発調１）第614号       平成29年10月 1日
     018-863-0063  (018-865-3288) （か薬）第54号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第71号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301･4204･9 みどりさわやか薬局 〒010-0933 （調基１）第347号         平成28年 4月 1日
     秋田市川元松丘町４番５７号 （調）第99号              平成28年 7月 1日
     018-866-7571  (018-866-4255) （後発調２）第252号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第90号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第72号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401･4207･2 かがや薬局 〒010-0932 （調基１）第80号          平成28年 4月 1日
     秋田市川元開和町１番５号 （調）第18号              平成28年 4月 1日
     018-865-7231  (018-865-7232) （後発調２）第190号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第41号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第354号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501･4217･1 メディック薬局 〒010-1605 （調基１）第145号         平成28年 4月 1日
     秋田市新屋勝平町４番１９号 （後発調１）第618号       平成29年12月 1日
     018-823-5570  (018-823-5580) （在薬）第576号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601･4221･3 中央薬局勝平店 〒010-1605 （調基１）第108号         平成28年 4月 1日
     秋田市新屋勝平町２－３２ （後発調２）第373号       平成29年 4月 1日
     018-864-5392  (018-888-3033) （在薬）第625号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701･4222･1 薬局エール自衛隊通店〒011-0942 （調基１）第329号         平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港東４丁目４番６８号 （後発調２）第358号       平成29年 2月 1日
     018-847-3991  (018-880-1252) （在薬）第220号           平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801･4224･7 マリン薬局 〒011-0951 （調基１）第169号         平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港相染町字大谷地３６ （後発調２）第271号       平成28年 6月 1日
     番地３８ （か薬）第4号             平成28年 4月 1日
     018-857-2325  (018-857-0137) （在薬）第211号           平成 9年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･4228･8 調剤薬局ほっと 〒011-0946 （調基３）第5号           平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港中央５丁目６番２６ （在薬）第343号           平成16年 3月 1日
     号
     018-857-3214  (018-857-3218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3001･4229･6 河畔薬局　秋田店 〒010-0011 （調基１）第237号         平成28年 4月 1日
     秋田市南通亀の町３番１８号 （調）第40号              平成28年 4月 1日
     018-836-7517  (018-836-7518) （後発調１）第501号       平成28年 7月 1日
     （在調）第73号            平成28年 8月 1日
     （か薬）第169号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第311号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101･4231･2 小町堂薬局 〒010-1424 （調基１）第369号         平成28年 4月 1日
     秋田市御野場二丁目１３番１１号 （調）第35号              平成28年 4月 1日
     018-839-0795  (018-839-9166) （後発調２）第366号       平成29年 4月 1日
     （か薬）第98号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第218号           平成 9年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201･4233･8 藤井薬局 〒010-0851 （調基１）第340号         平成28年 4月 1日
     秋田市手形字中谷地３２５番地 （調）第56号              平成28年 4月 1日
     018-832-9383  (018-837-9383) （後発調１）第627号       平成30年 2月 1日
     （在調）第19号            平成24年 8月 1日
     （か薬）第33号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第67号            平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301･4239･5 日吉薬局 〒010-1622 （調基１）第22号          平成28年 4月 1日
     秋田市新屋日吉町６番１９号 （か薬）第289号           平成29年 5月 1日
     018-828-4800  (018-828-6580) （在薬）第357号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401･4243･7 薬局エール港北店 〒011-0941 （調基１）第327号         平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港北六丁目１番４号 （後発調１）第469号       平成28年 6月 1日
     018-857-1090  (018-857-1057) （在薬）第235号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501･4245･2 秋田みなみ会営薬局 〒010-1406 （調基２）第13号          平成28年 4月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２０７ （後発調１）第583号       平成29年 2月 1日
     番３号 （薬菌）第24号            平成28年 4月 1日
     018-889-6220  (018-889-6164) （在薬）第414号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601･4251･0 本山町薬局 〒011-0946 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港中央四丁目６番２８ （在薬）第286号           平成12年 8月 1日
     号
     018-880-2225  (018-880-2226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701･4255･1 みさき薬局 〒011-0942 （調基１）第339号         平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港東四丁目６－３１ （在薬）第529号           平成21年 4月 1日
     018-845-8989  (018-845-8844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801･4258･5 さわやか薬局新屋店 〒010-1638 （調基１）第342号         平成28年 4月 1日
     秋田市新屋表町４ー１ （調）第74号              平成28年 4月 1日
     018-888-8371  (018-888-8372) （後発調２）第397号       平成29年 8月 1日
     （か薬）第128号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第358号           平成16年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3901･4259･3 ホシ薬局 〒010-0905 （調基１）第390号         平成28年 4月 1日
     秋田市保戸野中町１－２５ （調）第169号             平成29年 9月 1日
     018-883-1300  (018-883-1301) （か薬）第277号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第727号           平成27年 8月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001･4261･9 あっぷる調剤薬局 〒010-0917 （調基１）第243号         平成28年 4月 1日
     秋田市泉中央２丁目１６番１４号 （在薬）第409号           平成18年 3月 1日
     018-883-0120  (018-883-0121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101･4267･6 佐野薬局中央店 〒010-0931 （調基１）第552号         平成29年 4月 1日
     秋田市川元山下町７番３５号 （調）第146号             平成29年 4月 1日
     018-824-6222  (018-824-6225) （後発調２）第264号       平成28年 6月 1日
     （在調）第8号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第36号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第251号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201･4268･4 山王佐野薬局 〒010-0953 （調基１）第415号         平成28年 4月 1日
     秋田市山王中園町３－１１カメイ （調）第6号               平成28年 4月 1日
     ビル１階 （後発調２）第225号       平成28年 4月 1日
     018-823-3371  (018-823-3374) （在調）第96号            平成29年 1月 1日
     （か薬）第12号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第252号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301･4269･2 追分佐野薬局 〒010-0146 （調基１）第424号         平成28年 4月 1日
     秋田市下新城中野字琵琶沼２２６ （調）第33号              平成28年 4月 1日
     －１ （後発調２）第280号       平成28年 7月 1日
     018-873-7002  (018-873-7003) （在調）第55号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第27号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第253号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401･4270･0 八橋佐野薬局 〒010-0973 （調基１）第423号         平成28年 4月 1日
     秋田市八橋本町三丁目１番４５号 （後発調２）第427号       平成30年 2月 1日
     ユニバースビル１階 （か薬）第272号           平成29年 1月 1日
     018-883-4088  (018-883-4089) （在薬）第254号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501･4274･2 サン薬局 〒011-0949 （調基１）第240号         平成28年 4月 1日
     秋田市飯島飯田一丁目１番１号 （後発調２）第230号       平成28年 4月 1日
     018-880-2833  (018-880-2831) （在薬）第479号           平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601･4275･9 すずらん薬局 〒011-0949 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     秋田市飯島飯田一丁目５－５ （後発調２）第401号       平成29年 9月 1日
     018-857-0770  (018-857-1616) （在調）第4号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第100号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第403号           平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4701･4276･7 ポプラ薬局 〒010-0001 （調基２）第10号          平成28年 4月 1日
     秋田市中通４丁目１－４０ （後発調１）第494号       平成28年 7月 1日
     018-835-1535  (018-835-1881) （か薬）第154号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第281号           平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801･4277･5 御野場ひかり薬局 〒010-1427 （調基１）第222号         平成28年 4月 1日
     秋田市仁井田新田二丁目１５－３ （後発調１）第571号       平成28年12月 1日
     ０ （か薬）第273号           平成29年 1月 1日
     018-889-9002  (018-889-9003) （在薬）第352号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901･4278･3 やよい薬局 〒010-0922 （調基２）第3号           平成28年 4月 1日
     秋田市旭北栄町５－１８ （在薬）第351号           平成16年 4月 1日
     018-864-8334  (018-264-5949)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001･4281･7 舛屋薬局ひがし店 〒011-0942 （調基１）第24号          平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港東三丁目２－２３ （後発調１）第508号       平成28年 7月 1日
     018-880-5210  (018-880-5213) （か薬）第324号           平成29年 8月 1日
     （在薬）第364号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101･4284･1 赤井ごしょの薬局 〒010-1414 （調基１）第127号         平成28年 4月 1日
     秋田市御所野元町５ー３ー４ （後発調１）第424号       平成28年 4月 1日
     018-892-7505  (018-892-7515) （在薬）第295号           平成13年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201･4286･6 やばせ薬局 〒011-0902 （調基１）第235号         平成28年 4月 1日
     秋田市寺内堂ノ沢一丁目７番２５ （調）第149号             平成29年 5月 1日
     号 （後発調１）第581号       平成29年 2月 1日
     018-846-1233  (018-746-1275) （か薬）第288号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第570号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301･4288･2 西岡メディカル薬局秋〒011-0932 （調基１）第20号          平成28年 4月 1日
     田店 秋田市将軍野青山町４番４５号 （後発調２）第191号       平成28年 4月 1日
     018-880-5775  (018-880-5771) （か薬）第148号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第296号           平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401･4293･2 みその薬局 〒010-0973 （調基１）第84号          平成28年 4月 1日
     秋田市八橋本町５丁目８－３１ （在薬）第337号           平成15年 7月 1日
     018-896-4411  (018-896-4412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501･4294･0 至誠堂薬局 〒010-1427 （調基１）第216号         平成28年 4月 1日
     秋田市仁井田新田３丁目１４番２ （在薬）第310号           平成14年 4月 1日
     ２号
     018-889-6167  (018-889-6183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601･4297･3 中通よつば薬局 〒010-0001 （調基１）第120号         平成28年 4月 1日
     秋田市中通６丁目７－１７
     018-887-3737  (018-887-3738)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5701･4300･5 ひかる薬局 〒010-0802 （調基１）第288号         平成28年 4月 1日
     秋田市外旭川字三後田２０番地１
     018-869-9933  (018-869-9930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801･4301･3 みゆき調剤薬局 〒010-1421 （調基１）第401号         平成28年 4月 1日
     秋田市仁井田本町３丁目２６－３ （後発調２）第326号       平成28年10月 1日
     ５ （か薬）第170号           平成28年 4月 1日
     018-892-6789  (018-892-6781) （在薬）第320号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901･4303･9 中通きょうや薬局 〒010-0001 （調基１）第10号          平成28年 4月 1日
     秋田市中通五丁目５－１０ （後発調２）第250号       平成28年 5月 1日
     018-887-4551  (018-887-4554) （在薬）第328号           平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001･4304･7 中通薬局 〒010-0001 （調基１）第165号         平成28年 4月 1日
     秋田市中通６丁目１－２４
     018-835-8002  (018-835-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101･4307･0 藤井薬局東通店 〒010-0003 （調基１）第341号         平成28年 4月 1日
     秋田市東通１丁目２２番１ （後発調１）第495号       平成28年 7月 1日
     018-833-4193  (018-833-4114) （在薬）第344号           平成16年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201･4308･8 セントラル薬局南通店〒010-0014 （調基１）第125号         平成28年 4月 1日
     秋田市南通宮田１－８ （後発調２）第189号       平成28年 4月 1日
     018-887-5171  (018-887-5181) （在薬）第471号           平成19年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301･4309･6 薬局エール大学病院前〒010-0041 （調基１）第328号         平成28年 4月 1日
     店 秋田市広面字蓮沼６８番２ （後発調１）第598号       平成29年 5月 1日
     018-884-7311  (018-884-7313) （薬菌）第14号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第121号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第336号           平成15年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401･4312･0 おのば薬局 〒010-1425 （調基１）第168号         平成28年 4月 1日
     秋田市御野場新町２丁目８番１５
     号
     018-892-7950  (018-892-7951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501･4316･1 ひろおもて調剤薬局 〒010-0041 （調基１）第244号         平成28年 4月 1日
     秋田市広面字谷地沖２７－３ （後発調２）第417号       平成29年12月 1日
     018-825-5240  (018-825-5241) （在薬）第410号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601･4317･9 すずらん薬局港北店 〒011-0941 （調基１）第186号         平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港北三丁目１１番１７ （調）第172号             平成29年 9月 1日
     号 （後発調１）第592号       平成29年 3月 1日
     018-816-0301  (018-816-0305) （在調）第95号            平成28年12月 1日
     （か薬）第316号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第402号           平成18年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6701･4318･7 調剤薬局ツルハドラッ〒010-0003 （調基１）第136号         平成28年 4月 1日
     グ東通店 秋田市東通８丁目１－３１ （後発調１）第473号       平成28年 6月 1日
     018-884-3320  (018-884-3320) （在薬）第401号           平成18年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801･4320･3 熊澤蕃山堂薬局 〒010-0003 （調基１）第499号         平成28年 7月 1日
     秋田市東通７－１－２２
     018-835-0110  (018-835-0110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901･4322･9 西岡メディカル薬局　〒011-0902 （調基１）第236号         平成28年 4月 1日
     秋田・寺内店 秋田市寺内堂ノ沢三丁目６番５号 （か薬）第167号           平成28年 4月 1日
     018-880-6272  (018-880-6273) （在薬）第365号           平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001･4323･7 仁井田薬局 〒010-1427 （調基１）第121号         平成28年 4月 1日
     秋田市仁井田新田２丁目１５番２ （後発調１）第486号       平成28年 6月 1日
     ４号 （在薬）第366号           平成16年 8月 1日
     018-839-5491  (018-839-5635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101･4324･5 スダ薬局 〒010-0802 （調基１）第317号         平成28年 4月 1日
     秋田市外旭川字梶ノ目５０９－３ （後発調１）第617号       平成29年12月 1日
     018-868-4338  (018-868-4547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201･4326･0 手形さくら薬局 〒010-0041 （調基１）第129号         平成28年 4月 1日
     秋田市広面字蓮沼２１番地１ （在薬）第472号           平成19年 9月 1日
     018-887-3010  (018-887-3011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301･4327･8 かりほ橋薬局 〒010-0021 （調基１）第83号          平成28年 4月 1日
     秋田市楢山登町５番２４号 （後発調１）第590号       平成29年 3月 1日
     018-884-1515  (018-884-1516) （在薬）第425号           平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401･4330･2 雄和薬局 〒010-1223 （調基１）第230号         平成28年 4月 1日
     秋田市雄和妙法字上大部１３３番 （調）第29号              平成28年 4月 1日
     地３ （後発調２）第428号       平成30年 2月 1日
     018-886-5027  (018-886-5072) （か薬）第173号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第1号             平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501･4331･0 くるみ薬局 〒010-1427 （調基１）第338号         平成28年 4月 1日
     秋田市仁井田新田二丁目１４番３ （後発調１）第542号       平成28年 9月 1日
     ４号 （在薬）第530号           平成21年 4月 1日
     018-892-7373  (018-892-6969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601･4332･8 すずらん薬局土崎店 〒011-0946 （調基１）第273号         平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港中央六丁目８－７ （調）第159号             平成29年 6月 1日
     018-880-2101  (018-880-2102) （後発調１）第594号       平成29年 4月 1日
     （薬菌）第3号             平成17年 9月 1日
     （在調）第3号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第313号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第386号           平成17年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7701･4333･6 たんぽぽ薬局 〒010-1617 （調基１）第320号         平成28年 4月 1日
     秋田市新屋松美ガ丘東町２－１１ （調）第47号              平成28年 4月 1日
     018-896-5025  (018-896-5026) （後発調２）第347号       平成29年 1月 1日
     （在調）第77号            平成28年 8月 1日
     （か薬）第110号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第407号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801･4334･4 スパーク薬局 〒010-0931 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     秋田市川元山下町７番３２号 （後発調２）第209号       平成28年 4月 1日
     018-864-0622  (018-865-3939) （在薬）第377号           平成17年 3月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901･4335･1 オレンジ薬局 〒010-0001 （調基１）第321号         平成28年 4月 1日
     秋田市中通４丁目１－２ （調）第151号             平成29年 5月 1日
     018-884-1717  (018-884-1555) （後発調１）第498号       平成28年 7月 1日
     （在調）第16号            平成24年 6月 1日
     （か薬）第296号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第408号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001･4336･9 矢野薬局 〒010-0917 （調基１）第417号         平成28年 4月 1日
     秋田市泉中央５丁目１８番１２号 （調）第157号             平成29年 6月 1日
     018-863-5005  (018-863-5981) （後発調２）第335号       平成28年11月 1日
     （か薬）第306号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第378号           平成17年 4月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101･4338･5 スプリング調剤薬局 〒010-1413 （調基１）第398号         平成28年 4月 1日
     秋田市御所野地蔵田２丁目１番７ （後発調１）第389号       平成28年 4月 1日
     号 （薬菌）第6号             平成24年 5月 1日
     018-829-2786  (018-826-0178) （在調）第23号            平成25年 4月 1日
     （在薬）第379号           平成17年 6月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201･4339･3 南秋調剤薬局土崎店 〒011-0946 （調基１）第482号         平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港中央一丁目１７－３ （調）第59号              平成28年 4月 1日
     ０ （後発調１）第456号       平成28年 5月 1日
     018-816-0401  (018-816-0402) （か薬）第177号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第383号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301･4341･9 ほどの薬局 〒010-0903 （調基１）第48号          平成28年 4月 1日
     秋田市保戸野八丁２番１０号 （後発調２）第188号       平成28年 4月 1日
     018-865-2535  (018-865-2535) （か薬）第45号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第393号           平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401･4342･7 勝又薬局 〒010-0044 （調基１）第28号          平成28年 4月 1日
     秋田市横森三丁目１番４号 （か薬）第51号            平成28年 4月 1日
