
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,133,7 和光堂薬局 〒336-0018 （後発調１）第2748号      平成28年 6月 1日
     さいたま市南区南本町１－１６－
     ９
     048-838-0521  (048-838-0528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,176,6 有限会社　旭薬局 〒336-0024 （後発調１）第2012号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区根岸３－１－４
     048-862-1191  (048-863-0284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,190,7 ヒューマン薬局 〒330-0064 （後発調１）第2778号      平成28年 6月 1日
     さいたま市浦和区岸町６－４－１
     ６
     048-825-2755  (048-825-3129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,204,6 セキグチ薬局 〒330-0061 （後発調１）第2013号      平成28年 4月 1日
     さいたま市浦和区常盤９－３２－
     １７
     048-822-0903  (048-822-0904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,206,1 おぶさと薬局 〒336-0911 （後発調１）第3155号      平成29年 3月 1日
     さいたま市緑区三室２６２４－４
     048-876-0361  (048-876-0364)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6020,059,2 株式会社　カトー薬院〒332-0012 （後発調１）第2005号      平成28年 4月 1日
     川口市本町４－１－１１
     048-222-3314  (048-222-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7020,101,2 堀口薬局 〒333-0844 （後発調１）第2006号      平成28年 4月 1日
     川口市上青木３－１－４
     (65)5511      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8020,119,4 株式会社　郡司薬局 〒332-0022 （後発調１）第2016号      平成28年 4月 1日
     川口市仲町１７－３
     048-252-4321  (048-252-4320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9020,137,6 川口ライフ薬局 〒332-0016 （後発調１）第2785号      平成28年 6月 1日
     川口市幸町２－８－３８ＫＴビル
     １０２
     048-257-2226  (048-257-0174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10020,142,6 有限会社　ハトリ薬局〒332-0002 （後発調１）第2017号      平成28年 4月 1日
     川口市弥平１－６－１０
     048-225-0059  (048-222-0214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11020,155,8 株式会社　福原薬局 〒332-0034 （後発調１）第2648号      平成28年 4月 1日
     川口市並木２－１－１９
     048-251-7220  (048-251-7220)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12020,156,6 有限会社　いずみ薬局〒332-0004 （後発調１）第2806号      平成28年 7月 1日
     川口市領家２－２６－５
     048-225-1193  (048-225-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13020,173,1 江川薬局 〒332-0006 （後発調１）第2018号      平成28年 4月 1日
     川口市末広１－２０－１２
     048(222)6723  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14020,192,1 コスモス薬局 〒333-0844 （後発調１）第2870号      平成28年 8月 1日
     川口市上青木２－５０－２１
     048-262-8496  (048-262-8497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15020,196,2 有限会社　金子薬局 〒332-0034 （後発調１）第2007号      平成28年 4月 1日
     川口市並木４－３－２５
     048-252-6574  (048-252-6732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16020,209,3 西川口薬局 〒332-0034 （後発調１）第3493号      平成30年 2月 1日
     川口市並木２－１－１１石井ビル
     ２Ｆ
     048-254-9087  (048-254-8077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17020,250,7 マルシン薬局 〒332-0017 （後発調１）第2010号      平成28年 4月 1日
     川口市栄町２－２－１０コスモ川
     口ロイヤルフォルム１０１号
     048-253-2723  (048-253-2724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18020,278,8 川口薬剤師会中央薬局〒332-0012 （後発調１）第2022号      平成28年 4月 1日
     川口市本町３－３－８
     048-224-5357  (048-224-5358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19020,284,6 有限会社　ちとせ薬局〒333-0833 （後発調１）第2023号      平成28年 4月 1日
     川口市西新井宿竹下２３７－４
     048-285-4601  (048-285-4602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20020,298,6 サンリツ薬局　西新井〒333-0833 （後発調１）第2025号      平成28年 4月 1日
     宿店 川口市大字西新井宿２３８－５
     048-288-6880  (048-288-6889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21020,302,6 ウエルシア薬局　川口〒332-0017 （後発調１）第3448号      平成30年 1月 1日
     栄町店 川口市栄町１－１９－１５
     048-241-5412  (048-241-5413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22020,312,5 クニサキ薬局　中青木〒332-0032 （後発調１）第2026号      平成28年 4月 1日
     店 川口市中青木１－４－２０
     048-240-3011  (048-240-3012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23020,337,2 グリーンファーマシー〒332-0011 （後発調１）第2031号      平成28年 4月 1日
     薬局 川口市元郷２－１５－４
     048-227-4922  (048-227-4923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24020,338,0 フクロー薬局 〒333-0855 （後発調１）第2032号      平成28年 4月 1日
     川口市芝西２－２７－１６　ＳＳ
     ビル１Ｆ
     048-263-2960  (048-424-2990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25020,343,0 ウエルシア薬局　川口〒333-0862 （後発調１）第2813号      平成28年 7月 1日
     北園店 川口市北園町１－１０
     048-263-4855  (048-263-4866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26020,346,3 マンモス薬局 〒332-0006 （後発調１）第2422号      平成28年 4月 1日
     川口市末広３－４－２４
     048-423-0053  (048-423-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27020,360,4 るふと薬局 〒334-0074 （後発調１）第2795号      平成28年 6月 1日
     川口市江戸３－１５－２０
     048-283-6939  (048-283-6882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28020,377,8 イオン薬局　川口店 〒333-0834 （後発調１）第2528号      平成28年 4月 1日
     川口市安行領根岸字外谷田３１８
     ０－１
     048-282-6438  (048-282-6439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29020,396,8 川口メロン薬局 〒332-0031 （後発調１）第3134号      平成29年 2月 1日
     川口市青木２－５－５
     048-229-5567  (048-229-5579)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30020,398,4 さくら薬局　蕨駅前店〒333-0851 （後発調１）第2040号      平成28年 4月 1日
     川口市芝新町４－７　明和ビル１
     Ｆ
     048-269-1911  (048-269-1913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31020,411,5 すみれ薬局 〒332-0034 （後発調１）第2972号      平成28年 9月 1日
     川口市並木１丁目９番２号
     048-234-7900  (048-234-1228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32020,412,3 あけぼの薬局　川口店〒333-0844 （後発調１）第2042号      平成28年 4月 1日
     川口市上青木４－２－３
     048-264-1151  (048-261-1370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33020,422,2 川口薬剤師会センター〒333-0833 （後発調１）第2045号      平成28年 4月 1日
     薬局 川口市西新井宿２３６－８
     048-285-1661  (048-285-1652)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   34020,442,0 ひので薬局 〒332-0032 （後発調１）第2051号      平成28年 4月 1日
     川口市中青木２－１５－３４　サ
     ンライズ中青木メディカルモール
     １０２　
     048-240-6711  (048-240-6712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35020,450,3 あしたば薬局　川口店〒332-0015 （後発調１）第3401号      平成29年11月 1日
     川口市川口６－１－４５
     048-255-4193  (048-255-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36020,464,4 薬局ユニファー 〒332-0034 （後発調１）第3174号      平成29年 4月 1日
     川口市並木３－９－６
     048-299-6167  (048-299-6276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37020,467,7 薬局トモズ　川口店 〒332-0023 （後発調１）第3210号      平成29年 4月 1日
     川口市飯塚２－２－１　ライオン
     ズプラザ川口１階
     048-271-9886  (048-240-1970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38020,484,2 パル薬局　川口店 〒332-0032 （後発調１）第2060号      平成28年 4月 1日
     川口市中青木３－９－１－１０２
     048-256-0001  (048-256-0031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39020,494,1 アイセイ薬局　川口前〒333-0842 （後発調１）第3486号      平成30年 2月 1日
     川店 川口市前川１－１－５３
     048-264-5061  (048-264-5062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40020,496,6 アイセイ薬局　川口駅〒332-0015 （後発調１）第3062号      平成28年10月 1日
     西口店 川口市川口６－２－１－１Ｆ
     048-271-4600  (048-257-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41020,501,3 とちのき薬局　川口朝〒332-0001 （後発調１）第3354号      平成29年 9月 1日
     日店 川口市朝日２－１－３５
     048-224-1111  (048-224-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42020,506,2 みすみ薬局　前上店 〒333-0843 （後発調１）第3348号      平成29年 8月 1日
     川口市前上町３２－３３
     048-261-4861  (048-261-4866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43020,510,4 アイン薬局　アリオ川〒332-0033 （後発調１）第3470号      平成29年12月 1日
     口店 川口市並木元町１－７９
     048-257-2539  (048-257-2540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44030,093,9 きのした薬局　有限会〒331-0802 （後発調１）第2061号      平成28年 4月 1日
     社 さいたま市北区本郷町１０６７－
     ２
     048-664-2328  (048-666-2031)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   45030,111,9 岸田薬局 〒331-0054 （後発調１）第2073号      平成28年 4月 1日
     さいたま市西区大字島根字宮前５
     １２
     048-624-9301  (048-623-4793)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46030,153,1 日本調剤　大宮薬局 〒330-0834 （後発調１）第2855号      平成28年 7月 1日
     さいたま市大宮区天沼町１－４２
     ６－１
     048-648-6159  (048-648-6179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47030,168,9 有限会社　野口薬局 〒331-0814 （後発調１）第2063号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区東大成町１－５２
     ６
     048-663-3097  (048-653-4800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48030,170,5 コスモ薬局　大宮 〒331-0813 （後発調１）第2833号      平成28年 7月 1日
     さいたま市北区植竹町１－５６１
     －５
     048-651-3800  (048-651-3875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49030,198,6 ひばり薬局 〒337-0008 （後発調１）第2064号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区春岡３丁目４－
     ３
     048-687-2020  (048-687-2020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50030,209,1 エムエム薬局 〒331-0812 （後発調１）第3352号      平成29年 9月 1日
     さいたま市北区宮原町４－４０－
     ７
     048-651-2015  (048-651-2083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51030,230,7 株式会社　細井薬局 〒330-0841 （後発調１）第2066号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区東町２－２０５
     048-641-0733  (048-641-0891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52030,235,6 みぬま薬局 〒337-0041 （後発調１）第1638号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区南中丸１０８
     048-686-9355  (048-686-9366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53030,237,2 中央薬局 〒330-0846 （後発調１）第2658号      平成28年 5月 1日
     さいたま市大宮区大門町３－２０
     ５　新井ビル１Ｆ
     048-641-0566  (048-641-0566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54030,242,2 川田薬局 〒331-0812 （後発調１）第2072号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区宮原町３－５６２
     048-665-8596  (048-654-9369)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   55030,256,2 ウエルシア東大宮薬局〒337-0051 （後発調１）第1702号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区東大宮５丁目１
     ４－５
     048-688-9888  (048-682-4811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56030,259,6 うさぎ薬局 〒330-0856 （後発調１）第2071号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区三橋１丁目１３
     ４９番２
     048-631-0211  (048-631-0212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57030,264,6 あさひ調剤薬局　七里〒337-0012 （後発調１）第1636号      平成28年 4月 1日
     店 さいたま市見沼区東宮下２７２－
     ５
     048-689-1193  (048-689-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58040,078,8 タカノ薬局 〒350-1165 （後発調１）第2074号      平成28年 4月 1日
     川越市南台２－１３－１３
     049-245-2330  (049-245-9311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59040,108,3 三陽薬局 〒350-0806 （後発調１）第2075号      平成28年 4月 1日
     川越市大字天沼新田３０７－７
     049-234-6583  (049-234-6584)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60040,119,0 ひかり薬局 〒350-1175 （後発調１）第3084号      平成28年12月 1日
     川越市笠幡３７２２－１１
     049-234-2926  (049-234-2941)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61040,137,2 クオール薬局　やまぶ〒350-1124 （後発調１）第2077号      平成28年 4月 1日
     き店 川越市新宿町４－３－１２
     049-240-4000  (049-241-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62040,163,8 香雲堂　庄司薬局 〒350-1122 （後発調１）第2080号      平成28年 4月 1日
     川越市脇田町５－６
     049-229-5535  (049-229-5536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63040,174,5 ナイス薬局 〒350-0056 （後発調１）第2082号      平成28年 4月 1日
     川越市松江町２－８－３
     049-228-3939  (049-228-3399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64040,176,0 イルカ薬局　六軒町店〒350-0041 （後発調１）第2880号      平成28年 7月 1日
     川越市六軒町二丁目１２－１
     049-229-0881  (049-229-0882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65040,179,4 六軒町薬局 〒350-0041 （後発調１）第2084号      平成28年 4月 1日
     川越市六軒町１－１４－２
     0492-27-8155  (0492-27-8152)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   66040,180,2 本町薬局 〒350-1175 （後発調１）第2868号      平成28年 8月 1日
     川越市笠幡２０８０－４
     049-237-0866  (049-237-0867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67040,185,1 かしのき薬局 〒350-1165 （後発調１）第2087号      平成28年 4月 1日
     川越市南台２－１３－７　２１ビ
     ル　１階
     049-249-4145  (049-249-4155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68040,186,9 小江戸薬局 〒350-1123 （後発調１）第2088号      平成28年 4月 1日
     川越市脇田本町１１－３６三田ビ
     ル　１Ｆ
     049-249-6660  (049-249-6661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69040,197,6 ウエルシア薬局　川越〒350-1101 （後発調１）第2809号      平成28年 7月 1日
     的場店 川越市的場１－１５－９
     049-239-7190  (049-239-7191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70040,198,4 三愛薬局　並木新町店〒350-0024 （後発調１）第2089号      平成28年 4月 1日
     川越市並木新町１６番地７
     049-235-6077  (049-235-6097)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71040,203,2 ウエルシア薬局　川越〒350-0034 （後発調１）第2893号      平成28年 8月 1日
     仙波店 川越市仙波町３－１－２
     049-227-5290  (049-227-5291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72040,221,4 イルカ薬局　新河岸駅〒350-1133 （後発調１）第2090号      平成28年 4月 1日
     前店 川越市砂９１５－６
     049-246-9020  (049-246-9032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73040,227,1 ウェルパーク薬局　川〒350-1108 （後発調１）第3406号      平成29年11月 1日
     越伊勢原店 川越市伊勢原町３－２　いなげや
     内
     049-239-5707  (049-239-5708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74040,228,9 クオール薬局　あすな〒350-0034 （後発調１）第2091号      平成28年 4月 1日
     ろ店 川越市仙波町２丁目９－３
     049-225-8686  (049-225-8688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75040,229,7 クオール薬局　ユーカ〒350-1167 （後発調１）第2921号      平成28年 8月 1日
     リ店 川越市大字大袋新田９７３－１
     049-248-2211  (049-248-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76040,230,5 クオール薬局　あらじ〒350-1124 （後発調１）第2680号      平成28年 5月 1日
     ゅく店 川越市新宿町２丁目２番地１５
     049-291-2051  (049-291-2052)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   77040,231,3 あおい調剤薬局　川越〒350-0844 （後発調１）第2092号      平成28年 4月 1日
     鴨田店 川越市鴨田２００１－１
     049-229-3933  (049-229-3934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78040,237,0 オリーブ薬局 〒350-0809 （後発調１）第2842号      平成28年 7月 1日
     川越市大字鯨井新田７－１