     018-834-3240  (018-834-3260) （在薬）第391号           平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8501･4345･0 みるく調剤薬局 〒010-0972 （調基１）第37号          平成28年 4月 1日
     秋田市八橋田五郎２丁目１３－１ （後発調２）第255号       平成28年 5月 1日
     ７ （在薬）第404号           平成18年 2月 1日
     018-827-6433  (018-827-6434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601･4348･4 アイリス薬局 〒010-0062 （調基１）第318号         平成28年 4月 1日
     秋田市牛島東５丁目９番３９号 （調）第49号              平成28年 4月 1日
     018-835-6040  (018-835-6002) （後発調１）第479号       平成28年 6月 1日
     （在調）第14号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第172号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第433号           平成18年 8月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701･4349･2 ほの花調剤薬局いずみ〒010-0916 （調基１）第407号         平成28年 4月 1日
     店 秋田市泉北三丁目１７番１７号 （調）第109号             平成28年 9月 1日
     018-838-6206  (018-863-6777) （後発調２）第198号       平成28年 4月 1日
     （在調）第105号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第124号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第431号           平成18年 8月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801･4352･6 さくら薬局御野場店 〒010-1427 （調基１）第130号         平成28年 4月 1日
     秋田市仁井田新田二丁目１３番２ （在調）第15号            平成24年 4月 1日
     ２号 （在薬）第470号           平成19年 9月 1日
     018-892-6565  (018-892-6575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901･4354･2 港中央薬局 〒010-1632 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     秋田市新屋大川町１５－１ （在薬）第710号           平成26年 9月 1日
     018-828-9060  (018-828-6251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001･4357･5 アルヴェいわま薬局 〒010-8506 （調基１）第141号         平成28年 4月 1日
     秋田市東通仲町４番１号　秋田拠 （調）第50号              平成28年 4月 1日
     点センターアルヴェ１Ｆ （後発調１）第392号       平成28年 4月 1日
     018-884-0911  (018-831-0911) （薬菌）第20号            平成27年 3月 1日
     （か薬）第25号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第447号           平成18年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101･4358･3 中央薬局　将軍野店 〒011-0932 （調基１）第252号         平成28年 4月 1日
     秋田市将軍野青山町３番１６号
     018-853-6877  (018-853-6878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201･4361･7 半田薬局 〒011-0931 （調基１）第300号         平成28年 4月 1日
     秋田市将軍野東一丁目５番１８号 （調）第20号              平成28年 4月 1日
     018-846-5778  (018-857-3643) （後発調１）第517号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第103号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第474号           平成19年10月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9301･4362･5 すずらん薬局　泉店 〒010-0813 （調基１）第185号         平成28年 4月 1日
     秋田市泉一ノ坪２４－５ （後発調２）第412号       平成29年11月 1日
     018-869-7780  (018-869-7781) （か薬）第303号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第475号           平成19年10月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401･4363･3 アイ薬局 〒010-0816 （調基１）第355号         平成28年 4月 1日
     秋田市泉字登木２２７－２　ソル （後発調２）第336号       平成28年11月 1日
     ナビル１階 （か薬）第164号           平成28年 4月 1日
     018-853-9821  (018-863-5851) （在薬）第477号           平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501･4364･1 なごや調剤薬局 〒010-0918 （調基１）第171号         平成28年 4月 1日
     秋田市泉南２丁目９番２７号
     018-863-9977  (018-863-9977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601･4365･8 しらゆき調剤薬局 〒010-0029 （調基１）第491号         平成28年 4月 1日
     秋田市楢山川口境８番２２号 （調）第178号             平成29年12月 1日
     018-853-4068  (018-836-1669) （後発調２）第244号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第130号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第504号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701･4369･0 ニュータウンさくら薬〒010-1413 （調基１）第147号         平成28年 4月 1日
     局 秋田市御所野地蔵田二丁目１番３ （在薬）第564号           平成22年 3月 1日
     －５号
     018-853-0055  (018-829-5882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801･4370･8 つちざき南薬局 〒011-0943 （調基１）第99号          平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港南三丁目５番１０号 （後発調１）第291号       平成28年 4月 1日
     018-845-7722  (018-845-7722) （か薬）第125号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第519号           平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901･4371･6 しょうぐんの薬局 〒011-0936 （調基１）第395号         平成28年 4月 1日
     秋田市将軍野南一丁目１０番６０ （後発調２）第257号       平成28年 5月 1日
     号 （か薬）第286号           平成29年 5月 1日
     018-846-7660  (018-846-7662) （在薬）第521号           平成20年11月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001･4372･4 佐野薬局　勝平店 〒010-1612 （調基１）第448号         平成28年 4月 1日
     秋田市新屋豊町１０－４ （調）第182号             平成30年 1月 1日
     018-883-5166  (018-883-5167) （後発調２）第426号       平成30年 2月 1日
     （か薬）第209号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第523号           平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10101･4374･0 いずみメイプル薬局 〒010-0814 （調基１）第322号         平成28年 4月 1日
     秋田市泉東町８番５８号 （調）第152号             平成29年 5月 1日
     018-874-8555  (018-868-7717) （後発調１）第371号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第15号            平成26年 4月 1日
     （在調）第18号            平成24年 7月 1日
     （か薬）第297号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第533号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201･4376･5 山王たいよう薬局 〒010-0951 （調基１）第19号          平成28年 4月 1日
     秋田市山王五丁目１０番２８号は （調）第100号             平成28年 7月 1日
     りまビル （後発調１）第295号       平成28年 4月 1日
     018-863-3045  (018-862-7660) （か薬）第161号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第543号           平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301･4377･3 かりん薬局 〒011-0947 （調基１）第372号         平成28年 4月 1日
     秋田市飯島新町１丁目１－１ （在調）第22号            平成25年 3月 1日
     018-874-8678  (018-874-8681) （在薬）第539号           平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401･4378･1 金星堂薬局 〒010-1407 （調基１）第9号           平成28年 4月 1日
     秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３－ （調）第58号              平成28年 4月 1日
     ６５ （後発調１）第419号       平成28年 4月 1日
     018-892-7377  (018-892-7280) （在調）第110号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第26号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第547号           平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501･4380･7 さくら薬局　手形住吉〒010-0864 （調基１）第124号         平成28年 4月 1日
     店 秋田市手形住吉町２番３号 （在薬）第565号           平成22年 3月 1日
     018-874-7555  (018-837-5557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601･4381･5 有限会社今薬局 〒010-0875 （調基１）第231号         平成28年 4月 1日
     秋田市千秋明徳町２－１９ （後発調１）第512号       平成28年 8月 1日
     018-833-2205  (018-832-6481) （か薬）第126号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第550号           平成21年 9月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701･4382･3 大住調剤薬局 〒010-1436 （調基１）第377号         平成28年 4月 1日
     秋田市大住四丁目１２番５１号　 （後発調２）第265号       平成28年 6月 1日
     ハイツちひろ１Ｆ （在薬）第553号           平成21年11月 1日
     018-874-7611  (018-874-7612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801･4385･6 青山薬局　秋田駅トピ〒010-0001 （調基１）第325号         平成28年 4月 1日
     コ店 秋田市中通七丁目１－２ステーシ （在薬）第561号           平成22年 3月 1日
     ョンビルトピコ２Ｆ
     018-832-6472  (018-833-7188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10901･4386･4 すずらん薬局　新屋駅〒010-1637 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     前店 秋田市新屋扇町１３番２号 （後発調１）第535号       平成28年 9月 1日
     018-874-9314  (018-874-9324) （か薬）第318号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第587号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001･4387･2 小泉薬局河辺店 〒019-2625 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     秋田市河辺北野田高屋字黒沼下堤 （調）第174号             平成29年10月 1日
     下２０－１５ （か薬）第323号           平成29年 8月 1日
     018-882-4660  (018-881-1055) （在薬）第641号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101･4393･0 佐野薬局　保戸野千代〒010-0914 （調基１）第450号         平成28年 4月 1日
     田町店 秋田市保戸野千代田町１４－７エ （調）第183号             平成30年 1月 1日
     ンプレス泉１階 （後発調１）第329号       平成28年 4月 1日
     018-874-8080  (018-883-3188) （か薬）第308号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第588号           平成22年 6月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201･4394･8 鎌田グリーン薬局 〒010-0911 （調基１）第102号         平成28年 4月 1日
     秋田市保戸野すわ町１０－３０
     018-862-5400  (018-893-4142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301･4396･3 佐野薬局　下新城店 〒010-0141 （調基１）第418号         平成28年 4月 1日
     秋田市下新城長岡字毛無谷地２６ （後発調２）第367号       平成29年 4月 1日
     ４－３ （か薬）第34号            平成28年 4月 1日
     018-893-3267  (018-872-1030) （在薬）第591号           平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401･4398･9 加賀千代薬局 〒010-0947 （調基１）第27号          平成28年 4月 1日
     秋田市川尻上野町１－７３ （調）第177号             平成29年11月 1日
     018-862-1050  (018-862-1321) （後発調１）第525号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第49号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第594号           平成22年10月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501･4399･7 調剤薬局　ツルハドラ〒010-0041 （調基１）第134号         平成28年 4月 1日
     ッグ秋田広面北店 秋田市広面字蓮沼９４－１ （後発調１）第541号       平成28年 9月 1日
     018-884-3255  (018-884-3255) （在薬）第592号           平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601･4400･3 佐野薬局　本店 〒010-0912 （調基１）第419号         平成28年 4月 1日
     秋田市保戸野通町３番３１号 （調）第72号              平成28年 4月 1日
     018-823-9361  (018-823-9356) （後発調１）第575号       平成29年 1月 1日
     （在調）第53号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第35号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第597号           平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701･4403･7 キャッスル調剤薬局 〒010-0001 （調基１）第33号          平成28年 4月 1日
     秋田市中通一丁目３番５号キャッ （後発調１）第602号       平成29年 6月 1日
     スルホテル２Ｆ （在薬）第602号           平成23年 3月20日
     018-837-3366  (018-837-3399)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11801･4404･5 元町薬局 〒010-1414 （調基１）第311号         平成28年 4月 1日
     秋田市御所野元町４丁目１４－３ （後発調２）第380号       平成29年 5月 1日
     １ （在薬）第638号           平成24年 4月 1日
     018-893-5391  (018-893-5394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901･4407･8 外旭川いわま薬局 〒010-0802 （調基１）第143号         平成28年 4月 1日
     秋田市外旭川字待合１３－６ （調）第51号              平成28年 4月 1日
     018-893-6555  (018-893-6556) （後発調２）第229号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第23号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第22号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第614号           平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001･4409･4 イオン薬局秋田中央店〒010-0029 （調基１）第478号         平成28年 4月 1日
     秋田市楢山川口境５－１１ （後発調１）第493号       平成28年 7月 1日
     018-884-1311  (018-884-1399) （在薬）第669号           平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101･4410･2 プライム薬局 〒010-0001 （調基１）第113号         平成28年 4月 1日
     秋田市中通二丁目６番４４号ニュ （か薬）第222号           平成28年 8月 1日
     ー金座街ビル４Ｆ
     018-833-5334  (018-833-2050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201･4411･0 なでしこ薬局 〒010-0952 （調基１）第373号         平成28年 4月 1日
     秋田市山王新町１９番３０号 （後発調２）第300号       平成28年 7月 1日
     018-893-6800  (018-893-6811) （薬菌）第5号             平成24年 2月 1日
     （在調）第17号            平成24年 6月 1日
     （か薬）第113号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第619号           平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301･4412･8 コスモス薬局 〒010-1427 （調基１）第493号         平成28年 4月 1日
     秋田市仁井田新田１丁目１番４０ （在調）第21号            平成25年 2月 1日
     号 （か薬）第108号           平成28年 4月 1日
     018-829-0555  (018-829-0121) （在薬）第620号           平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401･4413･6 ハーモニー薬局 〒010-1431 （調基１）第15号          平成28年 4月 1日
     秋田市仁井田二ツ屋一丁目３番４ （後発調２）第278号       平成28年 7月 1日
     ４号 （か薬）第165号           平成28年 4月 1日
     018-831-3911  (018-831-3912) （在薬）第621号           平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501･4414･4 佐野調剤薬局 〒010-0912 （調基１）第433号         平成28年 4月 1日
     秋田市保戸野通町４番１５号 （調）第179号             平成29年12月 1日
     018-864-0866  (018-865-4254) （後発調２）第407号       平成29年10月 1日
     （か薬）第40号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第623号           平成24年 2月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601･4416･9 いちご調剤薬局 〒010-0931 （調基１）第312号         平成28年 4月 1日
     秋田市川元山下町７－２２ （後発調２）第372号       平成29年 4月 1日
     018-853-4321  (018-853-4622) （在薬）第640号           平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12701･4417･7 株式会社舛屋薬局 〒011-0946 （調基１）第25号          平成28年 4月 1日
     秋田市土崎港中央三丁目４番３５ （調）第138号             平成29年 2月 1日
     号 （か薬）第264号           平成28年11月 1日
     018-845-4181  (018-845-4181) （在薬）第630号           平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801･4419･3 調剤薬局　エンゼル 〒010-0041 （調基１）第31号          平成28年 4月 1日
     秋田市広面字鍋沼３５ （後発調２）第193号       平成28年 4月 1日
     018-825-5885  (018-825-5883) （か薬）第202号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第650号           平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901･4420･1 あけぼの薬局 〒010-0932 （調基１）第116号         平成28年 4月 1日
     秋田市川元開和町１番１号 （後発調２）第238号       平成28年 4月 1日
     018-866-8669  (018-864-8331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001･4422･7 ユーカリ薬局 〒011-0911 （調基１）第375号         平成28年 4月 1日
     秋田市飯島字長山下１２８番地４ （後発調２）第205号       平成28年 4月 1日
     018-874-9101  (018-874-9212) （在調）第103号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第114号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第662号           平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101･4423･5 かんなり堂薬局フォン〒010-0001 （調基１）第104号         平成28年 4月 1日
     テ店 秋田市中通二丁目８番１号フォン （在薬）第661号           平成25年 5月 1日
     テＡＫＩＴＡ　４０２－１
     018-827-3820  (018-827-3825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201･4424･3 佐野薬局　広面店 〒010-0041 （調基１）第487号         平成28年 4月 1日
     秋田市広面字堤敷２５－１ （調）第34号              平成28年 4月 1日
     018-831-8001  (018-831-8002) （後発調１）第548号       平成28年10月 1日
     （在調）第24号            平成25年 6月 1日
     （か薬）第39号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第665号           平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301･4425･0 佐野薬局　将軍野店 〒011-0936 （調基１）第437号         平成28年 4月 1日
     秋田市将軍野南五丁目１２番３１ （調）第171号             平成29年 9月 1日
     号 （後発調２）第263号       平成28年 6月 1日
     018-847-1551  (018-847-1661) （在調）第108号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第281号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第664号           平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401･4426･8 佐野薬局　マルナカ店〒010-0001 （調基１）第436号         平成28年 4月 1日
     秋田市中通二丁目１－３６マグナ （後発調２）第424号       平成30年 1月 1日
     スビル１階 （か薬）第77号            平成28年 4月 1日
     018-835-3770  (018-832-3311) （在薬）第667号           平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501･4427･6 てらうち三千刈薬局 〒011-0901 （調基１）第310号         平成28年 4月 1日
     秋田市寺内三千刈８６－１０ （後発調１）第580号       平成29年 1月 1日
     018-853-8885  (018-853-8886) （在薬）第675号           平成25年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13601･4428･4 東通いわま薬局 〒010-0003 （調基１）第142号         平成28年 4月 1日
     秋田市東通一丁目５番１６号 （調）第52号              平成28年 4月 1日
     018-827-3300  (018-827-3301) （後発調２）第350号       平成29年 2月 1日
     （薬菌）第22号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第107号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第674号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701･4429･2 佐野薬局　城東店 〒010-0041 （調基１）第420号         平成28年 4月 1日
     秋田市広面字鍋沼９３番地６ （調）第167号             平成29年 9月 1日
     018-853-0038  (018-853-1471) （後発調２）第224号       平成28年 4月 1日
     （在調）第54号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第152号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第679号           平成25年10月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801･4430･0 佐野薬局　桜店 〒010-0042 （調基１）第438号         平成28年 4月 1日
     秋田市桜一丁目１番６号 （後発調２）第247号       平成28年 5月 1日
     018-825-1310  (018-884-3522) （か薬）第13号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第678号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901･4431･8 みんなの薬局　山王 〒010-0953 （調基１）第439号         平成28年 4月 1日
     秋田市山王中園町３番３号 （後発調２）第223号       平成28年 4月 1日
     018-862-1711  (018-862-1716) （在薬）第680号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001･4432･6 佐野薬局　中通一丁目〒010-0001 （調基１）第446号         平成28年 4月 1日
     店 秋田市中通一丁目２番１６号 （調）第112号             平成28年10月 1日
     018-884-1133  (018-884-1134) （か薬）第37号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第685号           平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101･4433･4 クオール薬局　秋田飯〒011-0911 （調基３）第4号           平成28年 4月 1日
     島店 秋田市飯島字堀川８３番地１ （後発調２）第281号       平成28年 7月 1日
     018-880-5189  (018-880-5190) （在調）第99号            平成29年 3月 1日
     （か薬）第104号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第687号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201･4434･2 調剤薬局ツルハドラッ〒010-1414 （調基１）第133号         平成28年 4月 1日
     グ　秋田御所野店 秋田市御所野元町一丁目１番１７ （後発調１）第422号       平成28年 4月 1日
     号 （在薬）第698号           平成26年 5月 1日
     018-892-6226  (018-892-6226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301･4435･9 泉さくら薬局 〒010-0918 （調基１）第126号         平成28年 4月 1日
     秋田市泉南二丁目１番２９号 （後発調２）第200号       平成28年 4月 1日
     018-853-1450  (018-853-1451) （薬菌）第17号            平成26年 9月 1日
     （在調）第45号            平成27年 9月 1日
     （在薬）第711号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14401･4437･5 あかね調剤薬局　中通〒010-0012 （調基１）第41号          平成28年 4月 1日
     病院前店 秋田市南通みその町１番４号 （後発調２）第369号       平成29年 4月 1日
     018-893-5110  (018-893-5109) （在薬）第718号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501･4438･3 生々堂薬局 〒010-0001 （調基１）第172号         平成28年 4月 1日
     秋田市中通四丁目１番５１号 （調）第25号              平成28年 4月 1日
     018-832-4290  (018-832-4293) （後発調１）第453号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第106号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第715号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601･4439･1 ファーマックスあきた〒011-0948 （調基１）第382号         平成28年 4月 1日
     薬局 秋田市飯島西袋一丁目１番５号 （後発調２）第297号       平成28年 7月 1日
     018-874-8765  (018-874-8766) （薬菌）第18号            平成26年11月 1日
     （在薬）第716号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701･4440･9 すずらん薬局　厚生医〒011-0948 （調基２）第11号          平成28年 4月 1日
     療センター前店 秋田市飯島西袋一丁目１番４号 （後発調１）第576号       平成29年 1月 1日
     018-857-5777  (018-857-5200) （薬菌）第19号            平成26年11月 1日
     （在調）第39号            平成27年 4月 1日
     （か薬）第38号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第717号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801･4441･7 佐野薬局　八橋大畑店〒010-0962 （調基３）第9号           平成28年 4月 1日
     秋田市八橋大畑二丁目３番２号 （後発調２）第222号       平成28年 4月 1日
     018-853-8603  (018-853-8604) （か薬）第266号           平成28年12月 1日
     （在薬）第721号           平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901･4443･3 飯島調剤薬局 〒011-0911 （調基１）第43号          平成28年 4月 1日
     秋田市飯島字薬師田３６０－２ （後発調２）第376号       平成29年 5月 1日
     018-857-5757  (018-857-0071) （か薬）第304号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第743号           平成28年 2月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001･4444･1 ヒロコージ薬局 〒010-0874 （調基１）第303号         平成28年 4月 1日
     秋田市千秋久保田町３番１８号 （調）第113号             平成28年10月 1日
     018-832-4591  (018-832-6575) （後発調１）第621号       平成30年 1月 1日
     （在調）第60号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第28号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第728号           平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101･4445･8 ファーマックスくぼた〒010-0874 （調基１）第384号         平成28年 4月 1日
     薬局 秋田市千秋久保田町６番１２号 （薬菌）第21号            平成27年11月 1日
     018-874-8881  (018-874-8882) （在薬）第730号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15201･4446･6 アイン薬局　中通店 〒010-0013 （調基１）第388号         平成28年 4月 1日
     秋田市南通築地２番３１号 （調）第104号             平成28年 7月 1日
     018-884-7213  (018-884-7223) （後発調２）第323号       平成28年10月 1日
     （在調）第48号            平成27年11月 1日
     （か薬）第216号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第733号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301･4447･4 なごみ調剤薬局 〒010-0041 （調基１）第140号         平成28年 4月 1日
     秋田市広面字家ノ下３５番地１ （後発調１）第578号       平成29年 1月 1日
     018-874-7016  (018-874-7066) （か薬）第220号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第736号           平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401･4448･2 佐野薬局　原の町店 〒010-0913 （調基１）第432号         平成28年 4月 1日
     秋田市保戸野鉄砲町１０番６号 （調）第95号              平成28年 6月 1日
     018-896-5568  (018-863-6866) （後発調２）第319号       平成28年 9月 1日
     （か薬）第30号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第739号           平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501･4450･8 イオン薬局御所野店 〒010-1413 （調基３）第7号           平成28年 4月 1日
     秋田市御所野地蔵田１－１－１ （後発調１）第628号       平成30年 2月 1日
     018-889-6602  (018-889-6603) （か薬）第336号           平成29年12月 1日
     （在薬）第746号           平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601･4451･6 佐野薬局　桜三丁目店〒010-0042 （調基１）第507号         平成28年 7月 1日
     秋田市桜三丁目１番３４号 （後発調２）第360号       平成29年 3月 1日
     018-874-8015  (018-874-8016) （か薬）第292号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第750号           平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701･4452･4 きむら薬局 〒010-0065 （調基１）第512号         平成28年10月 1日
     秋田市茨島２丁目１５番３４号 （後発調２）第349号       平成29年 1月 1日
     018-853-6206  (018-853-6207) （か薬）第334号           平成29年11月 1日
     （在薬）第783号           平成28年10月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801･4453･2 佐野薬局　東通店 〒010-0041 （調基１）第539号         平成28年11月 1日
     秋田市広面字野添５４ （後発調２）第403号       平成29年 9月 1日
     018-853-1660  (018-853-1662) （在薬）第782号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901･4454･0 池田薬局　山王中園店〒010-0953 （調基１）第527号         平成28年10月 1日
     秋田市山王中園町１０－２８ （調）第148号             平成29年 4月 1日
     018-883-0780  (018-883-0781) （後発調１）第553号       平成28年10月 1日
     （在調）第87号            平成28年10月 1日
     （か薬）第249号           平成28年10月 1日
     （在薬）第765号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16001･4455･7 池田薬局　通町店 〒010-0921 （調基１）第528号         平成28年10月 1日
     秋田市大町１－２－２６ （後発調１）第554号       平成28年10月 1日
     018-853-4831  (018-853-4832) （か薬）第248号           平成28年10月 1日
     （在薬）第766号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101･4456･5 池田薬局　中通り店 〒010-0001 （調基１）第529号         平成28年10月 1日
     秋田市中通５－７－１ （調）第124号             平成28年10月 1日
     018-835-3385  (018-831-4396) （後発調１）第555号       平成28年10月 1日
     （在調）第86号            平成28年10月 1日
     （か薬）第247号           平成28年10月 1日
     （在薬）第767号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201･4457･3 池田薬局　東通り店 〒010-0003 （調基１）第530号         平成28年10月 1日
     秋田市東通１－２５－１９ （調）第176号             平成29年11月 1日
     018-874-9322  (018-874-9323) （後発調２）第329号       平成28年10月 1日
     （在調）第85号            平成28年10月 1日
     （か薬）第311号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第768号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301･4458･1 池田薬局ほのぼの店 〒010-0041 （調基１）第531号         平成28年10月 1日
     秋田市広面字蓮沼８７－１ツイン （調）第125号             平成28年10月 1日
     クリニックビル１階 （後発調１）第593号       平成29年 3月 1日
     0188-84-0090  (0188-84-0047) （在調）第84号            平成28年10月 1日
     （か薬）第245号           平成28年10月 1日
     （在薬）第769号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401･4459･9 池田薬局　土崎店 〒011-0943 （調基１）第532号         平成28年10月 1日
     秋田市土崎港南２－３－６６ （後発調１）第556号       平成28年10月 1日
     018-857-0840  (018-857-0850) （在調）第83号            平成28年10月 1日
     （か薬）第244号           平成28年10月 1日
     （在薬）第770号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501･4460･7 ラベンダー薬局 〒010-0918 （調基１）第541号         平成28年11月 1日
     秋田市泉南３丁目１８－１１ （調）第132号             平成28年11月 1日
     018-867-8338  (018-867-8339) （後発調１）第585号       平成29年 2月 1日
     （在調）第101号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第265号           平成28年11月 1日
     （在薬）第785号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601･4461･5 きさらぎ薬局 〒011-0946 （調基１）第543号         平成28年12月19日
     秋田市土崎港中央一丁目２１番３ （後発調１）第573号       平成28年12月19日
     ０ー０２号 （在薬）第786号           平成28年12月19日
     018-847-4563  (018-847-4566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16701･4462･3 山王薬局 〒010-0951 （調基１）第547号         平成29年 2月10日
     秋田市山王二丁目１番４９号 （後発調２）第402号       平成29年 9月 1日
     018-863-6132  (018-823-0013) （在調）第102号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第328号           平成29年 9月 1日
     （在薬）第791号           平成29年 2月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801･4463･1 旭川スダ薬局 〒010-0826 （調基１）第553号         平成29年 4月 1日
     秋田市新藤田字大所３８番地２５ （後発調１）第609号       平成29年 7月 1日
     018-884-7666  (018-884-7664) （在薬）第796号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901･4464･9 さくらいわま薬局 〒010-0044 （調基１）第573号         平成29年10月 1日
     秋田市横森三丁目１１番６０号 （後発調２）第421号       平成30年 1月 1日
     018-827-4600  (018-827-4601) （在薬）第803号           平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001･4465･6 佐野薬局　赤沼店 〒010-0041 （調基１）第577号         平成29年12月 1日
     秋田市広面字近藤堰添４８番地１ （在薬）第805号           平成29年12月 1日
     018-853-7555  (018-853-7566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101･4466･4 専仁堂薬局 〒010-0062 （調基１）第583号         平成29年11月30日
     秋田市牛島東一丁目２番７号 （後発調２）第420号       平成29年11月30日
     018-835-4645  (018-835-4645) （か薬）第344号           平成29年11月30日
     （在薬）第810号           平成29年11月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202･4001･7 株式会社みどり薬局 〒016-0821 （調基１）第220号         平成28年 4月 1日
     能代市畠町８－２０ （後発調１）第600号       平成29年 6月 1日
     0185-52-3659  (0185-52-3531) （在薬）第256号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302･4036･3 やなぎ薬局 〒016-0892 （調基２）第1号           平成28年 4月 1日
     能代市景林町９－２３ （か薬）第165号           平成28年 4月 1日
     0185-54-6507  (0185-54-6533) （在薬）第81号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402･4037･1 佐藤薬局 〒016-0816 （調基１）第248号         平成28年 4月 1日
     能代市富町１０－１０ （後発調２）第207号       平成28年 4月 1日
     0185-52-5822  (0185-52-5822) （か薬）第182号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第82号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502･4039･7 会営薬局のしろ 〒016-0851 （調基１）第275号         平成28年 4月 1日
     能代市緑町２番２０号 （後発調２）第267号       平成28年 6月 1日
     0185-55-0990  (0185-55-0991) （在薬）第7号             平成 6年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602･4041･3 河畔薬局 〒016-0804 （調基１）第70号          平成28年 4月 1日
     能代市万町６番１０号 （在薬）第8号             平成 6年12月 1日
     0185-52-3996  (0185-52-3997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17702･4042･1 ひがし薬局 〒016-0116 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     能代市機織轌ノ目７２番地１５ （調）第162号             平成29年 7月 1日
     0185-58-3878  (0185-58-3029) （後発調２）第406号       平成29年10月 1日
     （か薬）第290号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第11号            平成 7年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802･4045･4 あおば薬局 〒016-0825 （調基１）第71号          平成28年 4月 1日
     能代市柳町１３番１１号 （後発調２）第186号       平成28年 4月 1日
     0185-55-3620  (0185-55-3087) （か薬）第86号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第199号           平成 8年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902･4047･0 きりん薬局 〒016-0861 （調基１）第402号         平成28年 4月 1日
     能代市彩霞長根３３－１１
     0185-55-0004  (0185-55-0040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002･4053･8 きく薬局 〒016-0844 （調基１）第21号          平成28年 4月 1日
     能代市花園町２６番１８号 （在薬）第259号           平成12年 4月 1日
     0185-52-0345  (0185-52-0321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102･4057･9 ふれあい薬局 〒016-0014 （調基１）第490号         平成28年 4月 1日
     能代市落合字上悪土１６２ （後発調２）第384号       平成29年 6月 1日
     0185-55-3989  (0185-55-3980) （在薬）第676号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202･4058･7 スター調剤薬局 〒016-0014 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     能代市落合字上前田１５４－５ （在薬）第260号           平成12年 4月 1日
     0185-55-1791  (0185-55-1793)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302･4061･1 ふれあい薬局　大手町〒016-0805 （調基１）第489号         平成28年 4月 1日
     店 能代市大手町５番３５号 （後発調１）第624号       平成30年 1月 1日
     0185-89-2333  (0185-89-2335) （在薬）第262号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402･4064･5 ぽんぽこ薬局 〒016-0185 （調基１）第178号         平成28年 4月 1日
     能代市下瀬３２番５号 （か薬）第275号           平成29年 2月 1日
     0185-89-2313  (0185-54-4970) （在薬）第659号           平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502･4067･8 のしろ佐野薬局 〒016-0014 （調基１）第444号         平成28年 4月 1日
     能代市落合字上前田１７８－２ （後発調１）第332号       平成28年 4月 1日
     0185-89-1566  (0185-89-1567) （在薬）第263号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602･4068･6 佐野薬局花園店 〒016-0843 （調基１）第445号         平成28年 4月 1日
     能代市中和一丁目１７番２１号 （在薬）第264号           平成12年 4月 1日
     0185-89-2525  (0185-89-2511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18702･4069･4 調剤薬局ユニファー 〒016-0845 （調基１）第166号         平成28年 4月 1日
     能代市通町１番２０号 （調）第53号              平成28年 4月 1日
     0185-89-1701  (0185-89-1702) （後発調２）第339号       平成28年12月 1日
     （か薬）第150号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第317号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802･4070･2 ふれあい薬局緑町店 〒016-0851 （調基１）第492号         平成28年 4月 1日
     能代市緑町５６番地 （後発調２）第425号       平成30年 1月 1日
     0185-89-5030  (0185-89-5040) （在薬）第38号            平成13年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902･4071･0 塚本薬局 〒016-0816 （調基１）第164号         平成28年 4月 1日
     能代市富町１０番１号 （後発調２）第409号       平成29年10月 1日
     0185-52-5144  (0185-52-5145) （在薬）第334号           平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002･4072･8 佐野薬局大瀬店 〒016-0181 （調基１）第449号         平成28年 4月 1日
     能代市大瀬儘下１２－８ （調）第173号             平成29年10月 1日
     0185-89-6650  (0185-54-6682) （後発調１）第328号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第327号           平成29年 9月 1日
     （在薬）第395号           平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102･4073･6 有限会社ひいの薬局 〒018-3155 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     能代市二ツ井町比井野９２ （在薬）第267号           平成12年 4月 1日
     0185-73-6011  (0185-73-4013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202･4074･4 泰心堂薬局 〒018-3151 （調基１）第426号         平成28年 4月 1日
     能代市二ツ井町三千苅４０－１ （在薬）第338号           平成15年 8月19日
     0185-73-2703  (0185-73-5506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302･4079･3 安濃大年堂薬局 〒016-0804 （調基１）第245号         平成28年 4月 1日
     能代市万町３番４号 （後発調１）第458号       平成28年 5月 1日
     0185-52-4261  (0185-54-4262) （在薬）第702号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402･4080･1 さくら薬局能代店 〒016-0014 （調基１）第139号         平成28年 4月 1日
     能代市落合字上悪土１６３ （後発調２）第353号       平成29年 2月 1日
     0185-89-1851  (0185-89-1852) （在薬）第573号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502･4081･9 クオール薬局樽子山店〒016-0842 （調基３）第2号           平成28年 4月 1日
     能代市追分町２番５１号 （後発調１）第595号       平成29年 4月 1日
     0185-89-5370  (0185-89-5371) （か薬）第226号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第601号           平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602･4087･6 あさの薬局 〒016-0822 （調基１）第179号         平成28年 4月 1日
     能代市東町１４番１号 （後発調２）第379号       平成29年 5月 1日
     0185-54-6293  (0185-88-8959) （在薬）第663号           平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19702･4088･4 ひまわり薬局　能代店〒016-0014 （調基１）第379号         平成28年 4月 1日
     能代市落合字上悪土１６１ （調）第143号             平成29年 3月 1日
     0185-52-8711  (0185-52-8722) （後発調２）第293号       平成28年 7月 1日
     （在調）第113号           平成29年 9月 1日
     （か薬）第122号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第682号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19802･4091･8 クオール薬局二ツ井店〒018-3103 （調基３）第12号          平成29年 9月 1日
     能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出 （在調）第98号            平成29年 2月 1日
     口１０３番地１ （か薬）第17号            平成28年 4月 1日
     0185-88-8846  (0185-71-1211) （在薬）第713号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19902･4092･6 とまと薬局 〒016-0845 （調基１）第77号          平成28年 4月 1日
     能代市通町２番１号伊徳通町店内 （か薬）第228号           平成28年 9月 1日
     0185-54-5950  (0185-53-2911) （在薬）第745号           平成28年 3月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20002･4094･2 ひなげし薬局 〒016-0862 （調基１）第509号         平成28年 4月 1日
     能代市字寿域長根５５番２１ （か薬）第284号           平成29年 5月 1日
     0185-74-6439  (0185-74-6475) （在薬）第747号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102･4096･7 赤玉薬局　駅前店 〒016-0831 （調基１）第518号         平成28年10月 1日
     能代市元町７－１７ （調）第115号             平成28年10月 1日
     0185-53-4616  (0185-53-4619) （後発調２）第333号       平成28年10月 1日
     （在調）第93号            平成28年10月 1日
     （か薬）第235号           平成28年10月 1日
     （在薬）第778号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202･4097･5 赤玉薬局　中和本店 〒016-0843 （調基１）第519号         平成28年10月 1日
     能代市中和一丁目６－４ （調）第158号             平成29年 6月 1日
     0185-54-6074  (0185-52-3081) （後発調１）第560号       平成28年10月 1日
     （か薬）第234号           平成28年10月 1日
     （在薬）第777号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20302･4098･3 赤玉薬局　落合店 〒016-0014 （調基１）第517号         平成28年10月 1日
     能代市落合字上悪土１６６番地内 （後発調２）第332号       平成28年10月 1日
     0185-89-1199  (0185-89-1210) （在調）第92号            平成28年10月 1日
     （在薬）第779号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20402･4099･1 赤玉薬局　川反町店 〒016-0802 （調基１）第514号         平成28年10月 1日
     能代市川反町１－２５ （後発調１）第561号       平成28年10月 1日
     0185-89-6110  (0185-89-6112) （在薬）第781号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20502･4100･7 池田薬局　能代店 〒016-0842 （調基１）第534号         平成28年10月 1日
     能代市追分町４－８ （後発調２）第330号       平成28年10月 1日
     0185-89-1312  (0185-89-1314) （か薬）第310号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第771号           平成28年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20602･4101･5 池田薬局　能代おちあ〒016-0042 （調基１）第535号         平成28年10月 1日
     い店 能代市落合字上悪土２１６－３ （か薬）第242号           平成28年10月 1日