     049-292-1388  (049-237-1090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79040,239,6 彩葉薬局 〒350-0046 （後発調１）第2096号      平成28年 4月 1日
     川越市菅原町１７番地１アーバン
     ライフビルディング１Ｆ
     049-227-5261  (049-227-5262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80040,247,9 アイリス調剤薬局 〒350-0066 （後発調１）第2666号      平成28年 5月 1日
     川越市連雀町２０番地２
     049-237-7610  (049-237-7615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81040,249,5 あやめ薬局　川越店 〒350-0021 （後発調１）第2657号      平成28年 5月 1日
     川越市大中居５７３番地１
     049-230-1885  (049-230-1886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82040,252,9 みやこ薬局　南古谷店〒350-0011 （後発調１）第2099号      平成28年 4月 1日
     川越市大字久下戸４８番地１
     049-235-6699  (049-235-6695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83040,258,6 ヒロ薬局　川越店 〒350-1124 （後発調１）第2102号      平成28年 4月 1日
     川越市新宿町１－１－１３　大谷
     ビル１階
     049-291-2101  (049-291-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84040,264,4 海の子薬局 〒350-1107 （後発調１）第2103号      平成28年 4月 1日
     川越市的場新町１７番地７
     049-239-1213  (049-231-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85040,270,1 ちろ薬局 〒350-1141 （後発調１）第2105号      平成28年 4月 1日
     川越市大字寺尾８８番地１
     049-293-4529  (049-293-4539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86040,273,5 ダリヤ川越薬局 〒350-1123 （後発調１）第3150号      平成29年 3月 1日
     川越市脇田本町２５番地１８　脇
     田本町ビル２階
     049-240-6085  (049-240-6086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87040,279,2 あおい調剤薬局　川越〒350-1163 （後発調１）第3322号      平成29年 8月 1日
     よつや店 川越市四都野台１５番地６
     049-293-3981  (049-293-3982)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   88040,283,4 鈴木薬局　新富町店 〒350-0043 （後発調１）第2836号      平成28年 7月 1日
     川越市新富町二丁目４番地３　木
     村屋ビル３Ｆ
     049-299-8025  (049-299-8025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89040,284,2 ことぶき薬局　本川越〒350-0035 （後発調１）第3148号      平成29年 2月 1日
     店 川越市西小仙波町一丁目５番地７
     049-222-5502  (049-222-5503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90040,287,5 クオール薬局　本川越〒350-0042 （後発調１）第3204号      平成29年 4月 1日
     店 川越市中原町一丁目１１番地３５
     　
     049-227-0089  (049-227-0090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91040,290,9 三愛薬局 〒350-0021 （後発調１）第3509号      平成30年 3月 1日
     川越市大字大中居１１１番地４　
     049-236-0070  (049-236-1789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92040,297,4 加藤薬局　笠幡店 〒350-1175 （後発調１）第3038号      平成28年11月 1日
     川越市大字笠幡７９番地１２７
     049-298-5375  (049-298-5376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93040,307,1 そうごう薬局　本川越〒350-0044 （後発調１）第2935号      平成28年 8月 1日
     店 川越市通町５番地１９
     049-225-4822  (049-225-4833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94040,311,3 ウエルシア薬局　鶴ヶ〒350-0809 （後発調１）第3104号      平成29年 1月 1日
     島駅西口店 川越市大字鯨井新田３番地１
     049-237-5811  (049-237-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95040,316,2 アイリス調剤薬局　川〒350-1110 （後発調１）第3387号      平成29年11月 1日
     越インター店 川越市豊田町三丁目１１番地３
     049-257-6901  (049-257-6902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96040,327,9 アズマ薬局　霞ヶ関店〒350-1102 （後発調１）第3195号      平成29年 4月 1日
     川越市的場北１丁目２番地１１　
     カーザフェリーチェ１０１
     049-277-5341  (049-277-5342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97040,328,7 ウエルシア薬局　川越〒350-1138 （後発調１）第3480号      平成30年 2月 1日
     中台元町店 川越市中台元町１丁目２５番地１
     049-249-0223  (049-249-0224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98050,020,7 有限会社　ミヨシヤ薬〒346-0106 （後発調１）第3235号      平成29年 6月 1日
     局 久喜市菖蒲町菖蒲３０９
     0480-85-0174  (0480-85-3555)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   99060,012,2 シマズ薬局 〒344-0064 （後発調１）第3456号      平成30年 1月 1日
     春日部市南５－１－５
     048-735-3849  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100060,018,9 有限会社　イタクラ薬〒344-0032 （後発調１）第2123号      平成28年 4月 1日
     局 春日部市備後東８－４７－１
     048-736-1957  (048-736-1997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101060,034,6 たきざわ薬局 〒344-0063 （後発調１）第2124号      平成28年 4月 1日
     春日部市緑町６－１－３
     0487-35-7076  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102060,088,2 豊春セントラル薬局 〒344-0041 （後発調１）第2126号      平成28年 4月 1日
     春日部市増富字本田耕地９６－９
     048-754-0569  (048-754-0569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103060,096,5 青葉薬局 〒344-0064 （後発調１）第2719号      平成28年 5月 1日
     春日部市南２－６－２８
     048-738-2011  (048-738-9332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104060,098,1 有限会社　森田薬局支〒344-0021 （後発調１）第2127号      平成28年 4月 1日
     店　調剤薬局　モリタ春日部市大場７７７－７
     048-736-6646  (048-736-6646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105060,110,4 ウエルシア春日部西口〒344-0067 （後発調１）第1701号      平成28年 4月 1日
     薬局 春日部市中央１－８－９
     048-752-7966  (048-760-1480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106060,116,1 クオール薬局　武里店〒344-0022 （後発調１）第3036号      平成28年11月 1日
     春日部市大畑２３７
     048-731-0139  (048-731-0140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107060,129,4 薬局アイアム 〒344-0046 （後発調１）第2129号      平成28年 4月 1日
     春日部市上蛭田５１－１
     048-754-0720  (048-754-0885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108060,133,6 かもめ薬局 〒344-0023 （後発調１）第2423号      平成28年 4月 1日
     春日部市大枝４２０ー７
     048-738-2078  (048-738-2078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109060,143,5 アイビー薬局　大枝店〒344-0023 （後発調１）第2130号      平成28年 4月 1日
     春日部市大枝３１４－１
     048-733-2414  (048-733-2415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110060,144,3 カワチ薬局　春日部店〒344-0066 （後発調１）第2720号      平成28年 5月 1日
     春日部市豊町３－１１－２
     048-731-7202  (048-731-7203)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  111060,147,6 ウエルシア薬局　春日〒344-0011 （後発調１）第2812号      平成28年 7月 1日
     部藤塚店 春日部市藤塚２３７１番１
     048-731-7941  (048-731-7943)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112060,150,0 めじろ薬局 〒344-0035 （後発調１）第2132号      平成28年 4月 1日
     春日部市谷原新田５６５－１
     048-733-3100  (048-733-3100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113060,151,8 セキ薬局　春日部中央〒344-0067 （後発調１）第2133号      平成28年 4月 1日
     店 春日部市中央３－１１－２
     048-755-7150  (048-755-7150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114060,155,9 健康堂薬局 〒344-0062 （後発調１）第3165号      平成29年 3月 1日
     春日部市粕壁東１－２１－４
     048-754-6661  (048-755-0661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115060,158,3 ウエルシア薬局　春日〒344-0007 （後発調１）第1705号      平成28年 4月 1日
     部八丁目店 春日部市小渕１０７－４
     048-753-2371  (048-753-2377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116060,169,0 あいあい薬局　米島店〒344-0115 （後発調１）第2679号      平成28年 5月 1日
     春日部市米島１４６－１
     048-718-3666  (048-718-3667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117060,175,7 アサヒ薬局 〒344-0021 （後発調１）第1600号      平成28年 4月 1日
     春日部市大場６５８－７
     048-735-5225  (048-738-7405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118060,179,9 有限会社ファーマシー〒344-0046 （後発調１）第2139号      平成28年 4月 1日
     いまい薬局 春日部市上蛭田１４７－１
     048-754-2675  (048-755-0921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119060,181,5 やはら薬局 〒344-0065 （後発調１）第2140号      平成28年 4月 1日
     春日部市谷原３－１２－１
     048-795-6437  (048-795-6438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120060,189,8 クスリの石川薬局 〒344-0023 （後発調１）第2912号      平成28年 9月 1日
     春日部市大枝３５２－３　山口マ
     ンション１０３
     048-734-7491  (048-733-0670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121060,200,3 オリーブ薬局 〒344-0036 （後発調１）第2144号      平成28年 4月 1日
     春日部市下大増新田２６４―１
     048-745-5010  (048-745-5011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  122060,210,2 ドラッグセイムス　春〒344-0021 （後発調１）第3146号      平成29年 2月 1日
     日部大場薬局 春日部市大場９２９－１
     048-731-2523  (048-731-2524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123060,213,6 イオン薬局　春日部店〒344-0122 （後発調１）第2529号      平成28年 4月 1日
     春日部市下柳４２０－１　
     048-872-7611  (048-872-7626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124060,218,5 メディスンショップあ〒344-0011 （後発調１）第2148号      平成28年 4月 1日
     おぞら薬局 春日部市藤塚６０４－１
     048-738-7910  (048-738-7910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125060,230,0 シマズ薬局　武里店 〒344-0025 （後発調１）第2746号      平成28年 6月 1日
     春日部市増田新田３９１－２４
     048-689-3651  (048-738-2610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126060,250,8 フロンティア薬局　春〒344-0111 （後発調１）第3462号      平成30年 1月 1日
     日部庄和店 春日部市上金崎２９番地１
     048-718-1001  (048-718-1002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127060,255,7 オオバ薬局 〒344-0021 （後発調１）第3446号      平成29年10月13日
     春日部市大場１４１５－１
     048-735-3025  (048-738-7693)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128070,057,5 しんあい薬局 〒339-0057 （後発調１）第2931号      平成28年 8月 1日
     さいたま市岩槻区本町２－１１－
     １９
     048-756-8470  (048-756-8470)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129080,062,3 コジマ薬局 〒343-0041 （後発調１）第3361号      平成29年10月 1日
     越谷市千間台西１－１０－９
     048-977-6331  (048-977-6331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130080,113,4 薬局　エムズ 〒343-0845 （後発調１）第3018号      平成28年11月 1日
     越谷市南越谷４－５－２－１０２
     048-989-5700  (048-989-5716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131080,125,8 有限会社　なかざと薬〒343-0023 （後発調１）第2649号      平成28年 4月 1日
     局 越谷市東越谷９－４３
     048-964-8555  (048-964-6888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132080,135,7 有限会社　サイトウ薬〒343-0845 （後発調１）第2659号      平成28年 5月 1日
     局 越谷市南越谷３－１９－１０
     048-966-3954  (048-966-3955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  133080,150,6 ゆうあい薬局 〒343-0808 （後発調１）第2155号      平成28年 4月 1日
     越谷市赤山本町８番地２
     048-964-2400  (048-964-1031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134080,153,0 こども薬局 〒343-0023 （後発調１）第2684号      平成28年 5月 1日
     越谷市東越谷６－７３－２－１Ｆ
     048-962-4744  (048-962-4744)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135080,162,1 Ｒ，センジュドウ薬局〒343-0046 （後発調１）第3296号      平成29年 8月 1日
     越谷市弥栄町１－１０５－１８３
     048-979-5559  (048-979-5674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136080,172,0 薬局アポック　南越谷〒343-0845 （後発調１）第3205号      平成29年 4月 1日
     店 越谷市南越谷２－２－１２　コア
     ーズビル１Ｆ
     048-963-8751  (048-963-8752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137080,182,9 カワチ薬局　千間台店〒343-0041 （後発調１）第2786号      平成28年 6月 1日
     越谷市千間台西１丁目８番１６号
     048-976-8963  (048-976-8965)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138080,195,1 有限会社　アイビーフ〒343-0042 （後発調１）第2158号      平成28年 4月 1日
     ァルマ　アイビー薬局越谷市千間台東１－４－１
     　千間台店 048-973-1682  (048-973-1685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139080,208,2 くすりやシーエス薬局〒343-0001 （後発調１）第2163号      平成28年 4月 1日
     越谷市平方南町６－２
     048-974-1497  (048-975-8435)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140080,213,2 ヤマダ薬局　蒲生支店〒343-0842 （後発調１）第3083号      平成28年12月 1日
     越谷市蒲生旭町１番５８号
     048-990-1151  (048-990-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141080,219,9 薬局くすりの福太郎　〒343-0808 （後発調１）第3142号      平成29年 2月 1日
     越谷店 越谷市赤山本町１１番地２０
     048-969-5657  (048-969-5658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142080,223,1 トミヤマ薬局 〒343-0015 （後発調１）第2167号      平成28年 4月 1日
     越谷市花田１－２２－１
     048-963-6188  (048-963-6192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143080,226,4 有限会社　ひかり薬局〒343-0845 （後発調１）第2168号      平成28年 4月 1日
     越谷市南越谷１－６－６２　コー
     ポ南越谷
     048-989-6555  (048-989-6599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  144080,239,7 ミント薬局　北越谷店〒343-0025 （後発調１）第2171号      平成28年 4月 1日
     越谷市大沢３－２１－２７
     048-951-3702  (048-951-3703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145080,244,7 アイ薬局 〒343-0032 （後発調１）第2867号      平成28年 8月 1日
     越谷市袋山１４０３－１
     048-954-5906  (048-954-5906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146080,253,8 コスモ薬局　越谷 〒343-0808 （後発調１）第3005号      平成28年10月 1日
     越谷市赤山本町１４－７
     048-964-3802  (048-964-3805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147080,263,7 クローバ薬局 〒343-0032 （後発調１）第3315号      平成29年 8月 1日
     越谷市袋山２０４７－２
     048-976-7377  (048-976-7570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148080,269,4 すずらん薬局　相模町〒343-0823 （後発調１）第2673号      平成28年 5月 1日
     店 越谷市相模町３－１１３－１２
     048-940-3991  (048-940-3992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149080,270,2 コスモ薬局　七左 〒343-0857 （後発調１）第3115号      平成29年 1月 1日
     越谷市新越谷１丁目２６番地２
     048-940-3241  (048-940-3251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150080,271,0 あるも薬局 〒343-0023 （後発調１）第2178号      平成28年 4月 1日
     越谷市東越谷９－１２８
     048-940-2601  (048-940-2602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151080,272,8 アサヒ薬局　北越谷店〒343-0026 （後発調１）第2179号      平成28年 4月 1日
     越谷市北越谷２－３２－１　セン
     トローズ１階Ｂ号
     048-971-0263  (048-971-0263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152080,277,7 ニコニコ薬局 〒343-0807 （後発調１）第2646号      平成28年 4月 1日
     越谷市赤山町１－１９８－１
     048-940-3715  (048-940-3716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153080,278,5 イオン薬局　せんげん〒343-0041 （後発調１）第3170号      平成29年 4月 1日
     台店 越谷市千間台西３－２－１２
     048-912-0415  (048-912-0417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154080,289,2 オレンジ薬局　相模町〒343-0823 （後発調１）第3147号      平成29年 2月 1日
     店 越谷市相模町５－１８０－２　
     048-972-6515  (048-972-6516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  155080,299,1 コスモ薬局　越谷東 〒343-0821 （後発調１）第2185号      平成28年 4月 1日
     越谷市瓦曽根２－１－２７
     048-960-3810  (048-960-3820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156080,305,6 レモン薬局　下間久里〒343-0045 （後発調１）第2924号      平成28年 8月 1日
     店 越谷市下間久里９９８－１
     048-979-9362  (048-979-9364)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157080,307,2 ツカサ薬局　千間台店〒343-0041 （後発調１）第2832号      平成28年 7月 1日
     越谷市千間台西１－９－１３