     0185-89-2600  (0185-52-3000) （在薬）第772号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702･4102･3 調剤薬局ツルハドラッ〒016-0014 （調基１）第540号         平成28年12月 1日
     グ能代北店 能代市落合字上前田１６１番地 （後発調２）第387号       平成29年 7月 1日
     0185-89-9268  (0185-89-9268) （在薬）第784号           平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20802･4103･1 イオン薬局能代店 〒016-0825 （調基１）第578号         平成29年12月 1日
     能代市柳町１１－１ （在薬）第806号           平成29年12月 1日
     0185-89-5015  (0185-89-5016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20903･4026･2 石田薬局 〒013-0018 （調基１）第412号         平成28年 4月 1日
     横手市本町７番３０号 （後発調１）第568号       平成28年12月 1日
     0182-32-0069  (0182-32-9342) （在薬）第187号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003･4032･0 やまさ薬局 〒013-0031 （調基１）第35号          平成28年 4月 1日
     横手市鍛冶町１－３５高易ビル１ （在薬）第451号           平成19年 2月 1日
     階
     0182-32-2739  (0182-32-8934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103･4038･7 駅前調剤薬局 〒013-0037 （調基１）第280号         平成28年 4月 1日
     横手市前郷二番町２－４２木村ビ （在薬）第380号           平成17年 7月 1日
     ル１階
     0182-35-1680  (0182-33-7810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203･4039･5 横手オープン薬局 〒013-0032 （調基２）第15号          平成28年 4月 1日
     横手市清川町１３番３２号 （か薬）第339号           平成29年12月 1日
     0182-35-2500  (0182-35-2501) （在薬）第741号           平成28年 1月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303･4041･1 あさひ薬局 〒013-0055 （調基２）第5号           平成28年 4月 1日
     横手市朝日が丘３丁目１番５０号 （後発調２）第195号       平成28年 4月 1日
     0182-35-1661  (0182-35-1663) （か薬）第212号           平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403･4042･9 まえごう調剤薬局 〒013-0038 （調基１）第281号         平成28年 4月 1日
     横手市前郷一番町７－１６ （か薬）第283号           平成29年 4月 1日
     0182-35-1655  (0182-36-7850) （在薬）第381号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503･4044･5 たんぽぽ薬局 〒013-0001 （調基１）第405号         平成28年 4月 1日
     横手市杉沢字中杉沢５１１番６ （か薬）第346号           平成30年 1月 1日
     0182-35-5221  (0182-35-5222) （在薬）第282号           平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603･4046･0 横手南薬局 〒013-0043 （調基１）第36号          平成28年 4月 1日
     横手市安田字ブンナ沢８０－６ （在薬）第452号           平成19年 2月 1日
     0182-32-2422  (0182-33-6064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21703･4047･8 有限会社小池調剤薬局〒013-0063 （調基１）第32号          平成28年 4月 1日
     横手市婦気大堤婦気２２番地の２ （後発調１）第487号       平成28年 6月 1日
     0182-33-0456  (0182-33-0457) （か薬）第203号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第330号           平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803･4050･2 さいた薬局 〒013-0022 （調基１）第290号         平成28年 4月 1日
     横手市四日町２番１３号 （調）第114号             平成28年10月 1日
     0182-33-4814  (0182-33-1273) （後発調１）第474号       平成28年 6月 1日
     （在調）第109号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第117号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第304号           平成13年12月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21903･4053･6 赤坂オープン薬局 〒013-0064 （調基１）第268号         平成28年 4月 1日
     横手市赤坂字大道添７９－４ （後発調２）第317号       平成28年 9月 1日
     0182-35-5588  (0182-35-5560) （か薬）第225号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第742号           平成28年 1月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003･4055･1 鍛冶町さいた薬局 〒013-0031 （調基２）第24号          平成28年 4月 1日
     横手市鍛冶町１番１号 （後発調２）第246号       平成28年 5月 1日
     0182-33-1751  (0182-33-1752) （か薬）第118号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第362号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103･4058･5 キンネン薬局 〒013-0205 （調基１）第103号         平成28年 4月 1日
     横手市雄物川町今宿字今宿１０ （後発調１）第290号       平成28年 4月 1日
     0182-22-3235  (0182-22-3239) （在薬）第234号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203･4059･3 合名会社青山薬局 〒019-0501 （調基１）第278号         平成28年 4月 1日
     横手市十文字町腕越字西原８８－ （調）第93号              平成28年 6月 1日
     １０ （後発調１）第311号       平成28年 4月 1日
     0182-42-4003  (0182-42-0750) （か薬）第210号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第173号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303･4060･1 有限会社谷六薬局 〒013-0105 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     横手市平鹿町浅舞字浅舞６５ （在薬）第175号           平成 7年 9月 1日
     0182-24-0105  (0182-24-2262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403･4061･9 雄物川みよし薬局 〒013-0205 （調基１）第324号         平成28年 4月 1日
     横手市雄物川町今宿字鳴田１５８ （在薬）第200号           平成 8年 4月 1日
     番地
     0182-22-3434  (0182-22-3435)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503･4062･7 きりん薬局 〒013-0105 （調基１）第428号         平成28年 4月 1日
     横手市平鹿町浅舞字覚町後２４１ （後発調２）第226号       平成28年 4月 1日
     番地２
     0182-24-3399  (0182-24-3399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22603･4063･5 大森調剤薬局 〒013-0502 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     横手市大森町袴形字西神成１１７ （後発調１）第440号       平成28年 5月 1日
     番２号 （在薬）第202号           平成 8年 7月 1日
     0182-26-4020  (0182-26-4033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703･4064･3 有限会社井上薬局 〒019-0505 （調基１）第158号         平成28年 4月 1日
     横手市十文字町仁井田字東４８－ （か薬）第291号           平成29年 6月 1日
     ４ （在薬）第749号           平成28年 4月11日
     0182-42-0265  (0182-42-3500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22803･4066･8 あおば調剤薬局 〒013-0525 （調基１）第160号         平成28年 4月 1日
     横手市大森町菅生田２４５番地２ （後発調１）第354号       平成28年 4月 1日
     １８
     0182-56-4117  (0182-56-4118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22903･4067･6 医薬分業支援センター〒013-0525 （調基２）第12号          平成28年 4月 1日
     横手平鹿薬剤師会　ほ横手市大森町菅生田２４５－２１ （後発調２）第415号       平成29年12月 1日
     ろは薬局 ７ （か薬）第215号           平成28年 6月 1日
     0182-56-4321  (0182-56-4323) （在薬）第382号           平成17年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23003･4068･4 石田薬局 〒019-0701 （調基１）第411号         平成28年 4月 1日
     横手市増田町増田本町８０ （後発調１）第510号       平成28年 8月 1日
     0182-45-2100  (0182-45-2100) （在薬）第232号           平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103･4071･8 有限会社にしはら藥局〒019-0502 （調基１）第563号         平成29年 4月 1日
     横手市十文字町西原二番町１番地 （後発調２）第242号       平成28年 4月 1日
     ５ （在薬）第276号           平成12年 4月14日
     0182-42-3505  (0182-42-3512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203･4072･6 谷忠薬局 〒013-0105 （調基１）第352号         平成28年 4月 1日
     横手市平鹿町浅舞字浅舞５０
     0182-24-1043  (0182-24-1399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23303･4074･2 アクロス調剤薬局 〒019-0503 （調基１）第87号          平成28年 4月 1日
     横手市十文字町西原１番町４９ （在薬）第648号           平成24年 9月 1日
     0182-47-7020  (0182-47-7021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403･4075･9 たいよう薬局横手店 〒013-0060 （調基１）第98号          平成28年 4月 1日
     横手市条里三丁目１番１０号 （調）第17号              平成28年 4月 1日
     0182-35-6676  (0182-35-6678) （後発調１）第564号       平成28年11月 1日
     （在調）第72号            平成28年 7月 1日
     （か薬）第176号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第399号           平成18年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23503･4076･7 ネノヒ薬局 〒013-0021 （調基１）第335号         平成28年 4月 1日
     横手市大町６－１０ （後発調２）第215号       平成28年 4月 1日
     0182-32-2520  (0182-32-2521)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23603･4077･5 横手ファミリー調剤薬〒013-0061 （調基２）第2号           平成28年 4月 1日
     局 横手市横手町字大関越１６６－２ （在薬）第421号           平成18年 4月24日
     0182-35-8886  (0182-35-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703･4078･3 あさまい薬局 〒013-0105 （調基１）第107号         平成28年 4月 1日
     横手市平鹿町浅舞字館廻３１４－ （調）第16号              平成28年 4月 1日
     ２ （後発調２）第184号       平成28年 4月 1日
     0182-24-1110  (0182-24-0091) （か薬）第42号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第450号           平成19年 1月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23803･4080･9 平鹿調剤薬局　東店 〒013-0042 （調基２）第16号          平成28年 4月 1日
     横手市前郷字八ツ口８４－１ （後発調２）第203号       平成28年 4月 1日
     0182-33-2277  (0182-33-2274) （在調）第104号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第458号           平成19年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23903･4081･7 平鹿調剤薬局　中央店〒013-0061 （調基２）第17号          平成28年 4月 1日
     横手市横手町字四ノ口５６－１ （後発調２）第202号       平成28年 4月 1日
     0182-33-2272  (0182-33-3144) （薬菌）第4号             平成19年 7月 1日
     （在調）第11号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第457号           平成19年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24003･4082･5 日本調剤　平鹿薬局 〒013-0061 （調基１）第442号         平成28年 4月 1日
     横手市横手町字四ノ口５１ （後発調２）第218号       平成28年 4月 1日
     0182-35-4550  (0182-35-4552) （在調）第116号           平成29年12月 1日
     （か薬）第166号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第461号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24103･4083･3 さいた薬局　よこて町〒013-0061 （調基１）第289号         平成28年 4月 1日
     店 横手市横手町字四ノ口４２番地 （後発調１）第465号       平成28年 6月 1日
     0182-33-6662  (0182-33-0202) （か薬）第116号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第464号           平成19年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24203･4084･1 高橋薬局 〒013-0036 （調基２）第4号           平成28年 4月 1日
     横手市駅前町１１－３０
     0182-32-5189  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24303･4086･6 クオール薬局あさひが〒013-0064 （調基３）第3号           平成28年 4月 1日
     丘店 横手市赤坂字大沼下４１－１ （後発調２）第314号       平成28年 8月 1日
     0182-35-4600  (0182-35-4601) （か薬）第171号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第494号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24403･4087･4 クオール薬局根岸町店〒013-0016 （調基１）第206号         平成28年 4月 1日
     横手市根岸町８－３５ （調）第94号              平成28年 6月 1日
     0182-35-5021  (0182-35-5022) （後発調２）第399号       平成29年 9月 1日
     （在調）第97号            平成29年 2月 1日
     （か薬）第3号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第495号           平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24503･4088･2 オレンジ薬局横手店 〒013-0016 （調基１）第72号          平成28年 4月 1日
     横手市根岸町４番２２号 （後発調２）第342号       平成28年12月 1日
     0182-36-3177  (0182-36-3178) （在薬）第514号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24603･4091･6 くら薬局 〒013-0016 （調基１）第148号         平成28年 4月 1日
     横手市根岸町８－１ （後発調１）第544号       平成28年10月 1日
     0182-35-5630  (0182-36-3678) （在薬）第515号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24703･4095･7 フレンド薬局 〒013-0016 （調基１）第149号         平成28年 4月 1日
     横手市根岸町４－１４ （後発調２）第341号       平成28年12月 1日
     0182-36-3550  (0182-36-3650) （在薬）第537号           平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24803･4096･5 横手調剤薬局 〒013-0016 （調基１）第45号          平成28年 4月 1日
     横手市根岸町７番３７号 （後発調２）第192号       平成28年 4月 1日
     0182-38-8338  (0182-38-8350) （か薬）第321号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第540号           平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24903･4097･3 ヤナギ薬局 〒013-0205 （調基１）第89号          平成28年 4月 1日
     横手市雄物川町今宿字今宿６９ （調）第155号             平成29年 6月 1日
     0182-22-3013  (0182-22-4200) （後発調１）第587号       平成29年 3月 1日
     （か薬）第278号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第544号           平成21年 4月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25003･4098･1 いちご薬局　横手店 〒013-0042 （調基１）第1号           平成28年 4月 1日
     横手市前郷字八ツ口８２番 （後発調１）第417号       平成28年 4月 1日
     0182-35-2323  (0182-35-2525) （在薬）第549号           平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25103･4100･5 株式会社橋本薬局 〒013-0205 （調基１）第6号           平成28年 4月 1日
     横手市雄物川町今宿字今宿５５番 （後発調１）第460号       平成28年 6月 1日
     地 （か薬）第65号            平成28年 4月 1日
     0182-22-4149  (0182-56-2188) （在薬）第579号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25203･4101･3 クオール薬局ことぶき〒013-0025 （調基１）第348号         平成28年 4月 1日
     店 横手市寿町１１番３５号 （調）第106号             平成28年 7月 1日
     0182-33-8325  (0182-33-8325) （か薬）第97号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第596号           平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25303･4102･1 あさまい薬局　横手店〒013-0061 （調基１）第106号         平成28年 4月 1日
     横手市横手町字四ノ口４８番４号 （調）第85号              平成28年 5月 1日
     0182-38-8561  (0182-38-8562) （後発調２）第239号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第44号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第604号           平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25403･4103･9 条里調剤薬局 〒013-0060 （調基１）第279号         平成28年 4月 1日
     横手市条里一丁目１０－３
     0182-38-8318  (0182-38-8319)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25503･4104･7 下田薬局 〒013-0022 （調基１）第8号           平成28年 4月 1日
     横手市四日町１番２号 （調）第14号              平成28年 4月 1日
     0182-32-0583  (0182-32-0583) （後発調２）第348号       平成29年 1月 1日
     （か薬）第19号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第646号           平成24年 5月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25603･4105･4 アムール薬局　十文字〒019-0524 （調基１）第555号         平成29年 4月 1日
     店 横手市十文字町字本町１３番５
     0182-23-5921  (0182-23-5922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25703･4106･2 クオール薬局横手町店〒013-0061 （調基１）第357号         平成28年 4月 1日
     横手市横手町字大関越１７５ （調）第111号             平成28年10月 1日
     0182-35-5289  (0182-35-5290) （後発調１）第579号       平成29年 1月 1日
     （在調）第106号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第160号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第655号           平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25803･4107･0 リリィ薬局　横手店 〒013-0063 （調基３）第8号           平成28年 4月 1日
     横手市婦気大堤字谷地添５番３ （在薬）第672号           平成25年 9月 1日
     0182-23-5911  (0182-23-5912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25903･4108･8 むらた調剤薬局 〒013-0027 （調基１）第50号          平成28年 4月 1日
     横手市平城町３番３１号 （後発調２）第340号       平成28年12月 1日
     0182-33-2461  (0182-33-2462) （か薬）第287号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第712号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26003･4109･6 池田薬局　横手店 〒013-0060 （調基１）第181号         平成28年 4月 1日
     横手市条里一丁目１５番２６号 （調）第54号              平成28年 4月 1日
     0182-23-5191  (0182-23-5192) （後発調１）第442号       平成28年 5月 1日
     （在調）第43号            平成27年 7月 1日
     （か薬）第151号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第722号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26103･4110･4 薬局エム 〒019-0701 （調基１）第211号         平成28年 4月 1日
     横手市増田町増田字本町５８－４ （か薬）第123号           平成28年 4月 1日
     0182-55-1231  (0182-55-1232) （在薬）第738号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26203･4111･2 池田薬局さくらんぼ通〒019-0529 （調基１）第537号         平成28年10月 1日
     り店 横手市十文字町海道下８９－４ （調）第154号             平成29年 5月 1日
     0182-55-2155  (0182-55-2177) （在調）第82号            平成28年10月 1日
     （か薬）第300号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第774号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26303･4112･0 横小路薬局 〒013-0102 （調基１）第546号         平成29年 3月 1日
     横手市平鹿町醍醐字石成４２－１ （在薬）第790号           平成29年 3月 1日
     １
     0182-56-0688  (0182-25-3901)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26403･4113･8 つばさ薬局横手店 〒013-0060 （調基１）第566号         平成29年 6月 1日
     横手市条里三丁目３－１１ （か薬）第341号           平成30年 1月 1日
     0182-35-7150  (0182-35-7160) （在薬）第797号           平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26503･4114･6 やまな薬局　横手店 〒013-0033 （調基１）第576号         平成29年11月 1日
     横手市旭川三丁目３－３５ （在薬）第804号           平成29年11月 1日
     0182-33-3331  (0182-33-3335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26603･4115･3 イオン薬局横手店 〒013-0043 （調基１）第579号         平成29年12月 1日
     横手市安田字向田１４７ （在薬）第807号           平成29年12月 1日
     0182-36-3770  (0182-36-3771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26704･4004･7 ホテヤ薬局　本店 〒017-0841 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     大館市大町９３番地 （後発調１）第463号       平成28年 6月 1日
     0186-42-2424  (0186-45-1187) （在薬）第93号            平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26804･4028･6 有限会社カマヤ薬局 〒017-0846 （調基１）第49号          平成28年 4月 1日
     大館市常盤木町２－３ （在薬）第97号            平成 7年 9月 1日
     0186-42-0406  (0186-42-8406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26904･4042･7 有限会社　殿村薬局 〒017-0841 （調基１）第177号         平成28年 4月 1日
     大館市大町８８番地 （後発調２）第304号       平成28年 8月 1日
     0186-42-3333  (0186-42-9013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27004･4048･4 ツチヤ薬局御成町店 〒017-0044 （調基１）第271号         平成28年 4月 1日
     大館市御成町二丁目５番７号 （調）第130号             平成28年11月 1日
     0186-43-5337  (0186-43-5789) （後発調２）第305号       平成28年 8月 1日
     （在調）第112号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第190号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第740号           平成28年 1月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27104･4050･0 ツチヤ薬局末広町店 〒017-0847 （調基１）第270号         平成28年 4月 1日
     大館市幸町２番２４号 （調）第153号             平成29年 5月 1日
     0186-42-8180  (0186-43-5417) （後発調２）第308号       平成28年 8月 1日
     （在調）第76号            平成28年 7月 1日
     （か薬）第298号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第481号           平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27204･4056･7 あおぞら薬局　大館店〒017-0046 （調基１）第233号         平成28年 4月 1日
     大館市清水五丁目１番７４号 （後発調１）第519号       平成28年 8月 1日
     0186-45-1450  (0186-45-1451) （在薬）第367号           平成16年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27304･4057･5 わかば薬局 〒017-0814 （調基１）第117号         平成28年 4月 1日
     大館市赤館町９番５０号 （調）第19号              平成28年 4月 1日
     0186-45-1660  (0186-45-1661) （後発調１）第411号       平成28年 4月 1日
     （在調）第67号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第76号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第488号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27404･4059･1 日本調剤大館薬局 〒018-5604 （調基１）第421号         平成28年 4月 1日
     大館市軽井沢字下岱２０番１０１ （調）第81号              平成28年 4月 1日
     号 （後発調２）第216号       平成28年 4月 1日
     0186-47-7700  (0186-47-7710) （在調）第70号            平成28年 6月 1日
     （か薬）第11号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第324号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27504･4060･9 株式会社タカハシ薬局〒017-0846 （調基１）第287号         平成28年 4月 1日
     　常盤木町店 大館市常盤木町２－１４ （調）第10号              平成28年 4月 1日
     0186-45-1840  (0186-45-1841) （後発調１）第619号       平成30年 1月 1日
     （か薬）第166号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第453号           平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27604･4065･8 さくら調剤薬局 〒017-0885 （調基１）第371号         平成28年 4月 1日
     大館市豊町９番４６号 （調）第39号              平成28年 4月 1日
     0186-44-6633  (0186-44-6634) （後発調１）第451号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第99号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第297号           平成13年 9月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27704･4067･4 株式会社タカハシ薬局〒017-0046 （調基１）第286号         平成28年 4月 1日
     清水町店 大館市清水一丁目１－７３ （後発調２）第416号       平成29年12月 1日
     0186-44-5556  (0186-44-5557) （か薬）第141号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第454号           平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27804･4068･2 フロンティア薬局大館〒018-5604 （調基１）第156号         平成28年 4月 1日
     店 大館市軽井沢字下岱２０－２８　 （後発調２）第196号       平成28年 4月 1日
     0186-47-7722  (0186-47-7723) （か薬）第23号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第305号           平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27904･4071･6 シオン薬局 〒017-0043 （調基１）第74号          平成28年 4月 1日
     大館市有浦２丁目４番１８号 （調）第21号              平成28年 4月 1日
     0186-43-2866  (0186-44-6336) （後発調１）第293号       平成28年 4月 1日
     （在調）第68号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第71号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第487号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28004･4072･4 調剤薬局ツルハドラッ〒017-0046 （調基１）第137号         平成28年 4月 1日
     グ　大館清水町店 大館市清水５丁目１番５号 （後発調１）第472号       平成28年 6月 1日
     0186-44-4105  (0186-44-4105) （在薬）第442号           平成18年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28104･4073･2 ひまわり調剤薬局 〒017-0884 （調基１）第157号         平成28年 4月 1日
     大館市土飛山下２６番地９ （在薬）第372号           平成16年12月 1日
     0186-42-4162  (0186-43-3331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28204･4076･5 ひない調剤薬局 〒018-5701 （調基１）第34号          平成28年 4月 1日
     大館市比内町扇田字山崎６０番地 （後発調１）第521号       平成28年 8月 1日
     ２ （か薬）第230号           平成28年 9月 1日
     0186-45-4203  (0186-45-4031) （在薬）第339号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28304･4077･3 ツチヤ薬局扇田店 〒018-5701 （調基１）第272号         平成28年 4月 1日
     大館市比内町扇田字大谷地２５－ （調）第129号             平成28年11月 1日
     １ （後発調２）第322号       平成28年10月 1日
     0186-50-7155  (0186-50-7156) （在調）第107号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第191号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第684号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28404･4080･7 みなみ薬局 〒017-0804 （調基１）第47号          平成28年 4月 1日
     大館市柄沢字狐台５４の４２
     0186-42-5685  (0186-43-2249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28504･4081･5 ホテヤ薬局　観音堂店〒017-0042 （調基１）第201号         平成28年 4月 1日
     大館市観音堂４３１－８ （在薬）第388号           平成17年10月 1日
     0186-44-6155  (0186-44-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28604･4082･3 あおぞら薬局観音堂店〒017-0042 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     大館市観音堂４２４番５号 （後発調１）第397号       平成28年 4月 1日
     0186-49-2001  (0186-49-2053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28704･4083･1 ショーメードー薬局 〒018-5701 （調基１）第111号         平成28年 4月 1日
     大館市比内町扇田字中扇田２８ （後発調２）第248号       平成28年 5月 1日
     0186-55-0019  (0186-55-0029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28804･4085･6 株式会社タカハシ薬局〒017-0895 （調基１）第333号         平成28年 4月 1日
     　三の丸店 大館市長倉１２１ （調）第98号              平成28年 6月 1日
     0186-49-2318  (0186-45-1301) （後発調１）第452号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第61号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第510号           平成20年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28904･4087･2 株式会社タカハシ薬局〒017-0885 （調基１）第334号         平成28年 4月 1日
     　豊町店 大館市豊町２番１７号 （調）第166号             平成29年 9月 1日
     0186-42-0525  (0186-45-1302) （後発調２）第273号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第326号           平成29年 9月 1日
     （在薬）第532号           平成21年 4月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29004･4089･8 ホテヤ調剤薬局 〒017-0847 （調基１）第203号         平成28年 4月 1日
     大館市幸町３－４４ （調）第145号             平成29年 4月 1日
     0186-43-6400  (0186-45-1188) （後発調２）第289号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第279号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第538号           平成21年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29104･4092･2 さとう調剤薬局 〒017-0885 （調基１）第183号         平成28年 4月 1日
     大館市豊町２番１５号 （後発調２）第368号       平成29年 4月 1日
     0186-44-5055  (0186-44-5056) （薬菌）第16号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第101号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第706号           平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29204･4094･8 そよ風薬局　大館店 〒018-5604 （調基１）第29号          平成28年 4月 1日
     大館市軽井沢字下岱２０－３８ （後発調２）第272号       平成28年 6月 1日
     0186-47-7955  (0186-47-7956) （在薬）第753号           平成28年 9月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29304･4095･5 もなみ薬局 〒017-0846 （調基１）第67号          平成28年 4月 1日
     大館市常盤木町２１番１１号 （調）第23号              平成28年 4月 1日
     0186-57-8693  (0186-57-8694) （後発調２）第324号       平成28年10月 1日
     （在調）第44号            平成27年 8月 1日
     （か薬）第80号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第610号           平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29404･4096･3 リリィ薬局　大館店 〒017-0046 （調基１）第481号         平成28年 4月 1日
     大館市清水一丁目３番３７号アル （後発調１）第321号       平成28年 4月 1日
     ティビル１階 （在薬）第615号           平成23年10月 1日
     0186-44-6001  (0186-44-6061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29504･4097･1 ホテヤ薬局　いとく店〒017-0044 （調基１）第200号         平成28年 4月 1日
     大館市御成町３丁目７－５８いと （後発調１）第572号       平成29年 1月 1日
     く大館ショッピングセンター内 （在薬）第629号           平成24年 4月 1日
     0186-49-1179  (0186-49-0129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29604･4099･7 会営大館休日夜間薬局〒017-0847 （調基１）第247号         平成28年 4月 1日
     大館市幸町２－２２　ＭＢＭ１階
     0186-43-6607  (0186-43-6610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29704･4100･3 株式会社タカハシ薬局〒017-0043 （調基１）第332号         平成28年 4月 1日
     大館市有浦六丁目２番２２号 （後発調１）第323号       平成28年 4月 1日
     0186-42-0312  (0186-45-1300) （薬菌）第8号             平成24年11月 1日
     （在薬）第653号           平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29804･4101･1 相原薬局 〒017-0044
     大館市御成町３丁目７－６７
     0186-42-0293  (0186-42-0338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29904･4102･9 さくら調剤薬局　常盤〒017-0846 （調基１）第370号         平成28年 4月 1日
     木店 大館市常盤木町１７番１１号 （後発調１）第358号       平成28年 4月 1日
     0186-57-8301  (0186-57-8344) （在薬）第700号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30004･4103･7 ホテヤ薬局　東台店 〒017-0814 （調基１）第199号         平成28年 4月 1日
     大館市赤館町９番５９号 （後発調１）第589号       平成29年 4月 1日
     0186-49-9225  (0186-49-9226) （在薬）第701号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30104･4104･5 トマト薬局 〒018-5701 （調基１）第479号         平成28年 4月 1日
     大館市比内町扇田字山崎４６－５ （調）第165号             平成29年 8月 1日
     0186-45-4141  (0186-45-4142) （後発調２）第312号       平成28年 9月 1日
     （か薬）第229号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第719号           平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30204･4105･2 なの花薬局 〒017-0044 （調基１）第495号         平成28年 4月 1日
     大館市御成町３丁目２番５号 （後発調２）第258号       平成28年 6月 1日
     0186-45-0112  (0186-45-0113) （か薬）第261号           平成28年11月 1日
     （在薬）第720号           平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30304･4106･0 株式会社　タカハシ薬〒017-0041 （調基１）第285号         平成28年 4月 1日
     局　樹海店 大館市大田面３９６－１ （後発調２）第288号       平成28年 7月 1日
     0186-57-8920  (0186-57-8516) （か薬）第329号           平成29年 9月 1日
     （在薬）第729号           平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30404･4107･8 あい薬局　中町店 〒017-0843 （調基１）第572号         平成29年 9月 1日
     大館市中町２９番地 （後発調２）第405号       平成29年 9月 1日
     0186-44-5678  (0186-43-3900) （在薬）第802号           平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30504･4108･6 けいじょう公園薬局 〒017-0891 （調基１）第575号         平成29年11月 1日
     大館市字中城７番３
     0186-59-6661  (0186-59-7433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30605･4022･6 有限会社　今野薬局 〒015-0075 （調基１）第498号         平成28年 7月 1日
     由利本荘市花畑町三丁目２ （在薬）第107号           平成 7年 9月 1日
     0184-22-4181  (0184-22-2528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30705･4035･8 参保堂薬局 〒015-0864 （調基１）第56号          平成28年 4月 1日
     由利本荘市大鍬町６３－２ （後発調１）第351号       平成28年 4月 1日
     0184-23-3349  （１７５）第443号         平成14年 4月 1日
     （在薬）第226号           平成10年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805･4041･6 上原調剤薬局 〒015-0875 （調基１）第154号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市砂子下４９－６ （後発調１）第476号       平成28年 6月 1日
     0184-22-2728  (0184-24-0432) （か薬）第309号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第114号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30905･4048･1 サン薬局 〒015-0075 （調基１）第301号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市花畑町四丁目３２番地 （後発調２）第414号       平成29年11月 1日
     0184-23-7338  (0184-27-1570) （在薬）第117号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31005･4055･6 コアラ調剤薬局 〒015-0858 （調基１）第62号          平成28年 4月 1日
     由利本荘市西梵天７５番地４ （調）第139号             平成29年 2月 1日
     0184-28-5055  (0184-28-5056) （後発調２）第374号       平成29年 4月 1日
     （か薬）第262号           平成28年11月 1日
     （在薬）第599号           平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31105･4059･8 由利調剤薬局 〒015-0051 （調基２）第14号          平成28年 4月 1日
     由利本荘市川口字家後１５１番１ （後発調１）第481号       平成28年 6月 1日
     0184-22-8090  (0184-23-1565) （薬菌）第12号            平成26年 2月 1日
     （在調）第75号            平成28年 7月 1日
     （在薬）第119号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31205･4060･6 マリーナ調剤薬局 〒015-0013 （調基２）第31号          平成29年 4月 1日
     由利本荘市石脇田尻野６ー５０ （か薬）第269号           平成29年 1月 1日
     0184-28-5522  (0184-28-5523) （在薬）第375号           平成17年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31305･4061･4 オレンジ薬局 〒015-0834 （調基１）第305号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市岩渕下４０－１ （調）第83号              平成28年 4月 1日
     0184-28-1201  (0184-28-1202) （後発調２）第251号       平成28年 5月 1日
     （在調）第71号            平成28年 6月 1日
     （か薬）第198号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第346号           平成16年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31405･4068･9 みちかわ薬局 〒018-1301 （調基１）第391号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢 （在薬）第361号           平成16年 6月 1日
     ２２番地１号
     0184-62-6722  (0184-62-6723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31505･4070･5 前郷調剤薬局 〒015-0341 （調基１）第368号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市前郷字家岸８１番１号 （か薬）第231号           平成28年10月 1日
     0184-53-2827  (0184-53-2837) （在薬）第229号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31605･4071･3 株式会社　長谷川薬局〒018-0604 （調基１）第494号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市西目町沼田字弁天前４ （後発調１）第347号       平成28年 4月 1日
     ０－１５０ （在薬）第707号           平成26年 8月 1日
     0184-33-3055  (0184-33-2372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31705･4073･9 おおうち今野調剤薬局〒018-0731 （調基１）第454号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市大内三川字三川１１番
     地
     0184-62-1011  (0184-62-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31805･4074･7 イケダ調剤薬局 〒018-0711 （調基１）第105号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市岩谷町字日渡１４７の （在薬）第240号           平成11年12月10日
     １
     0184-65-2047  (0184-65-2327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31905･4078･8 日本調剤本荘薬局 〒015-0834 （調基特１）第3号         平成29年12月 1日
     由利本荘市岩渕下９８－２ （後発調１）第344号       平成28年 4月 1日
     0184-28-1212  (0184-28-1214) （在調）第25号            平成26年 1月 1日
     （か薬）第18号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第412号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32005･4084･6 すみれ調剤薬局 〒018-0901 （調基１）第61号          平成28年 4月 1日
     由利本荘市中田代字板井沢１１２ （調）第175号             平成29年10月 1日
     －８ （後発調２）第346号       平成28年12月 1日
     0184-62-3077  (0184-62-3088) （か薬）第333号           平成29年10月 1日
     （在薬）第528号           平成21年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32105･4085･3 本荘駅前調剤薬局 〒015-0075 （調基１）第261号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市花畑町２－３２－３ （在薬）第468号           平成19年 5月18日
     0184-28-4550  (0184-23-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32205･4091･1 日本調剤　本荘南薬局〒015-0862 （調基１）第557号         平成29年 4月 1日
     由利本荘市小人町１１５－３ （調）第147号             平成29年 4月 1日
     0184-28-0170  (0184-28-0172) （後発調２）第219号       平成28年 4月 1日
     （在調）第27号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第62号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第483号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32305･4092･9 ふしみ薬局 〒015-0501 （調基１）第40号          平成28年 4月 1日
     由利本荘市鳥海町伏見字久保１３ （調）第22号              平成28年 4月 1日
     －６ （後発調１）第502号       平成28年 7月 1日
     0184-27-6222  (0184-27-6223) （在調）第36号            平成26年11月 1日
     （か薬）第145号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第574号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32405･4093･7 やしま調剤薬局 〒015-0404 （調基１）第2号           平成28年 4月 1日
     由利本荘市矢島町七日町字曲り渕 （後発調１）第415号       平成28年 4月 1日
     １２３－１ （か薬）第89号            平成28年 4月 1日
     0184-27-5005  (0184-27-5002) （在薬）第489号           平成20年 3月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32505･4094･5 大越調剤薬局あかぬま〒015-0836 （調基１）第302号         平成28年 4月 1日
     店 由利本荘市赤沼下４３７ （後発調２）第197号       平成28年 4月 1日
     0184-24-0541  (0184-24-0548) （か薬）第319号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第492号           平成20年 3月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32605･4095･2 本荘ひがし調剤薬局 〒015-0843 （調基１）第194号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市東梵天２９７番地８
     0184-74-4161  (0184-74-4162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32705･4096･0 西目調剤薬局 〒018-0604 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市西目町沼田字新道下２ （調）第41号              平成28年 4月 1日
     －９０ （後発調２）第275号       平成28年 6月 1日
     0184-33-4880  (0184-33-4887) （か薬）第146号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第572号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32805･4098･6 クローバー調剤薬局 〒015-0051 （調基１）第262号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市川口字高花１０６－４ （在薬）第545号           平成21年 7月 1日
     0184-27-1120  (0184-24-1422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32905･4100･0 大越薬局 〒015-0809 （調基１）第304号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市本荘１１７番地 （在薬）第551号           平成21年10月 1日
     0184-22-3903  (0184-23-5011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33005･4103･4 ハート薬局 〒015-0802 （調基２）第21号          平成28年 4月 1日
     由利本荘市表尾崎町１８－４ （後発調２）第201号       平成28年 4月 1日
     0184-28-1881  (0184-28-1882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33105･4104･2 おいかた調剤薬局 〒015-0211 （調基１）第283号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市東由利老方字老方１３ （調）第73号              平成28年 4月 1日
     －７ （後発調２）第214号       平成28年 4月 1日
     0184-62-4122  (0184-62-4133) （在調）第65号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第159号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第589号           平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33205･4106･7 松ヶ崎調剤薬局 〒015-0033 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市神沢字浜辺８６番 （在薬）第603号           平成23年 4月 1日
     0184-27-3233  (0184-27-3255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33305･4110･9 由利調剤薬局　南店 〒015-0852 （調基１）第387号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市一番堰１４５番地５ （後発調２）第396号       平成29年 8月 1日