     048-973-3711  (048-978-8060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158080,318,9 イオン薬局　南越谷店〒343-0845 （後発調１）第3289号      平成29年 7月 1日
     越谷市南越谷１－２８７６－１　
     048-911-3203  (048-911-3275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159080,321,3 薬局マツモトキヨシ　〒343-0845 （後発調１）第3201号      平成29年 4月 1日
     新越谷駅プラザ館店 越谷市南越谷１－１１－４　新越
     谷ヴァリエプラザ館１階
     048-961-5080  (048-961-5080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160080,322,1 調剤薬局マツモトキヨ〒343-0845 （後発調１）第3371号      平成29年10月 1日
     シ　新越谷店 越谷市南越谷２－１－３９
     048-969-2551  (048-969-2551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161080,324,7 アイセイ薬局　新越谷〒343-0845 （後発調１）第3465号      平成30年 1月 1日
     店 越谷市南越谷４－９－５　クリニ
     ックステーション新越谷１Ｆ
     048-990-5558  (048-986-3800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162080,329,6 さくら薬局 〒343-0045 （後発調１）第3214号      平成29年 3月 1日
     越谷市下間久里７３８－３
     048-970-2028  (048-970-2029)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163080,331,2 オレンジ薬局　東越谷〒343-0023 （後発調１）第3238号      平成29年 4月 1日
     店 越谷市東越谷２－６－１７　
     048-940-6370  (048-940-6371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164080,335,3 ウエルシア薬局　越谷〒343-0027 （後発調１）第3506号      平成30年 3月 1日
     大房店 越谷市大房１１０８－１
     048-970-8480  (048-970-8481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165090,035,7 さくら薬局 〒346-0003 （後発調１）第2913号      平成28年 9月 1日
     久喜市久喜中央１－８－１３
     0480-24-3832  (0480-24-3831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  166090,051,4 薬局ユー・ファーマシ〒346-0005 （後発調１）第2188号      平成28年 4月 1日
     ー 久喜市本町１－９－８
     0480-22-8887  (0480-22-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167090,062,1 アイリス薬局 〒346-0016 （後発調１）第2190号      平成28年 4月 1日
     久喜市久喜東３－２３－２０
     0480-29-3310  (0480-29-3312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168090,064,7 なのはな薬局 〒346-0011 （後発調１）第2191号      平成28年 4月 1日
     久喜市青毛１１００－４
     0480-25-4050  (0480-23-3706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169090,067,0 フラワー薬局　久喜店〒346-0003 （後発調１）第3380号      平成29年10月 1日
     久喜市久喜中央３－６－３
     0480-29-1871  (0480-29-1872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170090,090,2 ＪＵＳＴドラッグ　南〒349-1117 （後発調１）第2859号      平成28年 7月 1日
     栗橋薬局 久喜市南栗橋４－１４－１
     0480-55-1296  (0480-55-1248)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171090,093,6 カレン薬局　鷲宮店 〒340-0217 （後発調１）第2195号      平成28年 4月 1日
     久喜市鷲宮４－５－２２
     048-058-9288  (048-058-9413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172090,094,4 ハロー薬局　久喜 〒340-0206 （後発調１）第2196号      平成28年 4月 1日
     久喜市西大輪１９２４－５
     0480-31-8762  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173090,098,5 セキ薬局　イトーヨー〒346-0003 （後発調１）第3466号      平成30年 1月 1日
     カドー久喜店 久喜市久喜中央４－９－１１－５
     Ｆ
     0480-28-0500  (0480-28-0500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174090,100,9 すばる薬局 〒346-0003 （後発調１）第3063号      平成28年10月 3日
     久喜市久喜中央２－８－２１　高
     橋ビル１Ｆ
     0480-31-8345  (0480-31-8346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175090,102,5 カワチ薬局　久喜店 〒346-0003 （後発調１）第3469号      平成30年 1月 1日
     久喜市久喜中央１－１５－５８
     0480-29-0130  (0480-29-0131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176090,103,3 きりん薬局　久喜本町〒346-0005 （後発調１）第3298号      平成29年 6月 1日
     店 久喜市本町１－１－３７　
     0480-26-1250  (0480-24-7278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  177090,112,4 さくら薬局　東鷲宮店〒340-0203 （後発調１）第3260号      平成29年 6月 1日
     久喜市桜田３－９－１１
     0480-57-1402  (0480-57-1403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178100,027,2 みやこ薬局　八潮店 〒340-0815 （後発調１）第2197号      平成28年 4月 1日
     八潮市八潮２－１－３０　セレク
     ト２１八潮
     048-994-2040  (048-994-2041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179100,044,7 株式会社　アリス薬局〒340-0815 （後発調１）第2200号      平成28年 4月 1日
     八潮市八潮１－２８－７
     048-997-0550  (048-997-0551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180100,046,2 パルト薬局 〒340-0822 （後発調１）第3054号      平成28年11月 1日
     八潮市大瀬６－５－１　ＴＸアベ
     ニュー八潮
     048-998-7980  (048-998-7980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181100,047,0 あるも薬局　八潮店 〒340-0831 （後発調１）第3143号      平成29年 2月 1日
     八潮市南後谷８６１－１
     048-960-0196  (048-960-0197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182110,095,7 もみの木薬局 〒340-0214 （後発調１）第3088号      平成28年12月 1日
     久喜市葛梅１－１７－９
     0480-59-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183110,103,9 飛鳥薬局　南栗橋店 〒349-1105 （後発調１）第3202号      平成29年 4月 1日
     久喜市小右衛門８０１－５
     0480-55-1780  (0480-55-1781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184110,112,0 共創未来　南栗橋薬局〒349-1117 （後発調１）第3320号      平成29年 8月 1日
     久喜市南栗橋１－９－２
     0480-55-1361  (0480-55-1362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185110,115,3 エンドー薬局　東鷲宮〒340-0203 （後発調１）第3391号      平成29年11月 1日
     店 久喜市桜田３－１－４
     0480-58-3838  (0480-59-3711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186110,117,9 ともえ薬局　栗橋店 〒349-1121 （後発調１）第2203号      平成28年 4月 1日
     久喜市伊坂１８５７－１
     0480-55-0165  (0480-55-0166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187110,125,2 サンリツ薬局　杉戸清〒345-0025 （後発調１）第3184号      平成29年 4月 1日
     地店 北葛飾郡杉戸町清地５－１－６
     0480-31-1250  (0480-31-1253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  188110,129,4 まつぶし薬局 〒343-0102 （後発調１）第3508号      平成30年 3月 1日
     北葛飾郡松伏町築比地４３８番地
     048-993-2489  (048-993-2488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189110,134,4 杉戸中央薬局 〒345-0036 （後発調１）第3404号      平成29年11月 1日
     北葛飾郡杉戸町杉戸２－１６－１
     ５
     0480-33-1330  (0480-33-1330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190110,135,1 高野台薬局 〒345-0043 （後発調１）第2206号      平成28年 4月 1日
     北葛飾郡杉戸町下高野１１９４－
     ２
     0480-34-6180  (0480-34-6180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191110,140,1 ウエルシア薬局　杉戸〒345-0034 （後発調１）第2815号      平成28年 7月 1日
     倉松店 北葛飾郡杉戸町倉松１－３－１
     0480-37-0525  (0480-37-0526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192120,011,2 宮田薬局 〒341-0024 （後発調１）第2208号      平成28年 4月 1日
     三郷市三郷１－２６－３
     0489(52)0062  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193120,018,7 ともえ薬局 〒341-0058 （後発調１）第2211号      平成28年 4月 1日
     三郷市彦江１－３６－２
     0489(53)1088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194120,039,3 野本薬局 〒341-0035 （後発調１）第2213号      平成28年 4月 1日
     三郷市鷹野５－２７１－１
     0489-55-6670  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195120,077,3 早稲田調剤薬局 〒341-0018 （後発調１）第3039号      平成28年11月 1日
     三郷市早稲田１－３－１０　ＫＴ
     Ｔ６ビル１Ｆ
     048-959-3301  (048-959-3352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196120,089,8 彦成薬局 〒341-0051 （後発調１）第2223号      平成28年 4月 1日
     三郷市天神１－３８－３
     048-953-7269  (048-953-7260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197120,091,4 アップル薬局　三郷店〒341-0055 （後発調１）第2986号      平成28年 9月 1日
     三郷市上口１－２－４
     048-951-1877  (048-951-1878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198120,092,2 サンメディック薬局 〒341-0021 （後発調１）第2225号      平成28年 4月 1日
     三郷市さつき平１－１－１
     048-957-8755  (048-959-3715)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  199120,097,1 一般社団法人　三郷市〒341-0038 （後発調１）第2227号      平成28年 4月 1日
     薬剤師会　会営三郷調三郷市中央２－２０－７
     剤薬局 048-953-4782  (048-953-4782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200120,100,3 まごころ薬局 〒341-0004 （後発調１）第2228号      平成28年 4月 1日
     三郷市上彦名４６７
     048-950-7788  (048-950-7787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201120,106,0 アイセイ薬局　三郷高〒341-0037 （後発調１）第3064号      平成28年10月 1日
     州店 三郷市高州１－１８１－２
     048-948-3310  (048-956-4588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202120,108,6 なごみ薬局 〒341-0035 （後発調１）第3413号      平成29年10月 1日
     三郷市鷹野３－２６０－２
     048-956-9225  (048-944-9225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203130,098,7 薬樹薬局　伊奈 〒362-0806 （後発調１）第2857号      平成28年 7月 1日
     北足立郡伊奈町大字小室９３９５
     番地
     048-722-9575  (048-722-9677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204130,104,3 おおの薬局 〒362-0805 （後発調１）第3474号      平成30年 2月 1日
     北足立郡伊奈町栄四丁目１５４番
     地
     048-722-6574  (048-722-6763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205130,123,3 杏林薬局　伊奈店 〒362-0806 （後発調１）第3002号      平成28年10月 1日
     北足立郡伊奈町小室７６７－１０
     048-722-0009  (048-722-0071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206130,125,8 レモン薬局　伊奈店 〒362-0806 （後発調１）第3431号      平成29年12月 1日
     北足立郡伊奈町小室３８９－５
     048-720-7202  (048-720-7203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207130,130,8 ウエルシア薬局　伊奈〒362-0806 （後発調１）第3105号      平成29年 1月 1日
     町役場前店 北足立郡伊奈町小室９４７７
     048-720-5330  (048-720-5331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208140,030,8 三光堂薬局 〒335-0004 （後発調１）第3187号      平成29年 4月 1日
     蕨市中央４－１４－１
     048-431-2243  (048-431-2243)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209140,034,0 わらび調剤薬局 〒335-0004 （後発調１）第2271号      平成28年 4月 1日
     蕨市中央１－８－３
     048-432-5576  (048-432-5576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  210140,046,4 有限会社　ひかり薬局〒335-0002 （後発調１）第2236号      平成28年 4月 1日
     蕨市塚越１－５－７
     048-441-3319  (048-441-3473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211140,077,9 ウエルシア薬局　蕨塚〒335-0002 （後発調１）第1706号      平成28年 4月 1日
     越店 蕨市塚越５－６－３５
     048-447-6613  (048-447-6634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212140,100,9 さくら薬局　蕨錦町店〒335-0005 （後発調１）第3168号      平成29年 3月 1日
     蕨市錦町５－３－２８
     048-447-6301  (048-447-6302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213140,101,7 有限会社　アイリス薬〒335-0002 （後発調１）第2245号      平成28年 4月 1日
     局 蕨市塚越５－５４－１０
     048-434-2500  (048-434-2510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214140,105,8 ふれあい薬局　蕨店 〒335-0004 （後発調１）第3301号      平成29年 8月 1日
     蕨市中央５－１９－１６　プレミ
     ールＪＩＮ２０１号
     048-229-0803  (048-229-2203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215140,108,2 クニサキ薬局 〒335-0002 （後発調１）第3475号      平成29年12月 4日
     蕨市塚越６－１８－８
     048-434-8551  (048-434-8552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216150,046,1 創健薬局　北与野店 〒338-0001 （後発調１）第3478号      平成30年 2月 1日
     さいたま市中央区上落合４－２－
     ３
     048-856-4848  (048-856-4848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217160,007,1 株式会社　キク薬局 〒362-0021 （後発調１）第2698号      平成28年 5月 1日
     上尾市瓦葺２７１６　尾山台団地
     ４－５－１０４
     048-721-0982  (048-721-9401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218160,010,5 斉藤薬局 〒362-0036 （後発調１）第2246号      平成28年 4月 1日
     上尾市宮本町１５－３
     048-771-5490  (048-776-6102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219160,033,7 株式会社　日吉薬局 〒362-0064 （後発調１）第2247号      平成28年 4月 1日
     上尾市小敷谷２８２－１
     048-725-5581  (048-725-5581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220160,064,2 鈴木薬局　上尾本町店〒362-0014 （後発調１）第2248号      平成28年 4月 1日
     上尾市本町５－１３－２７
     048-773-1519  (048-773-1519)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  221160,071,7 いずみ薬局 〒362-0035 （後発調１）第2866号      平成28年 7月 1日
     上尾市仲町１－８－３２オバナビ
     ル１Ｆ
     048-776-2332  (048-776-2303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222160,073,3 クオール薬局　かみご〒362-0001 （後発調１）第3197号      平成29年 4月 1日
     う店 上尾市上１１６６－５
     048-777-5977  (048-770-2151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223160,076,6 わかば薬局 〒362-0067 （後発調１）第2250号      平成28年 4月 1日
     上尾市中分１－１２－１
     048-781-0042  (048-781-0049)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224160,078,2 浅間台薬局 〒362-0073 （後発調１）第2752号      平成28年 6月 1日
     上尾市浅間台４－１－１０
     048-777-6233  (048-777-6233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225160,086,5 クローバー薬局 〒362-0047 （後発調１）第2938号      平成28年 8月 1日
     上尾市今泉２２１－９オフィスプ
     ラザ吉沢１０１号
     048-780-5555  (048-780-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226160,090,7 たんぽぽ薬局 〒362-0001 （後発調１）第2251号      平成28年 4月 1日
     上尾市上１５６８－１
     048-776-0790  (048-776-0743)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227160,094,9 オリーブ薬局 〒362-0025 （後発調１）第2856号      平成28年 7月 1日
     上尾市上尾下９７３－２７
     048-774-1627  (048-774-1646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228160,099,8 いしい薬局 〒362-0021 （後発調１）第2254号      平成28年 4月 1日
     上尾市原市４３１－４
     048-724-1111  (048-724-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229160,100,4 株式会社　木の実薬局〒362-0013 （後発調１）第3365号      平成29年10月 1日
     上尾市上尾村字田向４５１－３
     048-779-6770  (048-779-6771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230160,105,3 ウエルシア上尾東薬局〒362-0031 （後発調１）第2954号      平成28年 9月 1日
     上尾市東町２－８－７
     048-770-2378  (048-770-2379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231160,109,5 ウエルシア薬局　上尾〒362-0076 （後発調１）第2955号      平成28年 9月 1日
     弁財店 上尾市弁財２－４－１
     048-779-6220  (048-779-6221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  232160,113,7 ウエルシア薬局　上尾〒362-0075 （後発調１）第3024号      平成28年11月 1日
     柏座店 上尾市柏座２－６－２
     048-779-5235  (048-779-7690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233160,121,0 ウエルシア薬局　上尾〒362-0074 （後発調１）第2891号      平成28年 8月 1日
     春日店 上尾市春日１－４８－２
     048-778-3755  (048-778-3756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234160,135,0 かすが薬局 〒362-0074 （後発調１）第3000号      平成28年10月 1日
     上尾市春日２－２４－１
     048-773-9730  (048-773-9731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235160,142,6 鈴木薬局　平方店 〒362-0059 （後発調１）第2922号      平成28年 8月 1日
     上尾市平方４２７７－１０
     048-780-2127  (048-780-2127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236160,151,7 すこやか薬局 〒362-0067 （後発調１）第3284号      平成29年 7月 1日
     上尾市中分１－２７－２０