     0184-28-0303  (0184-28-0304) （在調）第28号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第140号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第613号           平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33405･4111･7 まるさん薬局 〒015-0404 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市矢島町七日町字下山寺
     １０５－１
     0184-27-5501  (0184-27-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33505･4112･5 ファミリー薬局 〒015-0843 （調基１）第150号         平成28年 4月 1日
     由利本荘市東梵天１７３番地１ （後発調１）第400号       平成28年 4月 1日
     0184-28-0800  (0184-23-8200) （在薬）第693号           平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33605･4114･1 クオール薬局　石脇店〒015-0012 （調基１）第96号          平成28年 4月 1日
     由利本荘市石脇字田尻３－１２９ （調）第144号             平成29年 4月 1日
     0184-27-2589  (0184-27-2590) （か薬）第200号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第658号           平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33705･4118･2 ひかり薬局 〒015-0851 （調基１）第58号          平成28年 4月 1日
     由利本荘市中梵天８７－５ （後発調１）第574号       平成29年 1月 1日
     0184-74-3936  (0184-74-3937) （在薬）第725号           平成27年 7月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33805･4119･0 アイン薬局　由利本荘〒015-0834 （調基１）第389号         平成28年 4月 1日
     店 由利本荘市岩渕下６８－２ （調）第160号             平成29年 6月 1日
     0184-28-0233  (0184-28-0234) （後発調１）第526号       平成28年 8月 1日
     （在調）第46号            平成27年11月 1日
     （か薬）第268号           平成28年12月 1日
     （在薬）第731号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33905･4121･6 池田薬局　わかば店 〒015-0013 （調基１）第516号         平成28年10月 1日
     由利本荘市石脇字田尻野６－１１ （調）第119号             平成28年10月 1日
     0184-22-3912  (0184-22-1866) （後発調１）第608号       平成29年 7月 1日
     （在調）第90号            平成28年10月 1日
     （か薬）第259号           平成28年10月 1日
     （在薬）第756号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34005･4122･4 池田薬局　マカベ調剤〒015-0051 （調基１）第519号         平成28年10月 1日
     店 由利本荘市川口字家後１５０－１ （後発調１）第625号       平成30年 1月 1日
     0184-22-0611  (0184-23-5050) （か薬）第258号           平成28年10月 1日
     （在薬）第755号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34105･4123･2 池田薬局　開光堂店 〒015-0072 （調基１）第520号         平成28年10月 1日
     由利本荘市裏尾崎町４－８ （か薬）第312号           平成29年 6月 1日
     0184-24-2381  (0184-44-8175) （在薬）第757号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34205･4124･0 池田薬局　石脇調剤店〒015-0011 （調基１）第521号         平成28年10月 1日
     由利本荘市石脇字石脇４５ （後発調１）第550号       平成28年10月 1日
     0184-24-2478  (0184-44-8375) （か薬）第256号           平成28年10月 1日
     （在薬）第758号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34305･4125･7 池田薬局　中央店 〒015-0834 （調基１）第548号         平成29年 3月 1日
     由利本荘市岩渕下１０８－２ （調）第141号             平成29年 3月 1日
     0184-25-8067  (0184-22-2011) （後発調１）第603号       平成29年 6月 1日
     （在調）第89号            平成28年10月 1日
     （か薬）第255号           平成28年10月 1日
     （在薬）第759号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34405･4126･5 池田薬局　つるまい店〒015-0862 （調基１）第523号         平成28年10月 1日
     由利本荘市小人町２２３－１ （調）第170号             平成29年 9月 1日
     0184-74-4131  (0184-74-4132) （後発調２）第381号       平成29年 5月 1日
     （か薬）第253号           平成28年10月 1日
     （在薬）第761号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34505･4127･3 池田薬局　かわぐち店〒015-0051 （調基１）第524号         平成28年10月 1日
     由利本荘市川口字八幡前２６１番 （調）第121号             平成28年10月 1日
     地 （後発調１）第552号       平成28年10月 1日
     0184-23-7071  (0184-23-7070) （か薬）第252号           平成28年10月 1日
     （在薬）第762号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605･4128･1 池田薬局　大門店 〒015-0874 （調基１）第525号         平成28年10月 1日
     由利本荘市給人町７－３ （調）第122号             平成28年10月 1日
     0184-74-9151  (0184-74-9155) （在調）第88号            平成28年10月 1日
     （か薬）第251号           平成28年10月 1日
     （在薬）第763号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34705･4129･9 池田薬局　たで沼店 〒015-0852 （調基１）第526号         平成28年10月 1日
     由利本荘市一番堰１１７－１４ （後発調２）第328号       平成28年10月 1日
     0184-44-8075  (0184-44-8095) （か薬）第338号           平成29年12月 1日
     （在薬）第764号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34805･4130･7 ぼんてん調剤薬局 〒015-0843 （調基１）第544号         平成29年 1月 1日
     由利本荘市東梵天１９２－４ （後発調２）第375号       平成29年 4月 1日
     0184-44-8398  (0184-44-8399) （在薬）第787号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34905･4131･5 ハト薬局 〒015-0404 （調基１）第542号         平成28年11月16日
     由利本荘市矢島町七日町字七日町 （後発調１）第629号       平成30年 2月 1日
     ４４－２
     0184-56-2140  (0184-56-2140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35006･4010･9 有限会社　さかえ薬局〒010-0511 （調基１）第410号         平成28年 4月 1日
     男鹿市船川港船川字栄町２４番地 （在薬）第216号           平成 9年 4月 1日
     0185-24-3530  (0185-24-3554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35106･4015･8 さかえ薬局病院前店 〒010-0511 （調基１）第409号         平成28年 4月 1日
     男鹿市船川港船川字海岸通り１号 （在薬）第356号           平成16年 4月 1日
     １０番地４
     0185-22-1155  (0185-22-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35206･4016･6 男鹿中央薬局 〒010-0511 （調基１）第392号         平成28年 4月 1日
     男鹿市船川港船川字海岸通り１号 （後発調１）第441号       平成28年 5月 1日
     １０番地４ （か薬）第285号           平成29年 5月 1日
     0185-23-2152  (0185-23-2557) （在薬）第345号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35306･4017･4 みさき調剤薬局 〒010-0511 （調基１）第180号         平成28年 4月 1日
     男鹿市船川港船川字海岸通り１号 （調）第27号              平成28年 4月 1日
     ８番地５ （か薬）第79号            平成28年 4月 1日
     0185-22-1102  (0185-22-1103) （在薬）第265号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35406･4020･8 北浦薬局 〒010-0683 （調基１）第414号         平成28年 4月 1日
     男鹿市北浦北浦字山王林４番地２ （調）第163号             平成29年 7月 1日
     ９ （後発調２）第283号       平成28年 7月 1日
     0185-33-3177  (0185-33-3176) （か薬）第320号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第298号           平成13年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35506･4022･4 ふっと薬局 〒010-0431 （調基１）第97号          平成28年 4月 1日
     男鹿市払戸字大堤１２７ （後発調１）第626号       平成30年 2月 1日
     0185-22-7005  (0185-22-7006) （か薬）第174号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第460号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35606･4023･2 新浜調剤薬局 〒010-0511 （調基１）第170号         平成28年 4月 1日
     男鹿市船川港船川字新浜町３１ （後発調２）第208号       平成28年 4月 1日
     0185-24-3212  (0185-24-3213) （か薬）第213号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第430号           平成18年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35706･4024･0 わかみハート薬局 〒010-0431 （調基１）第484号         平成28年 4月 1日
     男鹿市払戸字渡部１０４番地１ （調）第37号              平成28年 4月 1日
     0185-22-7151  (0185-22-7152) （か薬）第64号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第413号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35806･4025･7 調剤薬局ツルハドラッ〒010-0342 （調基１）第135号         平成28年 4月 1日
     グ男鹿店 男鹿市脇本脇本字石館１６ （後発調２）第408号       平成29年10月 1日
     0185-22-2060  (0185-22-2060) （在薬）第417号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35906･4027･3 ふなこし薬局 〒010-0341 （調基１）第14号          平成28年 4月 1日
     男鹿市船越字本町１３－１８ （後発調１）第296号       平成28年 4月 1日
     0185-35-4910  (0185-35-4911) （在薬）第422号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36006･4028･1 調剤薬局　ふらっと 〒010-0341 （調基１）第293号         平成28年 4月 1日
     男鹿市船越字内子１番２５０ （後発調１）第317号       平成28年 4月 1日
     0185-35-4455  (0185-35-4455) （後発調２）第261号       平成28年 6月 1日
     （在薬）第428号           平成18年 6月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36106･4029･9 あひる調剤薬局 〒010-0341 （調基１）第455号         平成28年 4月 1日
     男鹿市船越字本町３番 （後発調１）第509号       平成28年 8月 1日
     0185-22-6533  (0185-22-6530) （在薬）第435号           平成18年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36206･4031･5 ひらつか薬局 〒010-0341 （調基１）第263号         平成28年 4月 1日
     男鹿市船越字船越３０７ （在薬）第789号           平成29年 1月26日
     0185-35-2765  (0185-35-4095)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36307･4016･4 有限会社つるだて薬局〒012-0031 （調基１）第85号          平成28年 4月 1日
     湯沢市鶴館６９番地１ （後発調１）第300号       平成28年 4月 1日
     0183-72-3813  (0183-72-3814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36407･4022･2 おもてまち薬局 〒012-0827 （調基１）第561号         平成29年 4月 1日
     湯沢市表町４丁目４７７番２ （後発調１）第286号       平成28年 4月 1日
     0183-78-0588  (0183-78-0585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36507･4023･0 有限会社伊藤薬局 〒012-0813 （調基１）第188号         平成28年 4月 1日
     湯沢市前森３丁目１－４８ （後発調２）第392号       平成29年 8月 1日
     0183-73-2956  (0183-73-1137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36607･4028･9 ヤマウチ薬局パワード〒012-0105 （調基１）第353号         平成28年 4月 1日
     ラッグ稲川店 湯沢市川連町字大舘疣橋７２－３ （後発調１）第383号       平成28年 4月 1日
     0183-42-5005  (0183-42-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36707･4029･7 有限会社　至誠堂薬局〒012-0106 （調基１）第13号          平成28年 4月 1日
     稲川支店 湯沢市三梨町字下宿５９番１ （後発調１）第566号       平成28年12月 1日
     0183-78-5588  (0183-78-5577) （在薬）第291号           平成12年12月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36807･4030･5 小町堂薬局 〒019-0205 （調基１）第394号         平成28年 4月 1日
     湯沢市小野字小町４８－１７ （在薬）第182号           平成 7年 9月 1日
     0183-52-4264  (0183-52-4782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36907･4032･1 有限会社至誠堂薬局 〒019-0205 （調基１）第76号          平成28年 4月 1日
     湯沢市小野字東堺８７番３ （後発調１）第294号       平成28年 4月 1日
     0183-78-6688  (0183-78-6288) （在薬）第306号           平成14年 1月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37007･4033･9 雄勝調剤薬局 〒012-0055 （調基２）第19号          平成28年 4月 1日
     湯沢市山田字勇ヶ岡３１ （後発調２）第325号       平成28年10月 1日
     0183-72-3210  (0183-73-8436) （薬菌）第2号             平成17年 8月 1日
     （在調）第38号            平成27年 1月 1日
     （在薬）第385号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37107･4035･4 湯沢ファミリー調剤薬〒012-0857 （調基１）第46号          平成28年 4月 1日
     局 湯沢市千石町４丁目１－１８ （か薬）第163号           平成28年 4月 1日
     0183-79-5900  (0183-79-5901) （在薬）第416号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37207･4037･0 クオール薬局湯沢店 〒012-0041 （調基１）第349号         平成28年 4月 1日
     湯沢市中野１８０－５ （調）第140号             平成29年 3月 1日
     0183-79-5019  (0183-79-5033) （後発調２）第285号       平成28年 7月 1日
     （か薬）第91号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第493号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37307･4038･8 サトウ薬局 〒012-0813 （調基１）第69号          平成28年 4月 1日
     湯沢市前森３－５－４ （後発調２）第233号       平成28年 4月 1日
     0183-72-9898  (0183-72-9898) （か薬）第348号           平成30年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37407･4039･6 クオール薬局　湯沢西〒012-0037 （調基１）第182号         平成28年 4月 1日
     店 湯沢市沖鶴１９９番２ （調）第134号             平成28年12月 1日
     0183-79-6623  (0183-79-6621) （後発調１）第584号       平成29年 2月 1日
     （か薬）第102号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第575号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37507･4041･2 おおしま薬局 〒012-0026 （調基１）第5号           平成28年 4月 1日
     湯沢市大島町８９番地２１ （在薬）第569号           平成22年 4月 1日
     0183-55-8015  (0183-79-5050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37607･4042･0 横堀調剤薬局 〒019-0205 （調基１）第44号          平成28年 4月 1日
     湯沢市小野字東堺６－３ （在薬）第744号           平成28年 2月15日
     0183-52-2500  (0183-52-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37707･4044･6 調剤薬局ツルハドラッ〒012-0841 （調基１）第505号         平成28年 8月 1日
     グ湯沢大町店 湯沢市大町二丁目１番１０号 （後発調１）第540号       平成28年 9月 1日
     0183-79-5056  (0183-79-5056) （在薬）第748号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37807･4045･3 池田薬局佐竹通り店 〒012-0841 （調基１）第536号         平成28年10月 1日
     湯沢市大町１－２９－１ （調）第137号             平成29年 1月 1日
     0183-55-8562  (0183-55-8563) （後発調２）第423号       平成30年 1月 1日
     （か薬）第240号           平成28年10月 1日
     （在薬）第775号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37907･4046･1 サン薬局 〒012-0827 （調基１）第567号         平成29年 6月 1日
     湯沢市表町三丁目２－１ （後発調２）第382号       平成29年 6月 1日
     0183-73-7557  (0183-73-7552) （在薬）第798号           平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38008･4017･0 下山薬局福住店 〒014-0014 （調基１）第316号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲福住町２－２６ （後発調１）第410号       平成28年 4月 1日
     0187-63-8008  (0187-63-8007) （か薬）第206号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第125号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38108･4026･1 合資会社　オオミ薬局〒014-0047 （調基１）第66号          平成28年 4月 1日
     大仙市大曲須和町１－４－２２ （後発調１）第530号       平成28年 9月 1日
     0187-62-0322  (0187-62-7221) （在薬）第285号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38208･4032･9 みずほ薬局 〒014-0013 （調基２）第8号           平成28年 4月 1日
     大仙市朝日町１７番４号 （在薬）第129号           平成 7年 9月 1日
     0187-63-0350  (0187-63-0351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38308･4038･6 下山薬局黒瀬店 〒014-0023 （調基１）第315号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲黒瀬町３番４３－３号 （後発調１）第515号       平成28年 8月 1日
     0187-63-2818  (0187-63-2813) （か薬）第207号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第135号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38408･4039･4 下山サカエ薬局 〒014-0062 （調基１）第274号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲上栄町８番６号 （調）第38号              平成28年 4月 1日
     0187-62-5110  (0187-62-6431) （後発調２）第385号       平成29年 7月 1日
     （か薬）第120号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第266号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38508･4040･2 下山薬局本店 〒014-0048 （調基１）第307号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲上大町１１番１１号 （後発調１）第513号       平成28年 8月 1日
     0187-62-2225  (0187-62-6943) （か薬）第129号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第194号           平成 7年11月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38608･4044･4 大曲みよし薬局 〒014-0044 （調基１）第52号          平成28年 4月 1日
     大仙市戸蒔字谷地添７０番３号 （後発調１）第611号       平成29年 8月 1日
     0187-63-4440  (0187-63-4441) （在薬）第237号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38708･4045･1 モモ薬局 〒014-0015 （調基１）第282号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲白金町６番３２号
     0187-86-3000  (0187-62-8370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38808･4046･9 やまな薬局 〒014-0012 （調基１）第79号          平成28年 4月 1日
     大仙市幸町４－２３－５ （在調）第30号            平成26年 6月 1日
     0187-86-3330  (0187-86-3331) （在薬）第239号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38908･4047･7 あさひ薬局 〒014-0023 （調基１）第152号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲黒瀬町４番６号 （在薬）第642号           平成24年 4月 1日
     0187-86-3433  (0187-66-2833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39008･4052･7 中央薬局 〒014-0024 （調基１）第291号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲中通町３ー４ （調）第13号              平成28年 4月 1日
     0187-63-2800  (0187-63-2801) （後発調１）第488号       平成28年 7月 1日
     （薬菌）第26号            平成28年 7月 1日
     （在調）第59号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第143号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第527号           平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39108･4060･0 にしせんぼく薬局 〒019-2112 （調基１）第128号         平成28年 4月 1日
     大仙市刈和野清光院後３８－２ （在薬）第473号           平成19年 9月 1日
     0187-87-3075  (0187-87-3076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39208･4062･6 佐々木薬局 〒014-0207 （調基１）第350号         平成28年 4月 1日
     大仙市長野字六日町９４
     0187-56-3002  (0187-56-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39308･4064･2 有限会社松田薬局 〒019-2411 （調基１）第354号         平成28年 4月 1日
     大仙市協和境字野田８６番地１ （後発調２）第388号       平成29年 7月 1日
     018-892-3051  (018-892-3480) （在薬）第206号           平成 8年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39408･4066･7 ならおか薬局 〒019-1875 （調基１）第564号         平成29年 4月 1日
     大仙市南外落合２３番地 （在薬）第165号           平成 7年 9月 1日
     0187-74-2280  (0187-74-2280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39508･4067･5 有限会社　日の出調剤〒014-0111 （調基１）第308号         平成28年 4月 1日
     薬局 大仙市横堀字杉下１２０ （後発調１）第374号       平成28年 4月 1日
     0187-69-2300  (0187-69-2300) （か薬）第134号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第230号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39608･4068･3 たかなし薬局 〒014-0805 （調基１）第294号         平成28年 4月 1日
     大仙市高梨字田茂木８９ （在薬）第167号           平成 7年 9月 1日
     0187-62-6688  (0187-62-6688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39708･4069･1 こまち調剤薬局太田店〒019-1601 （調基１）第213号         平成28年 4月 1日
     大仙市太田町横沢字久保関北７１ （調）第28号              平成28年 4月 1日
     ８－１ （か薬）第138号           平成28年 4月 1日
     0187-86-9070  (0187-86-9071) （在薬）第301号           平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39808･4070･9 冨岡薬局 〒019-1601 （調基１）第26号          平成28年 4月 1日
     大仙市太田町横沢字堀ノ内１
     0187-88-1139  (0187-88-1394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39908･4073･3 有限会社おやま薬局 〒014-0055 （調基１）第59号          平成28年 4月 1日
     大仙市大曲あけぼの町８番１１号 （後発調２）第245号       平成28年 5月 1日
     0187-62-7122  (0187-62-7123) （か薬）第157号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第389号           平成17年 9月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40008･4075･8 だけ調剤薬局 〒019-1701 （調基１）第330号         平成28年 4月 1日
     大仙市神宮寺字本郷下６３番地７ （在薬）第427号           平成18年 6月 1日
     0187-72-2558  (0187-72-2566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40108･4076･6 薬局すばる 〒014-1413 （調基１）第151号         平成28年 4月 1日