     048-780-0500  (048-780-0501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237160,153,3 東大宮薬局 〒362-0021 （後発調１）第2268号      平成28年 4月 1日
     上尾市原市４３６１－６４
     048-796-3487  (048-796-3487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238160,171,5 はやて薬局 〒362-0048 （後発調１）第3169号      平成29年 3月 1日
     上尾市川１６２－２
     048-783-1110  (048-783-1119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239160,176,4 はなみずき薬局 〒362-0015 （後発調１）第2279号      平成28年 4月 1日
     上尾市緑丘１－１３－２１
     048-871-5997  (048-871-5998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240160,185,5 くぼ薬局 〒362-0007 （後発調１）第3414号      平成29年10月 1日
     上尾市久保４５７－７４
     048-777-6311  (048-777-6312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241170,026,9 チェリー薬局 〒365-0052 （後発調１）第2760号      平成28年 6月 1日
     鴻巣市登戸３１９－２
     048-597-1075  (048-597-1418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242170,042,6 アイ薬局　鴻巣店 〒365-0038 （後発調１）第2985号      平成28年10月 1日
     鴻巣市本町３－１２－３９
     048-540-0322  (048-540-0323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243170,044,2 寺田薬局　鴻巣東店 〒365-0039 （後発調１）第2281号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市東３－３－５
     048-544-1193  (048-544-1194)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  244170,065,7 薬樹薬局　吹上 〒369-0115 （後発調１）第1676号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市吹上本町１－５－６
     048-548-8028  (048-548-8710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245170,067,3 寺田薬局　吹上南店 〒369-0122 （後発調１）第2989号      平成28年10月 1日
     鴻巣市南１－７－１１
     048-548-2323  (048-548-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246170,075,6 あおぞら薬局 〒365-0038 （後発調１）第2287号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市本町１－１－３
     048-543-8059  (048-543-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247170,079,8 小友薬局 〒365-0033 （後発調１）第2289号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市生出塚２－２０－５
     048-542-6047  (048-542-9609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248170,084,8 ともえ薬局　吹上店 〒369-0121 （後発調１）第2290号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市吹上富士見１－７－２８
     048-547-0022  (048-547-0022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249170,086,3 たいよう薬局 〒365-0005 （後発調１）第3139号      平成29年 2月 1日
     鴻巣市広田８４１－１７
     048-569-3215  (048-569-3216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250170,098,8 ウエルシア薬局　北鴻〒365-0064 （後発調１）第1747号      平成28年 4月 1日
     巣駅前店 鴻巣市赤見台１－１１－２３
     048-595-0061  (048-595-0062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251170,099,6 薬局かまつか 〒369-0112 （後発調１）第2884号      平成28年 8月 1日
     鴻巣市鎌塚３－９－２５　
     048-501-5251  (048-501-5251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252170,104,4 おおはし薬局　本町店〒365-0038 （後発調１）第2293号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市本町２－１－８
     048-541-0043  (048-541-0043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253180,043,2 松原調剤薬局　本店 〒340-0011 （後発調１）第2294号      平成28年 4月 1日
     草加市栄町３－１－１５
     048-931-6091  (048-931-6091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254180,051,5 ドレミ薬局 〒340-0052 （後発調１）第2295号      平成28年 4月 1日
     草加市金明町１８８－５　ライフ
     ビア金明１０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255180,065,5 有限会社　ささき薬局〒340-0034 （後発調１）第2782号      平成28年 6月 1日
     草加市氷川町２１２７－４
     048-925-3781  (048-924-5396)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  256180,073,9 住吉薬局 〒340-0014 （後発調１）第3501号      平成30年 3月 1日
     草加市住吉１－５－６
     048-924-7637  (048-924-7637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257180,075,4 みやこ薬局 〒340-0011 （後発調１）第2296号      平成28年 4月 1日
     草加市栄町２－４－１４
     048-932-3000  (048-932-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258180,097,8 ウエルシア草加薬局 〒340-0043 （後発調１）第3304号      平成29年 8月 1日
     草加市草加２丁目８－８
     048-944-0011  (048-944-0088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259180,099,4 くりの木薬局 〒340-0041 （後発調１）第2297号      平成28年 4月 1日
     草加市松原４－５－５
     048-944-0123  (048-944-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260180,102,6 薬局マツモトキヨシ　〒340-0015 （後発調１）第3439号      平成29年12月 1日
     草加店 草加市高砂２－１６－９ファミー
     ルプラザ草加１Ｆ
     048-927-4425  (048-927-4425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261180,104,2 たかさご薬局 〒340-0015 （後発調１）第2299号      平成28年 4月 1日
     草加市高砂２－２－２９
     048-922-4619  (048-922-4719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262180,111,7 いるか薬局 〒340-0053 （後発調１）第3291号      平成29年 7月 1日
     草加市旭町１－４－４６　ヤマサ
     コーポ１０２号
     048-930-4567  (048-930-4568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263180,115,8 コイケ薬局 〒340-0053 （後発調１）第2303号      平成28年 4月 1日
     草加市旭町６－２－１
     048-943-4022  (048-943-4039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264180,117,4 草加センター薬局 〒340-0043 （後発調１）第2304号      平成28年 4月 1日
     草加市草加３丁目５番３５号
     048-944-9900  (048-944-9910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265180,123,2 薬局マツモトキヨシ　〒340-0043 （後発調１）第3454号      平成30年 1月 1日
     草加三丁目店 草加市草加３－５－３４
     048-944-7610  (048-946-6733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266180,126,5 草加薬局 〒340-0016 （後発調１）第2307号      平成28年 4月 1日
     草加市中央１－１－１３
     048-923-2117  (048-923-2118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  267180,137,2 ウエルシア薬局　草加〒340-0011 （後発調１）第3396号      平成29年11月 1日
     松原店 草加市栄町３－４－１１　エスタ
     シオン草加松原１階
     0489-32-4518  (0489-32-4518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268180,139,8 ウエルシア薬局　草加〒340-0021 （後発調１）第3507号      平成30年 3月 1日
     手代店 草加市手代町１０１１－１
     048-920-6048  (048-920-6058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269180,146,3 たかさご薬局　２号店〒340-0015 （後発調１）第2311号      平成28年 4月 1日
     草加市高砂２－２１－８－１０１
     048-951-2283  (048-951-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270180,147,1 かばさん薬局 〒340-0055 （後発調１）第3436号      平成29年12月 1日
     草加市清門三丁目２５番地２
     048-942-3053  (048-942-3053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271180,148,9 ウエルシア薬局　草加〒340-0002 （後発調１）第2956号      平成28年 9月 1日
     青柳店 草加市青柳５－２２－２８
     048-933-0529  (048-933-0530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272180,153,9 明倫堂薬局　草加 〒340-0011 （後発調１）第2905号      平成28年 8月 1日
     草加市栄町２－１－３２　ストー
     ク草加弐番館１Ｆ
     049-263-6313  (049-263-6479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273180,158,8 薬局マツモトキヨシ　〒340-0022 （後発調１）第3467号      平成30年 1月 1日
     谷塚駅前店 草加市瀬崎１－９－１
     048-925-7570  (048-925-7570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274180,160,4 かばさん薬局　草加駅〒340-0015 （後発調１）第2314号      平成28年 4月 1日
     前店 草加市高砂２－６－１４　山口ビ
     ル１階
     048-960-0015  (048-961-0211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275180,167,9 アップル薬局　松原団〒340-0011 （後発調１）第2315号      平成28年 4月 1日
     地店 草加市栄町３－６－２　
     048-959-9921  (048-959-9923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276180,178,6 ウエルシア薬局　草加〒340-0022 （後発調１）第1719号      平成28年 4月 1日
     瀬崎店 草加市瀬崎３－３５－１０
     048-920-6537  (048-920-6538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277180,183,6 にこにこ薬局　本店 〒340-0054 （後発調１）第3188号      平成29年 4月 1日
     草加市新善町３７６－７
     048-946-3333  (048-946-3335)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  278180,193,5 ウエルシア薬局　草加〒340-0003 （後発調１）第3103号      平成29年 1月 1日
     稲荷町店 草加市稲荷３－５－２６
     048-933-2144  (048-933-2145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279180,198,4 リボン薬局 〒340-0034 （後発調１）第3237号      平成29年 4月 1日
     草加市氷川町７９９－１
     048-959-9386  (048-959-9386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280190,028,1 富士薬局 〒335-0011 （後発調１）第2874号      平成28年 8月 1日
     戸田市下戸田２－１６－２
     048-441-1216  (048-433-0971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281190,030,7 染川薬局 〒335-0016 （後発調１）第2712号      平成28年 5月 1日
     戸田市下前１－９－２５
     048-433-1917  (048-433-1917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282190,038,0 さがら薬局 〒335-0022 （後発調１）第2319号      平成28年 4月 1日
     戸田市上戸田３－１２－１２
     048-430-0960  (048-430-0960)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283190,041,4 アイファ薬局　戸田公〒335-0023 （後発調１）第2320号      平成28年 4月 1日
     園店 戸田市本町５－１３－１９
     048-432-7221  (048-432-7231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284190,049,7 ささめ薬局 〒335-0034 （後発調１）第2322号      平成28年 4月 1日
     戸田市笹目５－２０－９
     048-449-0222  (048-449-0333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285190,050,5 戸田薬局 〒335-0022 （後発調１）第2736号      平成28年 6月 1日
     戸田市上戸田５－２－６　本橋ハ
     イツ１０３
     048-442-0039  (048-442-0560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286190,051,3 大和薬局　戸田店 〒335-0021 （後発調１）第2323号      平成28年 4月 1日
     戸田市新曽２４９２－３
     048-445-2222  (048-445-2222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287190,059,6 イオン薬局　北戸田店〒335-0032 （後発調１）第2530号      平成28年 4月 1日
     戸田市美女木東１－３－１
     048-449-0374  (048-449-0375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288190,063,8 戸田公園薬局 〒335-0011 （後発調１）第3405号      平成29年11月 1日
     戸田市下戸田１丁目１８番地　パ
     ティオ戸田公園ビル１Ｆ
     048-434-8180  (048-434-8181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  289190,078,6 コスモ調剤薬局 〒335-0013 （後発調１）第2329号      平成28年 4月 1日
     戸田市喜沢１－１６－１６
     048-432-1881  (048-432-1887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290190,080,2 かみとだ薬局 〒335-0022 （後発調１）第2330号      平成28年 4月 1日
     戸田市上戸田２－１３－１
     048-287-8945  (048-287-8946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291190,088,5 あおば薬局　戸田公園〒335-0026 （後発調１）第2711号      平成28年 5月 1日
     戸田市新曽南２－４－８
     048-434-2215  (048-434-2216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292190,089,3 ひのき薬局　戸田店 〒335-0021 （後発調１）第2333号      平成28年 4月 1日
     戸田市新曽５２３中央本橋ビル　
     １Ｆ
     048-447-8840  (048-447-8844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293190,097,6 アイセイ薬局　北戸田〒335-0021 （後発調１）第3119号      平成29年 1月 1日
     店 戸田市新曽２２２０－１－１０２
     048-434-5778  (048-441-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294200,026,3 友愛薬局　鳩ケ谷店 〒334-0003 （後発調１）第1748号      平成28年 4月 1日
     川口市坂下町１－８－１６モンパ
     ルテ
     048-285-7150  (048-285-7153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295210,042,8 昭和薬局 〒351-0035 （後発調１）第1752号      平成28年 4月 1日
     朝霞市朝志ヶ丘１－２－６－１０
     ６
     048-473-7830  (048-473-7332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296210,056,8 朝霞スマイル薬局 〒351-0011 （後発調１）第1756号      平成28年 4月 1日
     朝霞市本町１－８－７
     048-466-9955  (048-466-9957)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297210,072,5 平成薬局　朝霞店 〒351-0021 （後発調１）第2787号      平成28年 6月 1日
     朝霞市西弁財２－６－３４ヴィラ
     クレールⅡ　１Ｆ－Ｂ
     048-451-0258  (048-451-0259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298210,077,4 大誠薬局 〒351-0011 （後発調１）第2879号      平成28年 8月 1日
     朝霞市本町１－１８－３５
     048-467-5921  (048-494-3378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299210,083,2 ウエルシア薬局　朝霞〒351-0005 （後発調１）第3282号      平成29年 7月 1日
     根岸台店 朝霞市根岸台６－８－５７
     048-451-5060  (048-451-5061)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  300210,085,7 クオール薬局　志木店〒351-0035 （後発調１）第3045号      平成28年11月 1日
     朝霞市朝志ヶ丘２－１３－３２
     048-476-7680  (048-476-7682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301210,086,5 朝霞はなぞの薬局 〒351-0023 （後発調１）第2710号      平成28年 5月 1日
     朝霞市溝沼７６０番地
     048-467-7725  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302210,089,9 ウエルシア薬局　朝霞〒351-0005 （後発調１）第2899号      平成28年 8月 1日
     駅東口店 朝霞市根岸台５丁目６－３７
     048-450-7727  (048-450-7728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303210,105,3 ウィン調剤根岸台薬局〒351-0005 （後発調１）第3415号      平成29年10月 1日
     朝霞市根岸台６－８－３５　根岸
     台クリニックビル１０２
     048-468-7131  (048-468-0028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304210,109,5 アカネ薬局２号店 〒351-0023 （後発調１）第3496号      平成30年 1月 1日
     朝霞市溝沼下田１２８４－７
     048-423-6445  (048-423-6457)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305220,051,7 グリーンベル薬局　志〒353-0004 （後発調１）第3206号      平成29年 4月 1日
     木店 志木市本町５－１９－２１　Ｍ・
     Ｉビル　１Ｆ
     048-423-0734  (048-423-0736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306220,058,2 サンドラッグ志木薬局〒353-0004 （後発調１）第2749号      平成28年 6月 1日
     志木市本町６－２２－４５
     048-473-2230  (048-473-2230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307220,059,0 れもん薬局 〒353-0007 （後発調１）第1773号      平成28年 4月 1日
     志木市柏町６－２９－５４　１階
     048-474-2838  (048-474-2838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308230,002,8 株式会社　大和薬局 〒351-0114 （後発調１）第2790号      平成28年 6月 1日
     和光市本町１－１７
     048-461-2056  (048-467-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309230,021,8 新倉健康薬局 〒351-0115 （後発調１）第2949号      平成28年 9月 1日
     和光市新倉３－６－４０
     048-468-7311  (048-468-5909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310230,023,4 ファミリープラザ健康〒351-0112 （後発調１）第2751号      平成28年 6月 1日
     薬局 和光市丸山台１－９－３イトーヨ
     ーカドー１階
     048-465-8023  (048-465-8023)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  311230,042,4 エミカ薬局 〒351-0102 （後発調１）第3233号      平成29年 5月 1日
     和光市諏訪４－１１
     048-464-1937  (048-464-1633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312230,047,3 さつき薬局 〒351-0112 （後発調１）第1779号      平成28年 4月 1日
     和光市丸山台１－１－１０　ベル
     エポック１Ｆ
     048-460-3320  (048-460-3321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313240,092,7 サンタの健康薬局　三〒354-0044 （後発調１）第1781号      平成28年 4月 1日
     芳店 入間郡三芳町北永井２－４
     049-257-0576  (049-257-0818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314240,097,6 みよし薬局 〒354-0041 （後発調１）第3173号      平成29年 4月 1日
     入間郡三芳町藤久保１４－２
     049-274-5665  (049-274-5666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315240,099,2 わかば薬局　川角店 〒350-0435 （後発調１）第3003号      平成28年10月 1日