     大仙市角間川町字町頭１８０番地 （後発調２）第232号       平成28年 4月 1日
     １９ （在調）第13号            平成24年 4月 1日
     0187-65-4141  (0187-65-4500) （在薬）第439号           平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40208･4078･2 上大町薬局 〒014-0048 （調基１）第174号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲上大町５５１番 （後発調２）第302号       平成28年 7月 1日
     0187-86-0838  (0187-66-2886) （在薬）第449号           平成19年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40308･4081･6 大曲調剤薬局 〒014-0062 （調基１）第337号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲上栄町１０番３２号 （調）第11号              平成28年 4月 1日
     0187-66-2688  (0187-66-2918) （後発調１）第577号       平成29年 1月 1日
     （在調）第2号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第144号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第467号           平成19年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40408･4082･4 ワコウ薬局 〒014-0014 （調基１）第314号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲福住町２番４号 （後発調２）第418号       平成30年 1月 1日
     0187-66-3060  (0187-62-3101) （在薬）第507号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40508･4083･2 ヒカリ薬局 〒014-1413 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     大仙市角間川町字下中町３３－２ （か薬）第1号             平成28年 4月 1日
     0187-86-5450  (0187-86-5460) （在薬）第500号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40608･4085･7 大曲駅東みよし薬局 〒014-0021 （調基１）第53号          平成28年 4月 1日
     大仙市福田町２２－２１－７ （後発調２）第345号       平成29年 1月 1日
     0187-62-3440  (0187-62-3441) （在薬）第518号           平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40708･4086･5 イオン薬局大曲店 〒014-0033 （調基１）第477号         平成28年 4月 1日
     大仙市和合字坪立１７７番地 （後発調２）第303号       平成28年 8月 1日
     0187-66-3168  (0187-66-3169) （か薬）第347号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第670号           平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40808･4087･3 藤井薬局 〒014-0024
     大仙市大曲中通町１－２４
     0187-62-2458  (0187-62-2458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40908･4088･1 浜町調剤薬局 〒014-0051 （調基１）第313号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲浜町７－４１ （後発調１）第288号       平成28年 4月 1日
     0187-66-3207  (0187-66-3530) （か薬）第133号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第534号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41008･4089･9 たいよう薬局 〒014-0047 （調基１）第453号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲須和町２丁目２番４９ （在薬）第542号           平成21年 6月 1日
     号
     0187-63-9200  (0187-63-9300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41108･4091･5 調剤薬局ツルハドラッ〒014-0021 （調基１）第132号         平成28年 4月 1日
     グ大曲福田店 大仙市福田町２２番２３－６号 （後発調２）第240号       平成28年 4月 1日
     0187-86-3306  (0187-86-3306) （在薬）第555号           平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41208･4092･3 中仙薬局 〒014-0207 （調基１）第173号         平成28年 4月 1日
     大仙市長野字新山６３－３ （後発調２）第363号       平成29年 3月 1日
     0187-56-7511  (0187-56-7512) （在薬）第618号           平成23年10月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41308･4093･1 こまち薬局福田店 〒014-0021 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     大仙市福田町２１番２３－１２号 （か薬）第322号           平成29年 8月 1日
     0187-66-3332  (0187-66-3339) （在薬）第628号           平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41408･4094･9 大曲ひまわり薬局 〒014-0063 （調基１）第374号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲日の出町二丁目４番４ （後発調２）第301号       平成28年 7月 1日
     ５号 （か薬）第167号           平成28年 4月 1日
     0187-88-8255  (0187-88-8101) （在薬）第649号           平成24年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41508･4095･6 ライフ薬局 〒014-0067 （調基１）第144号         平成28年 4月 1日
     大仙市飯田字堰東１５１番地１ （か薬）第155号           平成28年 4月 1日
     0187-73-6408  (0187-73-6409) （在薬）第686号           平成26年 3月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608･4097･2 こまち調剤薬局 〒014-0027 （調基２）第9号           平成28年 4月 1日
     大仙市大曲通町６番３０号 （後発調１）第507号       平成28年 7月 1日
     0187-86-0363  (0187-86-0364) （か薬）第302号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第692号           平成26年 3月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41708･4098･0 厚生調剤薬局 〒014-0027 （調基１）第214号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲通町８番３６号 （後発調２）第231号       平成28年 4月 1日
     0187-73-6345  (0187-73-5123) （か薬）第224号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第691号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808･4099･8 みよし薬局　市立大曲〒014-0067 （調基１）第54号          平成28年 4月 1日
     病院前 大仙市飯田字堰東１５２－３ （在薬）第689号           平成26年 4月 1日
     0187-66-3730  (0187-66-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41908･4100･4 仙北調剤薬局 〒014-0027 （調基２）第18号          平成28年 4月 1日
     大仙市大曲通町８番３６号 （後発調２）第204号       平成28年 4月 1日
     0187-63-5880  (0187-63-0433) （薬菌）第13号            平成26年 5月 1日
     （在調）第94号            平成28年11月 1日
     （在薬）第696号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008･4101･2 おおはな調剤薬局 〒014-0022 （調基１）第331号         平成28年 4月 1日
     大仙市大花町６５１－４ （後発調１）第382号       平成28年 4月 1日
     0187-73-6412  (0187-73-6413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108･4103･8 日本調剤　大曲薬局 〒014-0027 （調基１）第441号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲通町８番３６号Ａｍｂ （調）第79号              平成28年 4月 1日
     ｅｅ大曲１Ｆ （後発調２）第220号       平成28年 4月 1日
     0187-66-3950  (0187-66-3951) （在調）第42号            平成27年 7月 1日
     （か薬）第15号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第699号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42208･4104･6 みよし薬局大曲厚生医〒014-0014 （調基１）第55号          平成28年 4月 1日
     療センター前 大仙市大曲福住町６－２０ （後発調１）第409号       平成28年 4月 1日
     0187-66-3150  (0187-66-3151) （在薬）第697号           平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42308･4105･3 下山薬局ねむのき店 〒014-0027 （調基１）第309号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲通町１０－１ （後発調２）第389号       平成29年 7月 1日
     0187-62-0481  (0187-62-7083) （か薬）第317号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第703号           平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42408･4106･1 つくしの薬局 〒014-0207 （調基１）第351号         平成28年 4月 1日
     大仙市長野字柳田６４番２ （後発調１）第361号       平成28年 4月 1日
     0187-56-4411  (0187-56-3080) （在薬）第709号           平成26年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42508･4107･9 日本調剤　大曲南薬局〒014-0062 （調基１）第440号         平成28年 4月 1日
     大仙市大曲上栄町７番１１号 （調）第150号             平成29年 5月 1日
     0187-66-0550  (0187-66-0551) （後発調２）第221号       平成28年 4月 1日
     （在調）第79号            平成28年10月 1日
     （か薬）第293号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第714号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42608･4109･5 ハート調剤薬局 〒014-0027 （調基１）第506号         平成28年 6月 1日
     大仙市大曲通町１０番１１号 （後発調２）第320号       平成28年 9月 1日
     018-766-3939  (018-763-0051) （か薬）第267号           平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42708･4110･3 広小路薬局 〒019-2112 （調基１）第504号         平成28年 6月 1日
     大仙市刈和野字清光院後４２－２
     ６
     018-775-2233  (018-775-2712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42808･4111･1 羽後長野駅前薬局 〒014-0207 （調基１）第511号         平成28年 8月 1日
     大仙市長野字柳田５８－４ （後発調２）第357号       平成29年 3月 1日
     0187-49-6185  (0187-49-6195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42908･4112･9 佐野薬局　日の出町店〒014-0063 （調基１）第560号         平成29年 4月 1日
     大仙市大曲日の出町２丁目７－６ （後発調２）第343号       平成28年12月 1日
     0187-88-8400  (0187-88-8412) （在薬）第751号           平成28年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43008･4113･7 有坂薬局 〒014-0022 （調基１）第515号         平成28年10月 1日
     大仙市大花町１３番１９号 （後発調２）第334号       平成28年10月 1日
     0187-63-2777  (0187-62-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43108･4114･5 池田薬局　大曲店 〒014-0014 （調基１）第538号         平成28年10月 1日
     大仙市大曲福住町９－２２ （か薬）第299号           平成29年 5月 1日
     0187-73-7500  (0187-73-7502) （在薬）第776号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43208･4115･2 しろがね調剤薬局 〒014-0014 （調基１）第568号         平成29年 6月 1日
     大仙市大曲福住町３－１９ （調）第164号             平成29年 7月 1日
     0187-62-5466  (0187-62-5467) （か薬）第301号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第799号           平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43308･4116･0 こすもす調剤薬局 〒014-0014 （調基１）第569号         平成29年 6月 1日
     大仙市大曲福住町１－１０ （後発調１）第599号       平成29年 6月 1日
     0187-62-3011  (0187-62-3022) （か薬）第340号           平成30年 1月 1日
     （在薬）第800号           平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43409･4010･3 金山薬局花輪店 〒018-5201 （調基１）第508号         平成28年 8月 1日
     鹿角市花輪字下花輪１－８ （在薬）第136号           平成 7年 9月 1日
     0186-23-5626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43509･4018･6 有限会社黒沢薬局 〒018-5334 （調基１）第92号          平成28年 4月 1日
     鹿角市十和田毛馬内字古下タ３３ （調）第110号             平成28年 9月 1日
     －３ （後発調２）第187号       平成28年 4月 1日
     0186-35-3200  (0186-35-3990) （在調）第111号           平成29年 8月 1日
     （か薬）第92号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第140号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43609･4022･8 薬局高橋屋 〒018-5421 （調基１）第68号          平成28年 4月 1日
     鹿角市十和田大湯字湯の岱二丁目 （後発調１）第403号       平成28年 4月 1日
     １５番地 （か薬）第331号           平成29年10月 1日
     0186-37-4700  (0186-37-4701) （在薬）第196号           平成 7年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43709･4023･6 有限会社ナリタ薬局 〒018-5201
     鹿角市花輪字下中島１３２番地
     0186-22-0028  (0186-22-0028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43809･4024･4 村木薬局 〒018-5201 （調基１）第11号          平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字八正寺１５番１１号 （後発調２）第277号       平成28年 7月 1日
     0186-22-0372  （在薬）第227号           平成10年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43909･4025･1 かづの調剤薬局 〒018-5201 （調基１）第189号         平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字下中島１２１駅前ビ （在薬）第283号           平成12年 8月 1日
     ル１Ｆ
     0186-30-0085  (0186-30-0086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44009･4031･9 そうごう薬局花輪店 〒018-5201 （調基１）第277号         平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字扇ノ間６－８ （調）第107号             平成28年 8月 1日
     0186-31-0161  (0186-31-0162) （後発調２）第309号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第88号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第288号           平成12年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44109･4034･3 クリス調剤薬局 〒018-5201 （調基１）第155号         平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字八正寺９－１２ （後発調１）第596号       平成29年 4月 1日
     0186-23-5121  (0186-23-5122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44209･4036･8 朝日屋薬局 〒018-5201 （調基１）第38号          平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字上花輪１６８番地 （後発調２）第394号       平成29年 8月 1日
     0186-23-3031  (0186-23-7610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44309･4037･6 ファーマックスかづの〒018-5201 （調基１）第556号         平成29年 4月 1日
     薬局 鹿角市花輪字向畑８９－１ （後発調２）第306号       平成28年 8月 1日
     0186-30-0033  (0186-30-0044) （薬菌）第11号            平成26年 2月 1日
     （在調）第74号            平成28年 7月 1日
     （在薬）第581号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44409･4038･4 日本調剤　鹿角薬局 〒018-5201 （調基１）第422号         平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字小沼９７－３ （調）第82号              平成28年 4月 1日
     0186-30-1193  (0186-30-0099) （後発調２）第274号       平成28年 6月 1日
     （在調）第49号            平成27年12月 1日
     （か薬）第63号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第582号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44509･4039･2 花輪調剤薬局 〒018-5201 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字小沼９５番１ （後発調１）第511号       平成28年 8月 1日
     0186-30-0066  (0186-30-0060) （在薬）第580号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44609･4041･8 そうごう薬局　鹿角店〒018-5201 （調基１）第276号         平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字柳田７５番地 （後発調２）第284号       平成28年 7月 1日
     0186-30-0051  (0186-30-0052) （か薬）第337号           平成29年12月 1日
     （在薬）第666号           平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44709･4042･6 ファミリー薬局　鹿角〒018-5201 （調基１）第381号         平成28年 4月 1日
     店 鹿角市花輪字下中島８１－６ （後発調２）第307号       平成28年 8月 1日
     0186-30-1850  (0186-30-1851) （在調）第78号            平成28年 9月 1日
     （在薬）第683号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44809･4044･2 ナリタ薬局 〒018-5201 （調基１）第443号         平成28年 4月 1日
     鹿角市花輪字下中島１３２ （後発調１）第516号       平成28年 8月 1日
     0186-22-0028  (0186-22-0028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44909･4045･9 ヘルシークラブ　かづ〒018-5201 （調基１）第571号         平成29年 9月 1日
     の厚生病院前薬局 鹿角市花輪字向畑９３－１ （後発調２）第404号       平成29年 9月 1日
     0186-30-0080  (0186-30-0070) （か薬）第330号           平成29年 9月 1日
     （在薬）第801号           平成29年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45010･4002･8 南秋調剤薬局 〒018-1401 （調基１）第483号         平成28年 4月 1日
     潟上市昭和大久保字街道下９６番 （調）第4号               平成28年 4月 1日
     地１０ （後発調１）第455号       平成28年 5月 1日
     018-854-8500  (018-854-8501) （薬菌）第25号            平成28年 4月 1日
     （在調）第66号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第67号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第318号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45110･4003･6 調剤薬局ぐっど 〒018-1401 （調基１）第292号         平成28年 4月 1日
     潟上市昭和大久保字虻川境１－９ （後発調１）第522号       平成28年 8月 1日
     018-877-5670  (018-877-7071) （か薬）第78号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第329号           平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45210･4004･4 飯田川調剤薬局 〒018-1502 （調基１）第356号         平成28年 4月 1日
     潟上市飯田川下虻川字屋敷１０１ （後発調２）第276号       平成28年 7月 1日
     －７ （在薬）第323号           平成14年 9月 1日
     018-854-8272  (018-854-8288)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45310･4005･1 天王調剤薬局 〒010-0201 （調基２）第6号           平成28年 4月 1日
     潟上市天王字上江川４７－１６１ （在薬）第148号           平成 7年 9月 1日
     ６
     018-878-6028  (018-878-2517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45410･4007･7 保険薬局ドラッグチダ〒010-0201 （調基１）第486号         平成28年 4月 1日
     潟上市天王字上江川４７－１２０ （在薬）第154号           平成 7年 9月 1日
     ３
     018-878-3216  (018-878-2304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45510･4008･5 有限会社出戸調剤薬局〒010-0201 （調基１）第219号         平成28年 4月 1日
     潟上市天王字北野３０２番地１８
     号
     018-872-2072  (018-872-2068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45610･4009･3 おいわけにし調剤薬局〒010-0101 （調基１）第75号          平成28年 4月 1日
     潟上市天王長沼４０番２２号 （後発調１）第433号       平成28年 6月 1日
     018-870-4555  (018-870-4556) （後発調２）第338号       平成28年12月 1日
     （か薬）第260号           平成28年11月 1日
     （在薬）第459号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45710･4010･1 まこと調剤薬局 〒018-1502 （調基１）第100号         平成28年 4月 1日
     潟上市飯田川下虻川字道心谷地４ （後発調２）第321号       平成28年10月 1日
     ８－５ （在薬）第456号           平成19年 3月15日
     018-853-6277  (018-853-6288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45810･4011･9 オリーブ薬局 〒010-0101 （調基１）第323号         平成28年 4月 1日
     潟上市天王追分西２－６６ （後発調２）第206号       平成28年 4月 1日
     018-874-8639  (018-874-8623) （か薬）第7号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第536号           平成21年 5月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45910･4012･7 二木薬局 〒018-1401 （調基１）第39号          平成28年 4月 1日
     潟上市昭和大久保字小橋４１ （在薬）第705号           平成26年 7月 1日
     018-877-2333  (018-877-2384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46011･4001･8 有限会社　米代薬局 〒018-3322 （調基１）第12号          平成28年 4月 1日
     北秋田市住吉町９－１４ （後発調１）第297号       平成28年 4月 1日
     0186-62-0120  (0186-63-2087) （後発調２）第352号       平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46111･4003･4 株式会社　昭和堂薬局〒018-3311 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     北秋田市材木町８－２８ （後発調２）第411号       平成29年10月 1日
     0186-63-0300  (0186-63-0323) （在薬）第626号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46211･4005･9 あすなろ薬局 〒018-3331 （調基１）第260号         平成28年 4月 1日
     北秋田市鷹巣字西大柳岱２６番地 （後発調１）第597号       平成29年 5月 1日
     １
     0186-63-1199  (0186-63-1799)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46311･4006･7 昭和堂第二薬局 〒018-3312 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     北秋田市花園町１２番１７号 （後発調２）第359号       平成29年 3月 1日
     0186-62-9761  (0186-62-3601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46411･4007･5 昭和堂第三薬局 〒018-3302 （調基１）第225号         平成28年 4月 1日
     北秋田市栄字中綱１１７番地２ （後発調１）第448号       平成28年 5月 1日
     0186-63-2727  (0186-62-2500) （在薬）第624号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46511･4009･1 北秋調剤薬局　鷹巣店〒018-3312 （調基１）第386号         平成28年 4月 1日
     北秋田市花園町１０番１号 （後発調２）第295号       平成28年 7月 1日
     0186-63-2510  (0186-63-1904) （在調）第52号            平成28年 3月 1日
     （在薬）第349号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46611･4011･7 昭和堂第七薬局 〒018-3322 （調基１）第224号         平成28年 4月 1日
     北秋田市住吉町１番４号
     0186-60-0115  (0186-60-0125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46711･4012･5 合名会社　福田薬局 〒018-4301 （調基１）第400号         平成28年 4月 1日