     入間郡毛呂山町下川原１７１－５
     049-276-7911  (049-276-7911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316240,102,4 ウエルシア毛呂本郷薬〒350-0451 （後発調１）第2728号      平成28年 6月 1日
     局 入間郡毛呂山町毛呂本郷１４５８
     049-276-6231  (049-276-6252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317240,104,0 はなまる薬局　毛呂山〒350-0461 （後発調１）第1651号      平成28年 4月 1日
     店 入間郡毛呂山町中央２－３－１
     049-294-4193  (049-294-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318240,118,0 平塚薬局　越生店 〒350-0411 （後発調１）第1785号      平成28年 4月 1日
     入間郡越生町黒岩２１０－１
     049-292-6411  (049-292-6401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319240,130,5 おごせ薬局 〒350-0414 （後発調１）第1789号      平成28年 4月 1日
     入間郡越生町越生東２－７－２５
     049-238-4211  (049-238-4288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320240,134,7 かわかど薬局 〒350-0434 （後発調１）第3398号      平成29年11月 1日
     入間郡毛呂山町市場９８２－１
     049-276-6510  (049-276-6511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321240,147,9 よこて薬局 〒350-0451 （後発調１）第1795号      平成28年 4月 1日
     入間郡毛呂山町毛呂本郷６７９－
     ２
     049-294-5552  (049-294-5553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  322240,148,7 ゆずの木薬局 〒350-0461 （後発調１）第2803号      平成28年 7月 1日
     入間郡毛呂山町中央２－２－８
     049-295-1711  (049-295-1711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323240,149,5 わかば薬局　長瀬店 〒350-0461 （後発調１）第1780号      平成28年 4月 1日
     入間郡毛呂山町中央４－１７－２
     ９
     049-295-4212  (049-295-4212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324250,032,0 有限会社　田辺薬局 〒359-1123 （後発調１）第2717号      平成28年 5月 1日
     所沢市日吉町１１－１７　西村ビ
     ル
     04-2925-0321  (04-2939-2817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325250,094,0 柳原薬局 〒359-1127 （後発調１）第2713号      平成28年 5月 1日
     所沢市星の宮１－３－１
     04-2926-0312  (04-2925-3328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326250,107,0 のぞみ薬局 〒359-1131 （後発調１）第1798号      平成28年 4月 1日
     所沢市久米５５１－１５
     04-2995-4404  (04-2995-0410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327250,131,0 ほまれ薬局 〒359-1115 （後発調１）第3476号      平成30年 2月 1日
     所沢市御幸町５－１
     04-2939-1264  (04-2939-1264)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328250,139,3 あおい薬局　所沢宮本〒359-1143 （後発調１）第1800号      平成28年 4月 1日
     店 所沢市宮本町１－１４－５
     04-2924-3948  (04-2924-3949)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329250,148,4 有限会社　松葉薬局 〒359-0044 （後発調１）第1801号      平成28年 4月 1日
     所沢市松葉町１８－４
     04-2998-0083  (04-2993-0245)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330250,179,9 河野薬局　三ケ島店 〒359-1164 （後発調１）第3172号      平成29年 4月 1日
     所沢市三ケ島３－１３５６－６
     04-2949-0606  (04-2949-0636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331250,198,9 はなまる薬局　所沢店〒359-1106 （後発調１）第1653号      平成28年 4月 1日
     所沢市東狭山ヶ丘１－３０－５
     04-2926-4193  (04-2926-4197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332250,208,6 サイトウ薬局 〒359-1144 （後発調１）第2428号      平成28年 4月 1日
     所沢市西所沢１丁目１２番４号
     04-2922-4406  (04-2922-4406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  333250,209,4 はなまる薬局　金山店〒359-1128 （後発調１）第3440号      平成29年12月 1日
     所沢市金山町８－５　煉瓦館１２
     ６　１階
     04-2940-9393  (04-2940-9394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334250,212,8 わかさ薬局　東新井店〒359-0034 （後発調１）第2338号      平成28年 4月 1日
     所沢市東新井町１６
     04-2998-0552  (04-2998-0553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335250,218,5 みずほ薬局　所沢店 〒359-1142 （後発調１）第3123号      平成29年 2月 1日
     所沢市上新井三丁目１番地１
     04-2903-9350  (04-2903-9351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336250,253,2 みどり薬局　所沢 〒359-0037 （後発調１）第2343号      平成28年 4月 1日
     所沢市くすのき台３－１８－１１
     04-2991-1677  (04-2991-1688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337250,258,1 あすか薬局小手指店 〒359-1141 （後発調１）第2344号      平成28年 4月 1日
     所沢市小手指町１－１８－４パー
     クサイド小手指Ｂ館１階
     042-929-5355  (042-929-5715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338250,268,0 あおい調剤薬局　東狭〒359-1106 （後発調１）第3207号      平成29年 4月 1日
     山ケ丘店 所沢市東狭山ケ丘４－２６６７－
     ６
     04-2936-6737  (04-2936-6738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339250,269,8 プラザ薬局　所沢店 〒359-1106 （後発調１）第3226号      平成29年 5月 1日
     所沢市東狭山ケ丘４丁目２６７２
     番７
     04-2936-7987  (04-2936-7988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340250,280,5 所沢クローバ薬局 〒359-1124 （後発調１）第2351号      平成28年 4月 1日
     所沢市東住吉９－３
     04-2929-3017  (04-2929-3018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341250,287,0 あすなろ薬局　東所沢〒359-0024 （後発調１）第2353号      平成28年 4月 1日
     店 所沢市下安松６０３－９
     04-2936-8293  (04-2936-8593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342250,292,0 竹内薬局　新所沢店 〒359-0044 （後発調１）第3433号      平成29年12月 1日
     所沢市松葉町８－１
     04-2994-6102  (04-2994-6103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  343250,306,8 明倫堂薬局 〒359-1123 （後発調１）第2682号      平成28年 5月 1日
     所沢市日吉町９－１１　長沼ビル
     １Ｆ
     04-2929-8585  (04-2929-8586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344250,307,6 ファーコス薬局　くす〒359-0037 （後発調１）第2979号      平成28年 9月 1日
     のき台 所沢市くすのき台１－１２－２０
     　第６西村ビル１階
     04-2996-0690  (04-2996-1066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345250,310,0 フロンティア薬局　小〒359-1141 （後発調１）第2362号      平成28年 4月 1日
     手指店 所沢市小手指町１－６－２０５
     04-2929-2100  (04-2926-3210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346250,314,2 セイジョー薬局　狭山〒359-1163 （後発調１）第3085号      平成28年12月 1日
     ケ丘店 所沢市西狭山ケ丘１－２４７４－
     ２１
     042-937-6831  (042-937-6832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347250,323,3 ハートフル薬局　狭山〒359-1106 （後発調１）第2365号      平成28年 4月 1日
     ヶ丘店 所沢市東狭山ケ丘５－２７３９－
     ６
     042-920-0877  (042-920-0878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348250,324,1 ウエルシア薬局　所沢〒359-1118 （後発調１）第1735号      平成28年 4月 1日
     けやき台店 所沢市けやき台２－３８－１
     04-2929-0720  (04-2929-0721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349250,325,8 薬局マツモトキヨシ　〒359-1144 （後発調１）第2366号      平成28年 4月 1日
     西所沢店 所沢市西所沢１－３－５
     04-2929-5023  (04-2929-5023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350250,326,6 ラビット薬局　所沢店〒359-0041 （後発調１）第2367号      平成28年 4月 1日
     所沢市中新井６２０－２
     04-2937-3911  (04-2937-3921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351250,332,4 あすか薬局　緑町店 〒359-1111 （後発調１）第2845号      平成28年 7月 1日
     所沢市緑町２－２－１７
     04-2929-0505  (04-2929-0506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352250,333,2 風の道薬局 〒359-1106 （後発調１）第2369号      平成28年 4月 1日
     所沢市東狭山ケ丘５－２７５１－
     ４
     04-2941-5422  (04-2941-5423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  353250,337,3 あおい調剤薬局　所沢〒359-0038 （後発調１）第3230号      平成29年 5月 1日
     北秋津店 所沢市北秋津１２１－２－１０１
     04-2941-6821  (04-2941-6822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354250,356,3 東住吉クローバ薬局 〒359-1124 （後発調１）第3463号      平成30年 1月 1日
     所沢市東住吉２－４　１階
     04-2968-5100  (04-2968-5101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355250,363,9 すみれ薬局 〒359-1141 （後発調１）第3471号      平成29年12月 1日
     所沢市小手指町四丁目１番３号
     04-2949-4384  (04-2949-9106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356260,024,5 タツミ調剤薬局 〒357-0041 （後発調１）第2374号      平成28年 4月 1日
     飯能市美杉台２－１０－５
     042-973-5740  (042-972-8239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357260,034,4 つくし薬局 〒357-0024 （後発調１）第3498号      平成30年 2月 1日
     飯能市緑町１８－１４
     0429-73-2000  (0429-72-9663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358260,036,9 有限会社　いなり町薬〒357-0037 （後発調１）第3097号      平成29年 1月 1日
     局 飯能市稲荷町２－１３
     042-975-3155  (042-975-3156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359260,039,3 ヴェルペン薬局 〒357-0036 （後発調１）第2376号      平成28年 4月 1日
     飯能市南町９－２３
     042-975-5500  (042-975-5522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360260,043,5 ウエルシア薬局飯能柳〒357-0035 （後発調１）第2957号      平成28年 9月 1日
     町店 飯能市柳町１５－６
     042-983-0310  (042-983-0313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361260,046,8 ヴェルペン川寺薬局 〒357-0044 （後発調１）第3265号      平成29年 6月 1日
     飯能市川寺４７３－５
     042-983-8088  (042-983-8070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362260,048,4 ウエルシア薬局　飯能〒357-0024 （後発調１）第1734号      平成28年 4月 1日
     緑町店 飯能市緑町２－６　
     0429-75-1054  (0429-75-1054)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363260,051,8 はちまん町薬局 〒357-0033 （後発調１）第2756号      平成28年 6月 1日
     飯能市八幡町３－２０
     042-975-5511  (042-975-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364260,054,2 加治薬局 〒357-0045 （後発調１）第3417号      平成29年10月 1日
     飯能市笠縫６９－１
     042-975-1611  (042-975-1612)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  365270,093,8 天神堂薬局　かすみ野〒350-1305 （後発調１）第2380号      平成28年 4月 1日
     坂店 狭山市入間川２－５－７
     04-2968-0711  (04-2968-0711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366270,097,9 むつみ薬局 〒350-1317 （後発調１）第2831号      平成28年 7月 1日
     狭山市水野３６－２
     04-2950-7288  (04-2956-5669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367270,104,3 たから薬局　入曽店 〒350-1317 （後発調１）第2382号      平成28年 4月 1日
     狭山市水野８２４－１
     04-2950-0030  (04-2950-0031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368270,118,3 入間川ハート薬局 〒350-1306 （後発調１）第3185号      平成29年 4月 1日
     狭山市富士見１－７－５
     04-2950-3977  (04-2950-3978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369270,131,6 狭山調剤薬局 〒350-1307 （後発調１）第3082号      平成28年12月 1日
     狭山市祇園１７－２０　マンショ
     ンブランシェ１Ｆ　
     04-2950-3380  (04-2950-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370270,133,2 あおば薬局　南入曽店〒350-1316 （後発調１）第2387号      平成28年 4月 1日
     狭山市南入曽５１１－４０
     04-2907-9510  (04-2907-1953)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371270,134,0 ひまわり薬局 〒350-1312 （後発調１）第2388号      平成28年 4月 1日
     狭山市堀兼１０４３
     04-2941-4066  (04-2941-4067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372270,135,7 みらい薬局　狭山市駅〒350-1305 （後発調１）第2389号      平成28年 4月 1日
     前店 狭山市入間川１－１８－３０　ハ
     イツ狭山Ｂ
     04-2935-4339  (04-2935-4329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373270,139,9 グラム調剤薬局　狭山〒350-1305 （後発調１）第3015号      平成28年10月 1日
     店 狭山市入間川２－６－２２　第２
     甲田ビル１階
     04-2955-1021  (04-2955-1022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374280,032,4 みどり薬局 〒358-0054 （後発調１）第1656号      平成28年 4月 1日
     入間市野田３０７８番地３
     04-2932-5905  (04-2932-5904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375280,033,2 すずらん薬局 〒358-0053 （後発調１）第3120号      平成29年 1月 1日
     入間市仏子字上野原９３５－９
     04-2932-7121  (04-2932-7125)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  376280,037,3 コスモス薬局　入間店〒358-0011 （後発調１）第2429号      平成28年 4月 1日
     入間市下藤沢１２９６－１
     04-2965-5024  (04-2965-5024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377280,039,9 けやき薬局 〒358-0034 （後発調１）第2391号      平成28年 4月 1日
     入間市根岸字沢田４４１－４
     04-2936-5700  (04-2936-5701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378280,046,4 はなまる薬局 〒358-0031 （後発調１）第2925号      平成28年 8月 1日
     入間市新久９３６－１
     04-2966-4193  (04-2966-2320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379280,049,8 平安薬局 〒358-0007 （後発調１）第2392号      平成28年 4月 1日
     入間市黒須２－２－１　１Ｆ
     04-2960-0203  (04-2960-0204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380280,055,5 あおい調剤薬局　武蔵〒358-0011 （後発調１）第2396号      平成28年 4月 1日
     藤沢店 入間市下藤沢２６０－５
     04-2901-1336  (04-2901-1337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381280,060,5 クオール薬局　宮寺店〒358-0014 （後発調１）第2399号      平成28年 4月 1日
     入間市宮寺５７０－６
     04-2935-2805  (04-2935-2806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382280,069,6 加藤薬局　入間店 〒358-0011 （後発調１）第2401号      平成28年 4月 1日
     入間市下藤沢３７５－１
     04-2946-7922  (04-2946-7923)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383280,083,7 うぐいす薬局 〒358-0003 （後発調１）第2403号      平成28年 4月 1日
     入間市豊岡５－３－５
     04-2935-3677  (04-2935-3644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384290,018,1 有限会社　中村薬局 〒354-0024 （後発調１）第2775号      平成28年 6月 1日
     富士見市鶴瀬東１－１－３
     049-252-1425  (049-252-1425)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385290,049,6 ひかり薬局　みずほ台〒354-0018 （後発調１）第2408号      平成28年 4月 1日
     店 富士見市西みずほ台１－２１－４
     049-255-2202  (049-255-2242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386290,053,8 あい薬局 〒354-0026 （後発調１）第2409号      平成28年 4月 1日
     富士見市鶴瀬西２－１７－１２
     049-253-6998  (049-253-6998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387290,062,9 みどりの森薬局　鶴瀬〒354-0021 （後発調１）第3418号      平成29年12月 1日
     店 富士見市鶴馬２５９０－１
     049-268-5554  (049-268-5564)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  388290,066,0 ウエルシア薬局　富士〒354-0015 （後発調１）第1730号      平成28年 4月 1日
     見東みずほ台店 富士見市東みずほ台１－１０－１
     １
     049-275-2511  (049-275-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389290,068,6 ウエルシア薬局　富士〒354-0024 （後発調１）第1731号      平成28年 4月 1日
     見鶴瀬東店 富士見市鶴瀬東２－７－４３
     049-275-1251  (049-275-1252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390290,070,2 有限会社　中村薬局西〒354-0021 （後発調１）第2693号      平成28年 5月 1日
     口店 富士見市鶴馬３４７９番２
     049-251-1854  (049-251-1854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391290,072,8 あおば薬局 〒354-0013 （後発調１）第2745号      平成28年 4月 1日
     富士見市水谷東２－５４－５
     048-473-3376  (048-473-3376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392290,078,5 つるせ薬局 〒354-0024 （後発調１）第2416号      平成28年 4月 1日
     富士見市鶴瀬東１－９－３１
     049-254-8525  (049-254-8525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393290,084,3 彩薬局 〒354-0018 （後発調１）第2765号      平成28年 6月 1日
     富士見市西みずほ台２－１０－３
     049-254-8666  (049-254-8666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394290,094,2 やまどり薬局 〒354-0033 （後発調１）第3239号      平成29年 4月 1日
     富士見市羽沢１－１７－１６
     049-277-8046  (049-277-8047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395290,095,9 イルカ薬局　ふじみ野〒354-0035 （後発調１）第3240号      平成29年 4月 1日
     店 富士見市ふじみ野西１－１７－３
     　ハピネスビルふじみ野１－Ａ
     049-256-6008  (049-256-6009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396300,038,7 みどり薬局　上福岡店〒356-0005 （後発調１）第3037号      平成28年11月 1日
     ふじみ野市西２丁目４－２８
     049-256-2741  (049-256-2742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397300,040,3 明倫堂薬局 〒356-0004 （後発調１）第3513号      平成30年 3月 1日
     ふじみ野市上福岡１－５－３２沢
     田ビル１０２
     049-263-6364  (049-263-6367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398300,045,2 松尾薬局 〒356-0051 （後発調１）第1807号      平成28年 4月 1日
     ふじみ野市亀久保１２４８
     049-261-5676  (049-261-5676)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  399300,047,8 薬局メディクス 〒356-0051 （後発調１）第1808号      平成28年 4月 1日
     ふじみ野市ふじみ野１－４－１６
     大井パークサイドビル１０１号室
     049-264-0801  (049-264-0825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400300,056,9 たから薬局　上福岡店〒356-0004 （後発調１）第1810号      平成28年 4月 1日
     ふじみ野市上福岡６－４－５
     049-256-6262  (049-256-6265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401300,071,8 みどりの森薬局　亀久〒356-0051 （後発調１）第2808号      平成28年 7月 1日
     保店 ふじみ野市亀久保字亀居１２４２
     －１
     049-256-5207  (049-256-5208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402300,081,7 しろくま薬局　南台店〒356-0036 （後発調１）第1820号      平成28年 4月 1日
     ふじみ野市南台１－７－２５
     049-293-7737  (049-293-7743)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403300,094,0 コグマ薬局　上福岡店〒356-0004 （後発調１）第3153号      平成29年 1月 1日
     ふじみ野市上福岡１－３－８　
     049-262-7930  (049-262-7931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404310,025,2 有限会社　サクラ堂薬〒360-0822 （後発調１）第1823号      平成28年 4月 1日
     局 熊谷市宮本町１８
     048-522-1696  (048-522-1745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405310,048,4 株式会社　トミオカ薬〒360-0046 （後発調１）第2973号      平成28年 9月 1日
     局 熊谷市鎌倉町１２１
     048-521-1377  (048-525-3160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406310,074,0 有限会社　ミカド薬局〒360-0847 （後発調１）第1824号      平成28年 4月 1日
     熊谷市籠原南三丁目１８３番地
     048-532-2825  (048-533-7298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407310,078,1 ハンダ薬局 〒360-0815 （後発調１）第2431号      平成28年 4月 1日
     熊谷市本石１－２９５
     048-521-1220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408310,090,6 有限会社　コトブキ薬〒360-0846 （後発調１）第2433号      平成28年 4月 1日
     局 熊谷市拾六間７８８－７
     048-533-8958  (048-533-8958)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409310,101,1 アイ薬局　本店 〒360-0842 （後発調１）第3107号      平成29年 1月 1日
     熊谷市新堀新田５２８－２
     048-531-0377  (048-531-0378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  410310,103,7 ひまわり薬局 〒360-0846 （後発調１）第2434号      平成28年 4月 1日
     熊谷市拾六間字後原６５３
     048-530-1187  (048-530-1188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411310,110,2 トミオカ薬局　末広店〒360-0031 （後発調１）第2435号      平成28年 4月 1日
     熊谷市末広２－１２５
     048-528-0333  (048-528-0332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412310,134,2 アイ薬局　別府店 〒360-0857 （後発調１）第3028号      平成28年11月 1日
     熊谷市西別府１８５５－６
     048-530-5511  (048-530-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413310,137,5 ミヤ薬局 〒360-0041 （後発調１）第3004号      平成28年10月 1日
     熊谷市宮町２丁目９番地
     048-528-3889  (048-528-3890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414310,138,3 佐谷田薬局 〒360-0023 （後発調１）第2838号      平成28年 7月 1日
     熊谷市佐谷田１５４１－２
     048-501-0731  (048-501-0732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415310,141,7 ウエルシア薬局　熊谷〒360-0014 （後発調１）第1687号      平成28年 4月 1日
     箱田店 熊谷市箱田７－８－３１
     048-529-2066  (048-529-2067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416310,146,6 アイ薬局あけぼの店 〒360-0033 （後発調１）第3269号      平成29年 6月 1日
     熊谷市曙町１－４
     048-529-7510  (048-529-7511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417310,151,6 くるみ薬局 〒360-0023 （後発調１）第2440号      平成28年 4月 1日
     熊谷市佐谷田１１０９
     048-529-7230  (048-529-7231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418310,165,6 アイ薬局　玉井店 〒360-0853 （後発調１）第2727号      平成28年 6月 1日
     熊谷市玉井１７４５－９
     048-530-6486  (048-530-6487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419310,170,6 エルム薬局 〒360-0025 （後発調１）第3328号      平成29年 9月 1日
     熊谷市太井１６４０－２
     048-526-4611  (048-526-4612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420310,173,0 のぞみ江南薬局 〒360-0112 （後発調１）第2942号      平成28年 8月 1日
     熊谷市樋春１９７４－６
     048-539-4193  (048-539-4187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421310,175,5 薬師堂薬局 〒360-0833 （後発調１）第2441号      平成28年 4月 1日
     熊谷市広瀬２２４－１
     048-501-0430  (048-501-0431)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  422310,178,9 かえで薬局 〒360-0833 （後発調１）第2862号      平成28年 7月 1日
     熊谷市広瀬８００－２　楓コート
     １階
     048-527-2266  (048-527-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423310,183,9 ドレミ薬局 〒360-0202 （後発調１）第2445号      平成28年 4月 1日
     熊谷市妻沼東５－５１
     048-567-3277  (048-567-3278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424310,215,9 中央薬局　佐谷田店 〒360-0023 （後発調１）第2449号      平成28年 4月 1日
     熊谷市佐谷田３７９９番
     048-527-5571  (048-527-5572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425320,032,6 有限会社　シマダ薬局〒355-0311 （後発調１）第3299号      平成29年 8月 1日
     比企郡小川町大字高谷１１６５番
     地６
     0493-73-1326  (0493-73-1329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426320,056,5 ミドリ薬局 〒355-0315 （後発調１）第2665号      平成28年 5月 1日
     比企郡小川町みどりが丘２－１０
     －１
     0493-71-3120  (0493-71-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427320,076,3 パル薬局　嵐山店 〒355-0221 （後発調１）第3430号      平成29年12月 1日
     比企郡嵐山町菅谷５１３－１
     0493-61-0580  (0493-61-0580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428320,080,5 ミント薬局 〒350-0158 （後発調１）第2455号      平成28年 4月 1日
     比企郡川島町伊草７５－２
     049-291-0399  (049-291-0399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429320,086,2 つきのわクローバ薬局〒355-0815 （後発調１）第2458号      平成28年 4月 1日
     比企郡滑川町月の輪１－４－１
     0493-61-2885  (0493-61-2886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430320,089,6 天草薬局　鳩山店 〒350-0302 （後発調１）第2459号      平成28年 4月 1日
     比企郡鳩山町大橋９８６－１
     049-296-7439  (049-296-7439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431320,095,3 おがわまち薬局　日赤〒355-0321 （後発調１）第2851号      平成28年 7月 1日
     前店 比企郡小川町小川１５２０－４
     0493-71-5552  (0493-71-5553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432320,098,7 平塚薬局　菅谷店 〒355-0221 （後発調１）第3455号      平成30年 1月 1日
     比企郡嵐山町菅谷４６３－３
     0493-63-0830  (0493-62-9805)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  433320,099,5 きりん薬局 〒355-0215 （後発調１）第2691号      平成28年 5月 1日
     比企郡嵐山町平沢４１４－７
     0493-63-0855  (0493-63-0856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434320,100,1 カネミ薬局 〒355-0328 （後発調１）第3192号      平成29年 4月 1日
     比企郡小川町大塚１１５１－７
     0493-72-0816  (0493-72-1789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435330,043,1 コスモ薬局　沢口町店〒355-0004 （後発調１）第3121号      平成29年 2月 1日
     東松山市沢口町８－１５
     0493-22-6817  (0493-22-6834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436330,057,1 あさま薬局 〒355-0002 （後発調１）第2461号      平成28年 4月 1日
     東松山市東平１８８８－１
     0493-36-1008  (0493-36-1018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437330,058,9 コスモ薬局　平野店 〒355-0007 （後発調１）第3363号      平成29年10月 1日
     東松山市野田４５８－１
     0493-22-8205  (0493-22-8215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438330,067,0 ポプラ薬局 〒355-0065 （後発調１）第2463号      平成28年 4月 1日
     東松山市岩殿１９－１２
     0493-34-6520  (0493-34-6521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439330,068,8 ファミリー薬局　本一〒355-0015 （後発調１）第2464号      平成28年 4月 1日
     店 東松山市本町１－６－１９
     0493-27-4939  (0493-27-4940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440330,077,9 わかくさ薬局　若松町〒355-0037 （後発調１）第2468号      平成28年 4月 1日
     店 東松山市若松町２－２０７９－３
     0493-21-6631  (0493-21-6632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441330,078,7 オレンジ薬局 〒355-0032 （後発調１）第2687号      平成28年 5月 1日
     東松山市新宿町７－１９
     0493-24-1464  (0493-24-1089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442330,087,8 オレンジ薬局　上野本〒355-0073 （後発調１）第2770号      平成28年 6月 1日
     店 東松山市上野本１２２７－１
     0493-59-8236  (0493-59-8256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443330,089,4 くすのき薬局 〒355-0002 （後発調１）第2473号      平成28年 4月 1日
     東松山市東平２０８１－１
     049-339-1945  (049-339-1945)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444330,091,0 稲垣薬局　東松山店 〒355-0005 （後発調１）第2475号      平成28年 4月 1日
     東松山市松山１８２５－３
     0493-27-3823  (0493-27-3822)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  445330,096,9 徳永薬局　東松山店 〒355-0015 （後発調１）第2477号      平成28年 4月 1日
     東松山市本町１－７－２４　
     0493-81-5173  (0493-81-5174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446330,097,7 寺田薬局　東松山店 〒355-0005 （後発調１）第3234号      平成29年 6月 1日
     東松山市松山２４１５－２　
     0493-27-2788  (0493-27-2789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447370,026,7 行田市薬剤師会会営　〒361-0007 （後発調１）第2479号      平成28年 4月 1日
     さくらケ丘調剤薬局 行田市小見１３９９－６
     048-553-5211  (048-553-5213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448370,035,8 けやき薬局 〒361-0031 （後発調１）第2481号      平成28年 4月 1日
     行田市緑町８－３
     048-550-2171  (048-550-2151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449370,046,5 ウエルシア行田佐間薬〒361-0032 （後発調１）第2898号      平成28年 8月 1日
     局 行田市佐間１－５－５
     048-564-2151  (048-564-2152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450370,049,9 寺田薬局　本丸店 〒361-0052 （後発調１）第2482号      平成28年 4月 1日
     行田市本丸１３番４号
     048-556-0083  (048-556-0084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451370,058,0 よつば薬局 〒361-0021 （後発調１）第2975号      平成28年 9月 1日
     行田市富士見町２丁目１－１２番
     地
     048-552-1193  (048-552-1191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452370,063,0 フレンド薬局 〒361-0072 （後発調１）第2873号      平成28年 8月 1日
     行田市宮本１６番２４号
     048-501-8661  (048-501-8662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453370,074,7 共栄堂薬局　行田店 〒361-0037 （後発調１）第3490号      平成30年 2月 1日
     行田市下忍１０９６－３
     048-577-5972  (048-577-5973)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454380,052,1 ウエルシア薬局　加須〒347-0068 （後発調１）第3451号      平成30年 1月 1日
     店 加須市大門町２０－５８　加須カ
     タクラパーク内
     0480-63-2188  (0480-63-2188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455380,057,0 あすなろ薬局　南町店〒347-0031 （後発調１）第2488号      平成28年 4月 1日
     加須市南町５－１８
     0480-53-5608  (0480-53-5609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  456380,067,9 元町薬局 〒347-0065 （後発調１）第2953号      平成28年 7月 1日
     加須市元町６－１２
     0480-63-2181  (0480-63-2182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457390,030,5 ユーコー薬局 〒348-0032 （後発調１）第2493号      平成28年 4月 1日
     羽生市秀安２１３－３
     048-560-3491  (048-560-3491)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458390,043,8 イオン薬局　羽生店 〒348-0039 （後発調１）第3461号      平成30年 1月 1日
     羽生市川崎２－２８１－３
     048-560-0440  (048-560-0444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459390,058,6 南羽生薬局 〒348-0071 （後発調１）第3491号      平成30年 2月 1日
     羽生市南羽生３－７－１２
     048-580-6722  (048-580-6723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460420,016,8 斉藤薬局　七本木店 〒369-0306 （後発調１）第1628号      平成28年 4月 1日
     児玉郡上里町大字七本木３２８５
     －３
     0495-33-0864  (0495-33-0864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461430,033,1 フレンド薬局 〒367-0031 （後発調１）第3040号      平成28年11月 1日
     本庄市北堀新田原１７８０－７
     0495-25-6071  (0495-25-6072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462430,039,8 フレンド薬局　本庄本〒367-0054 （後発調１）第2501号      平成28年 4月 1日
     店 本庄市千代田１－５－４
     0495-27-4552  (0495-27-4553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463430,040,6 あさひ調剤薬局　本庄〒367-0031 （後発調１）第3408号      平成29年11月 1日
     店 本庄市北堀８１１－２
     0495-22-4193  (0495-22-9666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464430,052,1 ウエルシア児玉薬局 〒367-0211 （後発調１）第1681号      平成28年 4月 1日
     本庄市児玉町吉田林３８０－１
     0495-73-1155  (0495-73-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465430,058,8 あすなろ薬局　東台店〒367-0021 （後発調１）第3409号      平成29年12月 1日
     本庄市東台４－８－２７
     0495-27-4693  (0495-27-4692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466430,068,7 らいむ薬局 〒367-0044 （後発調１）第1625号      平成28年 4月 1日
     本庄市見福３－３－１７
     0495-25-8266  (0495-25-8267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  467430,072,9 ひふみ薬局 〒367-0030 （後発調１）第3208号      平成29年 4月 1日
     本庄市早稲田の杜３－７－４
     0495-71-8771  (0495-71-8772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468430,079,4 なの花薬局　本庄おじ〒367-0061 （後発調１）第2791号      平成28年 6月 1日
     ま店 本庄市小島５－１－２４
     0495-27-8081  (0495-24-5198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469430,084,4 すばる薬局 〒367-0217 （後発調１）第2781号      平成28年 6月 1日
     本庄市児玉町八幡山３２７－３
     0495-71-5703  (0495-71-5704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470450,004,7 松本薬局 〒369-1203 （後発調１）第2999号      平成28年10月 1日
     大里郡寄居町寄居８８９
     048-581-0047  (048-581-0868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471450,027,8 ひばり薬局　桜沢店 〒369-1202 （後発調１）第2735号      平成28年 6月 1日
     大里郡寄居町大字桜沢２１４－２
     048-581-5330  (048-581-5130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472450,058,3 みなみ薬局寄居店 〒369-1203 （後発調１）第2507号      平成28年 4月 1日
     大里郡寄居町大字寄居字中町８８
     １番１
     048-580-5017  (048-580-5578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473450,061,7 のぞみ鉢形薬局 〒369-1221 （後発調１）第3484号      平成30年 2月 1日