     北秋田市米内沢字薬師下６３ （後発調１）第606号       平成29年 7月 1日
     0186-72-4117  (0186-72-5043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46811･4013･3 森吉薬局 〒018-4301 （調基１）第138号         平成28年 4月 1日
     北秋田市米内沢字林の腰１４番地 （調）第61号              平成28年 4月 1日
     ２５ （後発調１）第524号       平成28年 8月 1日
     0186-72-4301  (0186-72-3377) （薬菌）第9号             平成25年 1月 1日
     （か薬）第183号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第144号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46911･4015･8 有限会社　田中薬局 〒018-4272 （調基１）第497号         平成28年 6月 1日
     北秋田市新田目字大野５０番地１ （在薬）第146号           平成 7年 9月 1日
     号
     0186-78-3435  (0186-78-5018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47011･4017･4 昭和堂第六薬局 〒018-3331 （調基２）第7号           平成28年 4月 1日
     北秋田市鷹巣字北中家下７７ （後発調２）第378号       平成29年 5月 1日
     0186-63-1185  (0186-62-0530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47111･4018･2 昭和堂第五薬局 〒018-3325 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     北秋田市元町１１番９号 （後発調２）第413号       平成29年11月 1日
     0186-63-1188  (0186-63-0309)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47211･4021･6 あにあい薬局 〒018-4611 （調基１）第254号         平成28年 4月 1日
     北秋田市阿仁水無字寺後３０ （後発調２）第243号       平成28年 4月 1日
     0186-84-8155  (0186-82-2933) （か薬）第70号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第724号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47311･4022･4 北秋調剤薬局 〒018-4221 （調基１）第385号         平成28年 4月 1日
     北秋田市下杉字上清水沢１６－２ （後発調２）第296号       平成28年 7月 1日
     ９１ （薬菌）第7号             平成24年10月 1日
     0186-78-9933  (0186-78-9932) （在調）第41号            平成27年 6月 1日
     （か薬）第115号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第651号           平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47411･4023･2 北欧の杜薬局 〒018-4221 （調基１）第480号         平成28年 4月 1日
     北秋田市下杉字上清水沢１６番２ （調）第97号              平成28年 6月 1日
     ９１ （後発調２）第213号       平成28年 4月 1日
     0186-78-9001  (0186-78-9002) （か薬）第192号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第652号           平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47511･4024･0 あおぞら薬局 〒018-3321 （調基１）第513号         平成28年10月 1日
     北秋田市松葉町６番５０号 （後発調２）第354号       平成29年 2月 1日
     0186-60-1187  (0186-60-1188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47612･4001･6 くりや薬局 〒014-1201 （調基１）第30号          平成28年 4月 1日
     仙北市田沢湖生保内字街道上３９ （在薬）第161号           平成 7年 9月 1日
     0187-43-0043  (0187-43-1143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47712･4002･4 合資会社　カネダイ薬〒014-0316 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     局 仙北市角館町岩瀬町３５ （後発調１）第466号       平成28年 6月 1日
     0187-53-2043  (0187-54-3525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47812･4003･2 有限会社さくら薬局 〒014-0315 （調基１）第346号         平成28年 4月 1日
     仙北市角館町下新町３５番地 （在薬）第639号           平成24年 4月 1日
     0187-54-4187  (0187-54-4187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47912･4005･7 ひまわり薬局 〒014-1116 （調基１）第90号          平成28年 4月 1日
     仙北市田沢湖角館東前郷字杉林２ （在薬）第169号           平成 7年 9月 1日
     ４３番地４
     0187-44-3348  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48012･4006･5 有限会社佐藤薬局 〒014-0368 （調基１）第425号         平成28年 4月 1日
     仙北市角館町中菅沢９２－３０ （か薬）第8号             平成28年 4月 1日
     0187-55-4192  (0187-55-4193) （在薬）第210号           平成 8年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48112･4008･1 高橋薬局プラザ店 〒014-0323 （調基１）第193号         平成28年 4月 1日
     仙北市角館町横町１０－２ （後発調２）第254号       平成28年 6月 1日
     0187-55-4403  (0187-55-4401) （か薬）第280号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48212･4009･9 成田漢方堂薬局 〒014-1201 （調基１）第416号         平成28年 4月 1日
     仙北市田沢湖生保内字石名坂３７ （在薬）第274号           平成12年 4月 1日
     －１
     0187-43-0010  (0187-43-1100)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48312･4011･5 合資会社カネダイ薬局〒014-0312 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     田町支店 仙北市角館町田町下丁２２－２
     0187-52-2636  (0187-52-2626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48412･4013･1 じんだい調剤薬局 〒014-1114 （調基１）第452号         平成28年 4月 1日
     仙北市田沢湖神代字野中清水２２ （調）第161号             平成29年 6月 1日
     ５番地５ （後発調２）第260号       平成28年 5月 1日
     0187-52-4614  (0187-52-4615) （在調）第1号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第315号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第287号           平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48512･4014･9 西木調剤薬局 〒014-0515 （調基１）第153号         平成28年 4月 1日
     仙北市西木町門屋字屋敷田１７０ （か薬）第135号           平成28年 4月 1日
     番 （在薬）第373号           平成17年 1月 1日
     0187-52-5757  (0187-52-5888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48612･4016･4 クオール薬局　田沢湖〒014-1201 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     店 仙北市田沢湖生保内字水尻５１番 （調）第133号             平成28年12月 1日
     0187-43-9189  (0187-43-9190) （在調）第35号            平成26年11月 1日
     （か薬）第197号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第690号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48712･4018･0 なの花薬局　角館店 〒014-0377 （調基１）第551号         平成29年 4月 1日
     仙北市角館町西田９９－３ （後発調２）第398号       平成29年 8月 1日
     0187-49-6266  (0187-49-6267) （か薬）第335号           平成29年11月 1日
     （在薬）第795号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48812･4019･8 佐野薬局　角館店 〒014-0376 （調基１）第550号         平成29年 4月 1日
     仙北市角館町西下タ野１７－１ （後発調２）第390号       平成29年 7月 1日
     0187-49-6789  (0187-49-6788) （在薬）第794号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48912･4020･6 アイン薬局　角館店 〒014-0377 （調基２）第30号          平成29年 3月29日
     仙北市角館町西田９９－１ （後発調２）第364号       平成29年 3月29日
     0187-55-5887  (0187-55-5893) （か薬）第282号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第793号           平成29年 3月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49012･4021･4 角館オープン薬局 〒014-0377 （調基１）第549号         平成29年 3月29日
     仙北市角館町西田６１－３ （後発調２）第365号       平成29年 3月29日
     0187-52-1800  (0187-52-1801) （か薬）第314号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第792号           平成29年 3月29日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49112･4022･2 合資会社　ミナミ薬局〒014-0376 （調基１）第565号         平成29年 5月 1日
     仙北市角館町西下タ野７９－６ （後発調２）第377号       平成29年 5月 1日
     0187-54-1548  (0187-54-1548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49213･4002･2 白崎薬局 〒018-0106 （調基１）第16号          平成28年 4月 1日
     にかほ市象潟町字五丁目塩越１４ （在薬）第157号           平成 7年 9月 1日
     ７－１
     0184-43-3007  (0184-43-3947)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49313･4003･0 象潟調剤薬局 〒018-0115 （調基１）第397号         平成28年 4月 1日
     にかほ市象潟町後田２７－１ （調）第68号              平成28年 4月 1日
     0184-43-4655  (0184-43-5712) （後発調２）第291号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第69号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第158号           平成 7年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49413･4006･3 にかほ調剤薬局 〒018-0402 （調基１）第7号           平成28年 4月 1日
     にかほ市平沢字行ヒ森２－５ （調）第15号              平成28年 4月 1日
     0184-62-8060  (0184-37-3715) （後発調１）第413号       平成28年 4月 1日
     （在調）第37号            平成26年12月 1日
     （か薬）第94号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第419号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49513･4010･5 ねむの木調剤薬局 〒018-0112 （調基１）第246号         平成28年 4月 1日
     にかほ市象潟町家の後５４番３ （後発調２）第311号       平成28年 9月 1日
     0184-43-2000  (0184-43-2060) （か薬）第271号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第340号           平成15年10月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49613･4012･1 こうめ調剤薬局 〒018-0119 （調基１）第3号           平成28年 4月 1日
     にかほ市象潟町三丁目塩越１５０ （後発調２）第270号       平成28年 6月 1日
     0184-33-8720  (0184-33-8721) （か薬）第217号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第541号           平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49713･4014･7 大越調剤薬局　このう〒018-0311 （調基１）第306号         平成28年 4月 1日
     ら店 にかほ市金浦字古賀の田４－５７ （調）第90号              平成28年 5月 1日
     0184-74-3988  (0184-74-3989) （後発調２）第249号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第201号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第673号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49813･4015･4 とのがい調剤薬局 〒018-0402 （調基１）第403号         平成28年 4月 1日
     にかほ市平沢字中町６９ （後発調１）第385号       平成28年 4月 1日
     0184-35-3008  (0184-35-2888) （在薬）第681号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49913･4016･2 池田薬局　きさかた店〒018-0112 （調基１）第522号         平成28年10月 1日
     にかほ市象潟町字家ノ後６５－２ （調）第123号             平成28年10月 1日
     ６ （後発調２）第327号       平成28年10月 1日
     0184-62-9090  (0184-62-9091) （か薬）第254号           平成28年10月 1日
     （在薬）第760号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50013･4017･0 さくら調剤薬局 〒018-0104 （調基１）第545号         平成28年12月26日
     にかほ市象潟町字狐森１０１－８ （後発調１）第582号       平成28年12月26日
     0184-43-4527  (0184-32-5114) （か薬）第274号           平成28年12月26日
     （在薬）第788号           平成28年12月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50113･4018･8 つちだ調剤薬局 〒018-0402 （調基１）第574号         平成29年10月 1日
     にかほ市平沢字坂ノ下１００－１ （後発調１）第616号       平成29年10月 1日
     0184-35-4193  (0184-35-3741)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50220･4003･5 すみれ調剤薬局　小坂〒017-0202 （調基１）第345号         平成28年 4月 1日
     店 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２５ （調）第135号             平成28年12月 1日
     番地１ （後発調１）第504号       平成28年 7月 1日
     0186-29-5121  (0186-29-5122) （か薬）第232号           平成28年10月 1日
     （在薬）第228号           平成11年 4月 1日
     （在薬）第754号           平成28年 9月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50321･4043･9 有限会社サンメディカ〒018-4421 （調基１）第51号          平成28年 4月 1日
     ルこあに薬局 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川 （後発調１）第449号       平成28年 5月 1日
     原７０－１ （後発調２）第344号       平成29年 1月 1日
     0186-60-9393  (0186-60-9394) （か薬）第227号           平成28年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50422･4002･3 大陽堂薬局 〒018-2104 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     山本郡三種町鹿渡東二本柳３５番
     地
     0185-87-4800  (0185-87-2305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50522･4014･8 天真堂薬局 〒018-2641 （調基１）第427号         平成28年 4月 1日
     山本郡八峰町八森中浜２３－２ （在薬）第269号           平成12年 4月 1日
     0185-77-2518  (0185-70-4015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50622･4015･5 皆川薬局 〒018-2501 （調基１）第413号         平成28年 4月 1日
     山本郡八峰町峰浜水沢字稲荷堂後 （調）第87号              平成28年 4月 1日
     １２０－６ （後発調１）第461号       平成28年 6月 1日
     0185-76-2052  (0185-76-2199) （在調）第69号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第204号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第316号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50722･4017･1 ライナス薬局 〒018-2664 （調基１）第485号         平成28年 4月 1日
     山本郡八峰町八森古屋敷１３番地 （後発調２）第361号       平成29年 3月 1日
     ６ （在調）第5号             平成24年 4月 1日
     0185-70-4160  (0185-70-4170) （在薬）第398号           平成17年11月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50822･4021･3 赤玉薬局　八竜店 〒018-2407 （調基１）第516号         平成28年10月 1日
     山本郡三種町浜田字東浜田１３９ （調）第117号             平成28年10月 1日
     －２ （後発調２）第331号       平成28年10月 1日
     0185-85-4881  (0185-85-4885) （在調）第81号            平成28年10月 1日
     （か薬）第237号           平成28年10月 1日
     （在薬）第780号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50923･4034･4 いわや薬局 〒018-1721 （調基１）第255号         平成28年 4月 1日
     南秋田郡五城目町七倉１１５－１ （在薬）第342号           平成16年 1月 1日
     018-852-2073  (018-852-2083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51023･4035･1 ひかり薬局 〒018-1724 （調基１）第88号          平成28年 4月 1日
     南秋田郡五城目町東磯ノ目２丁目 （後発調２）第253号       平成28年 5月 1日
     １－１９ （か薬）第270号           平成29年 1月 1日
     018-855-1106  (018-855-1107) （在薬）第486号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51123･4037･7 佐藤薬局 〒018-1622 （調基１）第344号         平成28年 4月 1日
     南秋田郡八郎潟町一日市３６６－ （後発調１）第363号       平成28年 4月 1日
     ２ （後発調２）第370号       平成29年 4月 1日
     018-875-2707  (018-875-2714) （在薬）第394号           平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51223･4038･5 えきまえ佐藤薬局 〒018-1614 （調基１）第343号         平成28年 4月 1日
     南秋田郡八郎潟町中田６７－２１ （後発調２）第298号       平成28年 6月 1日
     018-854-4466  (018-854-4467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51323･4041･9 おおがたむら調剤薬局〒010-0443 （調基１）第42号          平成28年 4月 1日
     南秋田郡大潟村中央１－５ （後発調１）第562号       平成28年11月 1日
     0185-45-3172  (0185-45-2961) （か薬）第193号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第484号           平成20年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51423･4043･5 きりん薬局 〒018-1605 （調基１）第378号         平成28年 4月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保９９ （調）第142号             平成29年 3月 1日
     －２ （後発調２）第422号       平成30年 1月 1日
     018-855-4199  (018-855-4189) （在調）第115号           平成29年10月 1日
     （か薬）第194号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第677号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51523･4044･3 きゃどっこ薬局 〒018-1722 （調基１）第393号         平成28年 4月 1日
     南秋田郡五城目町字鵜ノ木３４番 （後発調２）第279号       平成28年 7月 1日
     地
     018-852-3340  (018-852-9290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51623･4045･0 日本調剤　湖東薬局 〒018-1605 （調基１）第434号         平成28年 4月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保３７ （調）第80号              平成28年 4月 1日
     －７ （後発調２）第217号       平成28年 4月 1日
     018-855-4193  (018-855-4156) （在調）第47号            平成27年11月 1日
     （か薬）第93号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第732号           平成27年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51723･4047･6 池田薬局ことう店 〒018-1605 （調基１）第533号         平成28年10月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保３７ （調）第126号             平成28年10月 1日
     －６ （後発調２）第395号       平成29年 8月 1日
     018-855-4333  (018-855-4334) （在調）第91号            平成28年10月 1日
     （か薬）第243号           平成28年10月 1日
     （在薬）第773号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51823･4048･4 佐野薬局　五城目店 〒018-1704 （調基１）第584号         平成29年12月 4日
     南秋田郡五城目町字石田六ヶ村堰 （調）第181号             平成29年12月 4日
     添９７番地５ （後発調１）第622号       平成29年12月 4日
     018-855-1121  (018-855-1123) （か薬）第345号           平成29年12月 4日
     （在薬）第811号           平成29年12月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51926･4034･7 清水堂薬局 〒019-1402 （調基１）第257号         平成28年 4月 1日
     仙北郡美郷町野中字宮崎８７番地 （在薬）第168号           平成 7年 9月 1日
     ３
     0187-84-0011  (0187-84-0411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52026･4060･2 六郷さいた薬局 〒019-1404 （調基１）第406号         平成28年 4月 1日
     仙北郡美郷町六郷字馬町６０番地 （調）第88号              平成28年 5月 1日
     0187-84-2825  (0187-84-2820) （後発調２）第262号       平成28年 6月 1日
     （在調）第80号            平成28年10月 1日
     （か薬）第139号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第363号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52126･4061･0 みさと薬局 〒019-1404 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     仙北郡美郷町六郷八百刈１４９ （後発調１）第399号       平成28年 4月 1日
     0187-84-3071  (0187-84-3072) （在薬）第465号           平成19年 3月30日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52228･4014･5 きむら薬局 〒012-1131 （調基１）第162号         平成28年 4月 1日
     雄勝郡羽後町西馬音内字本町３０ （在薬）第275号           平成12年 4月 1日
     番２号
     0183-62-1237  (0183-62-3989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52328･4019･4 日本調剤　羽後薬局 〒012-1100 （調基１）第435号         平成28年 4月 1日
     雄勝郡羽後町南西馬音内１６９－ （調）第77号              平成28年 4月 1日
     ３ （後発調１）第534号       平成28年 9月 1日
     0183-78-4200  (0183-78-4202) （在調）第50号            平成27年12月 1日
     （か薬）第156号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第437号           平成18年 9月15日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[秋田県]
全医療機関出力
[平成30年 2月 1日現在　薬局] 平成30年 3月 1日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52428･4020･2 あおば調剤薬局　羽後〒012-1100 （調基１）第161号         平成28年 4月 1日
     店 雄勝郡羽後町南西馬音内１７１番 （在薬）第438号           平成18年 9月15日
     地３
     0183-78-7123  (0183-62-5226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52528･4021･0 羽後調剤薬局 〒012-1131 （調基１）第383号         平成28年 4月 1日
     雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道４ （在薬）第436号           平成18年 9月15日
     ４－６
     0183-78-4123  (0183-78-4124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52628･4022･8 クオール薬局うごまち〒012-1100 （調基１）第488号         平成28年 4月 1日
     店 雄勝郡羽後町稲荷９４－２ （調）第184号             平成30年 2月 1日
     0183-78-4330  (0183-78-4331) （後発調２）第400号       平成29年 9月 1日
     （在調）第114号           平成29年10月 1日
     （か薬）第349号           平成30年 2月 1日
     （在薬）第496号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52728･4023･6 東成瀬調剤薬局 〒019-0801 （調基１）第451号         平成28年 4月 1日
     雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下２ （後発調２）第259号       平成28年 5月 1日
     ４番地７ （在調）第100号           平成29年 4月 1日
     0182-47-2105  (0182-47-2106) （か薬）第307号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第656号           平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