     大里郡寄居町保田原１６３－８
     048-580-2288  (048-580-2228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474450,062,5 薬局　すばる 〒369-1203 （後発調１）第2807号      平成28年 7月 1日
     大里郡寄居町寄居６７１－３
     048-598-7719  (048-598-7719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475450,063,3 イチワタおぶすま薬局〒369-1216 （後発調１）第3091号      平成29年 1月 1日
     大里郡寄居町富田２９１７－２
     048-582-2588  (048-582-3737)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476460,020,1 有限会社　三共ファー〒366-0035 （後発調１）第1632号      平成28年 4月 1日
     マシー　原郷店 深谷市原郷西原４－３０
     048-574-0636  (048-573-6086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477460,033,4 ひばり薬局　つばき店〒366-0041 （後発調１）第2933号      平成28年 8月 1日
     深谷市東方３６８７－３
     048-571-5335  (048-571-5523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  478460,051,6 日赤前薬局 〒366-0052 （後発調１）第3334号      平成29年 8月 1日
     深谷市上柴町西５－９－２６
     048-575-3500  (048-575-3600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479460,065,6 いずみ薬局 〒366-0006 （後発調１）第1630号      平成28年 4月 1日
     深谷市血洗島１８７
     048-587-4711  (048-587-4710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480460,070,6 トンプク堂薬局 〒369-1108 （後発調１）第3389号      平成29年11月 1日
     深谷市田中１３７
     0485-83-2331  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481460,093,8 スギ薬局　深谷上柴店〒366-0052 （後発調１）第3369号      平成29年10月 1日
     深谷市上柴町西３丁目２２番地５
     048-570-5200  (048-574-1966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482460,105,0 ウエルシア薬局　深谷〒366-0033 （後発調１）第1695号      平成28年 4月 1日
     中央店 深谷市国済寺７２－１
     048-570-6100  (048-570-6101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483460,107,6 ウエルシア薬局深谷上〒366-0801 （後発調１）第3452号      平成30年 1月 1日
     野台店 深谷市上野台２８７０－２
     048-570-4133  (048-570-4135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484460,109,2 ぱんだ薬局 〒369-1246 （後発調１）第2650号      平成28年 4月 1日
     深谷市小前田２５３３－３
     0485-79-0505  (0485-79-0506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485460,111,8 ドラッグイチワタ小前〒369-1246 （後発調１）第2511号      平成28年 4月 1日
     田薬局 深谷市小前田２５４０
     048-579-1067  (048-579-0086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486460,125,8 あるも薬局　上野台店〒366-0801 （後発調１）第3071号      平成28年12月 1日
     深谷市上野台字御屋敷２３２３－
     １
     048-501-7825  (048-501-7826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487460,127,4 ウエルシア薬局　深谷〒366-0828 （後発調１）第3426号      平成29年12月 1日
     東大沼店 深谷市東大沼３０９
     048-575-4500  (048-551-1011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488460,130,8 かわもと薬局 〒369-1109 （後発調１）第3504号      平成30年 3月 1日
     深谷市上原１０４４番３
     048-578-1186  (048-578-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  489460,136,5 あかね薬局 〒366-0025 （後発調１）第3394号      平成29年 9月 1日
     深谷市寿町５４－３
     048-574-5707  (048-594-6021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490480,011,6 戸塚屋薬局 〒369-1412 （後発調１）第3086号      平成28年12月 1日
     秩父郡皆野町皆野２５１４－１
     04946(2)0018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491480,020,7 五野上薬局 〒369-1412 （後発調１）第2515号      平成28年 4月 1日
     秩父郡皆野町大字皆野９７２－１
     0494-62-0155  (0494-62-5143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492480,028,0 おがの薬局 〒368-0105 （後発調１）第2517号      平成28年 4月 1日
     秩父郡小鹿野町小鹿野３０４－６
     0494-72-7377  (0494-72-7378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493480,031,4 ドラッグイチワタ　皆〒369-1412 （後発調１）第2519号      平成28年 4月 1日
     野バイパス店 秩父郡皆野町皆野７７５
     0494-62-3344  (0494-62-4832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494480,040,5 のがみ薬局 〒369-1304 （後発調１）第3241号      平成29年 4月 1日
     秩父郡長瀞町本野上１０１１－８
     0494-66-0967  (0494-66-0968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495490,003,1 丸眞薬局 〒368-0046 （後発調１）第2850号      平成28年 7月 1日
     秩父市宮側町１３－３
     0494-22-3505  (0494-22-3507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496490,031,2 有限会社　宮前薬局 〒368-0042 （後発調１）第2887号      平成28年 8月 1日
     秩父市東町１３－７
     0494-22-3522  (0494-24-0022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497490,033,8 有限会社　秩父薬局 〒368-0005 （後発調１）第2521号      平成28年 4月 1日
     秩父市大野原９６６番地
     0494-22-5533  (0494-22-4957)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498490,050,2 クオール薬局　秩父店〒368-0042 （後発調１）第2974号      平成28年 9月 1日
     秩父市東町２７番９号
     0494-21-4189  (0494-21-4190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499490,064,3 ドラッグイチワタ秩父〒368-0013 （後発調１）第1633号      平成28年 4月 1日
     永田薬局 秩父市永田町５－２８
     0494-25-3288  (0494-21-1807)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500490,070,0 イチワタ薬局　影森店〒369-1871 （後発調１）第2526号      平成28年 4月 1日
     秩父市下影森植木２０６８－６
     0494-26-6688  (0494-26-6685)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  501490,077,5 あらい薬局 〒368-0044 （後発調１）第3290号      平成29年 7月 1日
     秩父市本町１－１９
     0494-27-0033  (0494-27-0034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502490,083,3 アイランド薬局　秩父〒368-0013 （後発調１）第3375号      平成29年10月 1日
     永田店 秩父市永田町１１－１６
     0494-21-1189  (0494-21-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503490,085,8 いまいずみ薬局 〒368-0004 （後発調１）第3499号      平成29年12月16日
     秩父市山田２７０６－４
     0494-26-6103  (0494-26-6430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504510,029,2 須田薬局本店 〒352-0011 （後発調１）第1615号      平成28年 4月 1日
     新座市野火止１－２－１
     048-477-3089  (048-481-9877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505510,035,9 コスモファーマシー 〒352-0001 （後発調１）第1607号      平成28年 4月 1日
     新座市東北１－７－２
     048-476-3266  (048-476-3268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506510,048,2 かくの木薬局 〒352-0023 （後発調１）第3227号      平成29年 5月 1日
     新座市堀ノ内２－９－３３
     048-482-5235  (048-482-5236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507510,051,6 滝島薬局　石神店 〒352-0033 （後発調１）第2535号      平成28年 4月 1日
     新座市石神２－４－８
     048-482-0779  (048-477-5330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508510,056,5 やままる薬局 〒352-0025 （後発調１）第2536号      平成28年 4月 1日
     新座市片山２－１０－２１
     048-481-5278  (048-481-5278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509510,058,1 コスモ薬局　新座店 〒352-0001 （後発調１）第1608号      平成28年 4月 1日
     新座市東北１－６－２
     048-487-5600  (048-487-5603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510510,075,5 ひまわり薬局 〒352-0011 （後発調１）第1619号      平成28年 4月 1日
     新座市野火止６－５－２３
     048-489-5266  (048-489-5267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511510,081,3 くるみ薬局 〒352-0003 （後発調１）第2928号      平成28年 8月 1日
     新座市北野３－１８－１７
     048-480-5966  (048-480-5966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512510,090,4 くるみ薬局　２号店 〒352-0003 （後発調１）第2965号      平成28年 9月 1日
     新座市北野３－１８－１４
     048-482-1111  (048-482-1111)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  513510,091,2 イオン薬局　新座店 〒352-0001 （後発調１）第2542号      平成28年 4月 1日
     新座市東北２－３２－１２
     048-499-3794  (048-476-6277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514510,097,9 かくの木薬局　新堀店〒352-0032 （後発調１）第2882号      平成28年 8月 1日
     新座市新堀１－１３－６第一谷野
     ビル１階
     042-496-1066  (042-496-1067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515510,098,7 エール薬局　学園通り〒352-0014 （後発調１）第3511号      平成30年 3月 1日
     店 新座市栄４－６－３田中屋ビル　
     １階
     048-480-3332  (048-480-3352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516510,101,9 ひばり薬局 〒352-0035 （後発調１）第2544号      平成28年 4月 1日
     新座市栗原５－１１－３４
     042-421-3774  (042-453-7027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517510,103,5 ぷらむ薬局　新座店 〒352-0003 （後発調１）第3364号      平成29年10月 1日
     新座市北野２ー５ー１１
     048-479-1613  (048-479-1614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518510,105,0 木の実薬局 〒352-0022 （後発調１）第2993号      平成28年 8月 1日
     新座市本多１－３－９
     048-480-0177  (048-480-0178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519520,045,6 わかば薬局　桶川店 〒363-0022 （後発調１）第1609号      平成28年 4月 1日
     桶川市若宮１－２－１２
     048-789-2188  (048-789-2188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520520,049,8 桶川クローバ薬局 〒363-0017 （後発調１）第2545号      平成28年 4月 1日
     桶川市西１－５－６
     048-776-1201  (048-776-1340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521520,051,4 センター薬局　桶川店〒363-0028 （後発調１）第2738号      平成28年 6月 1日
     桶川市下日出谷西３丁目３－４
     048-782-6141  (048-782-6143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522520,055,5 ウエルシア薬局　桶川〒363-0021 （後発調１）第1696号      平成28年 4月 1日
     泉店 桶川市泉１－８－６　
     048-789-2115  (048-789-2116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523530,031,4 まりも薬局 〒364-0002 （後発調１）第3441号      平成29年12月 1日
     北本市宮内１－２０２黒沢マンシ
     ョン１Ｆ
     048-592-6351  (048-592-6352)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  524530,040,5 ウェルパーク薬局　北〒364-0031 （後発調１）第3267号      平成29年 6月 1日
     本店 北本市中央３－４５
     048-590-5674  (048-590-5675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525530,045,4 あいケア薬局　北本店〒364-0014 （後発調１）第1623号      平成28年 4月 1日
     北本市二ツ家１－３７４　マリオ
     ン北本１２５Ｂ
     048-501-6181  (048-501-6182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526530,055,3 あおい薬局 〒364-0031 （後発調１）第2548号      平成28年 4月 1日
     北本市中央２－７４　藤井ビル１
     Ｆ
     048-598-7250  (048-598-7251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527530,059,5 フレンド薬局　北本店〒364-0007 （後発調１）第3012号      平成28年10月 1日
     北本市東間８－２４４－２
     048-577-4204  (048-577-4205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528570,009,1 ウエサカ薬局 〒349-0133 （後発調１）第1612号      平成28年 4月 1日
     蓮田市閏戸４１２２－１４
     048-766-3366  (048-766-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529570,011,7 コスモ薬局　蓮田 〒349-0131 （後発調１）第3510号      平成30年 3月 1日
     蓮田市根金字大山１６６５－５
     048-766-8118  (048-766-8119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530570,034,9 はなだ薬局 〒349-0114 （後発調１）第1605号      平成28年 4月 1日
     蓮田市馬込２－２９７
     048-765-5086  (048-765-5087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531570,038,0 くろき薬局　黒浜支店〒349-0101 （後発調１）第2660号      平成28年 5月 1日
     蓮田市黒浜４７７０
     048-765-3765  (048-764-3765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532570,040,6 薬局オリーブファーマ〒349-0111 （後発調１）第2943号      平成28年 8月 1日
     シー 蓮田市東５－２－９
     048-764-0789  (048-764-0792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533570,041,4 ウエルシア薬局　蓮田〒349-0101 （後発調１）第1704号      平成28年 4月 1日
     黒浜店 蓮田市大字黒浜字椿山２８１１番
     048-765-7022  (048-765-7023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534570,043,0 有限会社　芙蓉堂薬局〒349-0111 （後発調１）第2689号      平成28年 5月 1日
     蓮田市東６丁目２－１０
     048-768-2755  (048-876-8240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  535570,046,3 クオール薬局　蓮田店〒349-0111 （後発調１）第2651号      平成28年 4月 1日
     蓮田市東６－３－５
     048-769-2124  (048-769-4285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536570,052,1 ほとり薬局 〒349-0122 （後発調１）第1618号      平成28年 4月 1日
     蓮田市上１－４－１９
     048-876-9430  (048-876-9430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537600,015,2 高橋薬局 〒350-0214 （後発調１）第2550号      平成28年 4月 1日
     坂戸市千代田１－１８－１１
     0492-81-1476  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538600,034,3 薬の坂重薬局 〒350-0225 （後発調１）第2551号      平成28年 4月 1日
     坂戸市日の出町６－２４　升屋マ
     ンションビル１０１
     049-284-9678  (049-284-9678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539600,052,5 ポニー薬局 〒350-0231 （後発調１）第2652号      平成28年 4月 1日
     坂戸市泉町２－４５１
     049-289-9501  (048-289-9501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540600,065,7 ウエルシア薬局　坂戸〒350-0237 （後発調１）第3072号      平成28年12月 1日
     浅羽野店 坂戸市浅羽野１－２－１
     049-210-7337  (049-284-7995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541600,068,1 ユニコ調剤薬局ユニメ〒350-0215 （後発調１）第3292号      平成29年 7月 1日
     ック 坂戸市関間１－１－８
     049-284-8899  (049-284-8797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542600,077,2 ユニコ薬局　東坂戸店〒350-0205 （後発調１）第2555号      平成28年 4月 1日
     坂戸市東坂戸２－８－１０４
     049-284-3646  (049-284-3644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543600,080,6 双葉薬局 〒350-0229 （後発調１）第2754号      平成28年 6月 1日
     坂戸市薬師町１１－４
     049-281-1498  (049-281-1498)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544600,086,3 メローライフ薬局　若〒350-0215 （後発調１）第2556号      平成28年 4月 1日
     葉店 坂戸市関間４－１２－１２－Ｂ　
     ファーストレジデンス若葉
     049-282-6460  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545600,089,7 天草薬局　坂戸店 〒350-0264 （後発調１）第2557号      平成28年 4月 1日
     坂戸市竹之内１９９－３
     049-281-2878  (049-281-2878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  546600,091,3 わかば薬局　西口駅前〒350-0215 （後発調１）第3164号      平成29年 3月 1日
     店 坂戸市関間４－１２－２４　若葉
     西口ビル１Ｆ
     049-299-4095  (049-299-4096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547600,092,1 イルカ薬局　花みず木〒350-0269 （後発調１）第2558号      平成28年 4月 1日
     店 坂戸市にっさい花みず木３－２０
     －８
     049-299-7620  (049-299-7621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548600,099,6 秋山薬局　駅前店 〒350-0225 （後発調１）第2826号      平成28年 7月 1日
     坂戸市日の出町１４－８　Ａ号
     049-284-8788  (049-284-8788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549600,100,2 秋山薬局　八幡店 〒350-0223 （後発調１）第2561号      平成28年 4月 1日
     坂戸市八幡２－９－１９
     049-281-1592  (049-284-0368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550600,101,0 秋山薬局　日の出町店〒350-0225 （後発調１）第2825号      平成28年 7月 1日
     坂戸市日の出町１５－１伊藤ビル
     　１階
     049-257-7565  (049-257-7565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551600,103,6 ウエルシア薬局　坂戸〒350-0242 （後発調１）第2819号      平成28年 7月 1日
     鶴舞厚川店 坂戸市厚川５８－４
     049-296-8500  (049-296-8501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552600,108,5 ヴェルペン花みず木薬〒350-0269 （後発調１）第3437号      平成29年12月 1日
     局 坂戸市にっさい花みず木３－１５
     －２
     049-280-3222  (049-280-3220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553600,112,7 ウエルシア薬局　坂戸〒350-0216 （後発調１）第3067号      平成28年10月 7日
     柳町店 坂戸市柳町４５－１７
     049-280-5025  (049-280-5026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554610,038,2 関薬局 〒340-0114 （後発調１）第3351号      平成29年 9月 1日
     幸手市東３－１－１
     0480-43-8865  (0480-43-6510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555610,058,0 ブレーメン薬局　幸手〒340-0113 （後発調１）第2568号      平成28年 4月 1日
     店 幸手市幸手２８００－１
     0480-40-6505  (0480-40-6506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556610,059,8 下川崎薬局 〒340-0162 （後発調１）第2881号      平成28年 7月 1日
     幸手市下川崎４４－１１
     0480-44-9230  (0480-44-9230)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  557610,063,0 ウエルシア薬局　幸手〒340-0114 （後発調１）第3305号      平成29年 8月 1日
     東店 幸手市東４－８－２
     0480-40-3672  (0480-40-3673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558610,064,8 ひまわり薬局 〒340-0115 （後発調１）第2964号      平成28年 9月 1日
     幸手市中４－１４－４０
     0480-31-6983  (0480-31-6983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559610,066,3 クオール薬局　幸手南〒340-0156 （後発調１）第3349号      平成29年 8月 1日
     店 幸手市南２－２－１６
     0480-40-3133  (0480-40-3144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560620,025,7 有限会社　桐芳堂薬局〒350-2201 （後発調１）第2676号      平成28年 5月 1日
     鶴ケ島市富士見２－６－１４
     049-285-4859  (049-286-6945)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561620,046,3 鶴ヶ島中央薬局　天神〒350-2223 （後発調１）第2571号      平成28年 4月 1日
     店 鶴ケ島市大字高倉字三ノ輪７６８
     番６
     049-272-3732  (049-272-3736)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562620,058,8 あおぞら薬局　藤金店〒350-2206 （後発調１）第2573号      平成28年 4月 1日
     鶴ケ島市藤金３０４－２
     049-298-5111  (049-298-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563620,069,5 鶴ヶ島中央薬局　鶴ヶ〒350-2203 （後発調１）第3329号      平成29年 7月 1日
     島店 鶴ヶ島市上広谷１１－１１
     049-287-3033  (049-285-9510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564630,009,9 エグサ薬局 〒350-1206 （後発調１）第2575号      平成28年 4月 1日
     日高市南平沢３６７－４
     042-984-4188  (042-984-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565630,016,4 阪神調剤薬局　埼玉日〒350-1245 （後発調１）第2577号      平成28年 4月 1日
     高店 日高市栗坪１０６－１
     042-984-0828  (042-984-0829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566630,019,8 ウエルシア薬局　日高〒350-1249 （後発調１）第2958号      平成28年 9月 1日
     高麗川店 日高市高麗川３－１２－１５
     042-984-0075  (042-984-0076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567630,024,8 アズマ薬局　日高店 〒350-1233 （後発調１）第2581号      平成28年 4月 1日
     日高市下鹿山５２７　コマガワプ
     ラザ９号
     042-978-7378  (042-978-7379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  568630,026,3 こま薬局 〒350-1254 （後発調１）第2789号      平成28年 6月 1日
     日高市久保２７４－１９
     042-982-5522  (042-982-5523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569640,005,5 さかえ薬局 〒342-0041 （後発調１）第2583号      平成28年 4月 1日
     吉川市保７８８－１６
     048-981-5911  (048-982-2560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570640,024,6 ウエルシア薬局　吉川〒342-0050 （後発調１）第3453号      平成30年 1月 1日
     栄店 吉川市栄町８４５－１
     048-984-4371  (048-984-4372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571650,002,9 ともえ薬局 〒336-0035 （後発調１）第2705号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区松本１－１３－７
     048-844-6317  (048-844-6318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572650,021,9 わたしの薬局 〒338-0832 （後発調１）第3043号      平成28年11月 1日
     さいたま市桜区西堀３－１－３１
     048-865-5588  (048-865-5586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573650,024,3 アリス調剤薬局 〒336-0025 （後発調１）第2718号      平成28年 5月 1日
     さいたま市南区文蔵２－１－２信
     太ビル１０３号
     048-710-7336  (048-710-6331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574650,032,6 有限会社　ケンエイメ〒336-0926 （後発調１）第3434号      平成29年12月 1日
     ディカル　アーバン薬さいたま市緑区東浦和４－１６－
     局 ５－１０１
     048-712-3050  (048-712-3055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575650,046,6 ドラッグセイムス　南〒336-0017 （後発調１）第3403号      平成29年11月 1日
     浦和薬局 さいたま市南区南浦和３－８－２
     ２
     048-887-2565  (048-813-8150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576650,064,9 あけぼの薬局 〒336-0017 （後発調１）第1668号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区南浦和３－４－１
     ４
     048-883-4455  (048-883-4466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577650,074,8 ほんだ薬局　新都心店〒330-0081 （後発調１）第2779号      平成28年 6月 1日
     さいたま市中央区新都心４－８　
     新都心ファーストビル１Ｆ
     048-600-1770  (048-600-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  578650,075,5 ケヤキ薬局 〒338-0002 （後発調１）第2908号      平成28年 8月 1日
     さいたま市中央区下落合６丁目４
     番１０号
     048-859-6939  (048-859-6940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579650,083,9 あきがせ薬局 〒338-0837 （後発調１）第2753号      平成28年 6月 1日
     さいたま市桜区田島９－１２－１
     １
     048-838-8856  (048-838-8856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580650,087,0 こぐま薬局　本店 〒330-0854 （後発調１）第3034号      平成28年11月 1日
     さいたま市大宮区桜木町２－７－
     １
     048-642-6200  (048-642-6611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581650,089,6 弁天薬局 〒331-0804 （後発調１）第3432号      平成29年12月 1日
     さいたま市北区土呂町２－２３－
     ３６
     048-662-5444  (048-662-5445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582650,094,6 ウエルシア薬局　さい〒338-0003 （後発調１）第3479号      平成30年 2月 1日
     たま与野店 さいたま市中央区本町東６－１４
     －１４
     048-851-4507  (048-851-4536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583650,095,3 ドラッグセイムス宮原〒331-0812 （後発調１）第3194号      平成29年 4月 1日
     西口薬局 さいたま市北区宮原町３－５５８
     048-652-1623  (048-662-5627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584650,098,7 彩薬局 〒330-0844 （後発調１）第2721号      平成28年 5月 1日
     さいたま市大宮区下町２丁目６６
     番地
     048-650-5373  (048-650-5373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585650,102,7 イシス薬局 〒338-0001 （後発調１）第2863号      平成28年 7月 1日
     さいたま市中央区上落合４－１０
     －２
     048-856-0143  (048-856-0222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586650,113,4 ウエルシア薬局　浦和〒330-0042 （後発調１）第3215号      平成29年 5月 1日
     木崎店 さいたま市浦和区木崎一丁目７－
     ２７
     048-811-1190  (048-811-1191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  587650,124,1 あい薬局　高砂店 〒330-0063 （後発調１）第3081号      平成28年12月 1日
     さいたま市浦和区高砂２－２－２
     ０　Ｋビル１Ｆ
     048-825-5512  (048-815-8140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588650,133,2 かんが堂薬局 〒338-0013 （後発調１）第1834号      平成28年 4月 1日
     さいたま市中央区鈴谷５－３－１
     ２－Ｂ
     048-840-0222  (048-840-0224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589650,134,0 かるがも薬局 〒331-0812 （後発調１）第2706号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区宮原町１－２１２
     048-816-4356  (048-653-9606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590650,136,5 あさひ調剤薬局　東大〒337-0051 （後発調１）第3382号      平成29年10月 1日
     宮店 さいたま市見沼区東大宮５－３８
     －３
     048-687-0201  (048-687-0203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591650,147,2 ウエルシア薬局　東大〒337-0002 （後発調１）第3481号      平成30年 2月 1日
     宮パトリア店 さいたま市見沼区春野２－７　パ
     トリア東大宮店内
     048-682-0648  (048-682-0648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592650,150,6 つばさ薬局 〒336-0936 （後発調１）第1837号      平成28年 4月 1日
     さいたま市緑区太田窪１－２３－
     ７
     048-886-0066  (048-886-0066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593650,157,1 ドラッグセイムス　西〒338-0837 （後発調１）第3464号      平成30年 1月 1日
     浦和薬局 さいたま市桜区田島５－２３－４
     048-839-7288  (048-836-3539)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594650,159,7 有限会社　平井薬局 〒330-0074 （後発調１）第2716号      平成28年 5月 1日
     さいたま市浦和区北浦和３－４－
     ５
     048-831-7243  (048-831-7248)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595650,162,1 けんこう薬局 〒330-0061 （後発調１）第3079号      平成28年12月 1日
     さいたま市浦和区常盤６－１２－
     １６
     048-783-4860  (048-783-4870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596650,172,0 坂本薬局 〒336-0926 （後発調１）第1842号      平成28年 4月 1日
     さいたま市緑区東浦和４－１－１
     ５
     048-810-5855  (048-810-5860)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  597650,174,6 アサイ薬局 〒337-0051 （後発調１）第3200号      平成29年 4月 1日
     さいたま市見沼区東大宮４－１５
     －７　佐藤マンション１階
     048-661-5301  (048-661-5181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598650,179,5 ウエルシア薬局　中浦〒336-0031 （後発調１）第2897号      平成28年 8月 1日
     和店 さいたま市南区鹿手袋２－１３－
     １９
     048-710-5501  (048-710-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599650,180,3 愛育薬局　蓮沼店 〒337-0015 （後発調１）第1843号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区蓮沼１１４４
     048-688-5224  (048-688-5224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600650,186,0 飛鳥薬局　浦和店 〒336-0911 （後発調１）第2750号      平成28年 6月 1日
     さいたま市緑区三室２４６６－７
     048-810-4050  (048-810-4051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601650,189,4 ムサシ薬局　２号店 〒336-0021 （後発調１）第1846号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区別所７－２－１－
     １０６
     048-729-4189  (048-729-4139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602650,196,9 志宝薬局　大宮店 〒330-0844 （後発調１）第3138号      平成29年 2月 1日
     さいたま市大宮区下町２－１６－
     １　アクロスビル１０１
     048-642-6114  (048-642-6144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603650,201,7 オレンジ薬局 〒336-0926 （後発調１）第1848号      平成28年 4月 1日
     さいたま市緑区東浦和４－２７－
     １０
     048-875-2215  (048-875-2215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604650,209,0 ウエルシア薬局　東大〒337-0051 （後発調１）第2814号      平成28年 7月 1日
     宮４丁目店 さいたま市見沼区東大宮４－２４
     －１２
     048-660-1566  (048-660-1567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605650,211,6 ファーコス薬局　せが〒330-0044 （後発調１）第1850号      平成28年 4月 1日
     さき さいたま市浦和区瀬ケ崎３－９－
     ８
     048-885-2683  (048-885-2687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606650,224,9 鈴木薬局　七里店 〒337-0017 （後発調１）第2923号      平成28年 8月 1日
     さいたま市見沼区大字風渡野６８
     ３－１
     048-795-8183  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  607650,239,7 ウエルシア薬局　さい〒337-0008 （後発調１）第3177号      平成29年 4月 1日
     たま深作店 さいたま市見沼区春岡１丁目１６
     番地１
     048-682-6001  (048-682-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608650,248,8 ウエルシア薬局　さい〒337-0053 （後発調１）第1712号      平成28年 4月 1日
     たま大和田店 さいたま市見沼区大和田町２－１
     ２２７－５
     048-682-6721  (048-682-6723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609650,250,4 レモン薬局 〒336-0931 （後発調１）第1858号      平成28年 4月 1日
     さいたま市緑区原山４－３３－２
     ５
     048-816-5532  (048-816-5534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610650,254,6 ゆうゆう薬局　日進店〒331-0823 （後発調１）第1859号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区日進町２－９８９
     048-660-5650  (048-660-5651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611650,258,7 ウエルシア薬局　武蔵〒336-0027 （後発調１）第2810号      平成28年 7月 1日
     浦和店 さいたま市南区沼影１丁目１３番
     １号
     048-872-8170  (048-872-8180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612650,261,1 あさひ調剤薬局　島根〒331-0054 （後発調１）第3383号      平成29年10月 1日
     店 さいたま市西区大字島根３１２－
     １
     048-621-3393  (048-621-3395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613650,262,9 アイン薬局　島根店 〒331-0054 （後発調１）第3384号      平成29年10月 1日
     さいたま市西区大字島根字道下２
     ９８－１
     048-621-4193  (048-621-4195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614650,266,0 よつば調剤薬局 〒330-0834 （後発調１）第3151号      平成29年 3月 1日
     さいたま市大宮区天沼町２－７５
     ９　さいたまメディカルタウン１
     階
     048-658-3722  (048-658-3723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615650,274,4 ことぶき薬局　浦和領〒330-0072 （後発調１）第2915号      平成28年 8月 1日
     家店 さいたま市浦和区領家２－１０－
     ２
     048-884-4500  (048-884-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  616650,282,7 飛鳥薬局　新都心店 〒330-0843 （後発調１）第1866号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区吉敷町４丁目２
     ６２番地１０　松井ビル１階
     048-650-2485  (048-650-2486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617650,283,5 やわらぎ薬局 〒336-0932 （後発調１）第3035号      平成28年11月 1日
     さいたま市緑区中尾９７０番１
     048-762-6081  (048-762-6082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618650,284,3 ウエルシア薬局　さい〒331-0812 （後発調１）第3505号      平成30年 3月 1日
     たま宮原ベルク店 さいたま市北区宮原町１丁目１９
     ０番地８
     048-669-6500  (048-669-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619650,295,9 さくら薬局　鹿室店 〒339-0001 （後発調１）第2968号      平成28年 9月 1日
     さいたま市岩槻区鹿室字新開９７
     ２―２
     048-794-1570  (048-794-1578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620650,297,5 さくら薬局　大宮中川〒337-0043 （後発調１）第2685号      平成28年 5月 1日
     店 さいたま市見沼区大字中川７４９
     －１
     048-687-6370  (048-687-6371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621650,313,0 ともえ薬局　別所店 〒336-0021 （後発調１）第1872号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区別所３－１３－１
     ９
     048-844-3456  (048-844-3457)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622650,319,7 ウエルシア薬局　さい〒337-0042 （後発調１）第3449号      平成30年 1月 1日
     たま南中野店 さいたま市見沼区南中野８０１－
     １
     048-681-5505  (048-681-5506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623650,320,5 グリーン薬局 〒339-0057 （後発調１）第2970号      平成28年 9月 1日
     さいたま市岩槻区本町１－１６－
     ７
     048-756-3378  (048-756-8180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624650,323,9 ドラッグセイムス堀の〒330-0804 （後発調１）第2983号      平成28年 9月 1日
     内薬局 さいたま市大宮区堀の内町２－４
     ８－１
     048-650-9770  (048-650-9772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  625650,324,7 たかやま薬局 〒339-0055 （後発調１）第3017号      平成28年10月 1日
     さいたま市岩槻区東町２－６－３
     ５
     048-756-2659  (048-756-7922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626650,328,8 みずほ薬局 〒330-0854 （後発調１）第1876号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区桜木町４－６８
     ４
     048-641-6796  (048-644-1595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627650,329,6 みやこ薬局　春野店 〒337-0003 （後発調１）第1877号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区深作３－４０－
     ４
     048-685-4888  (048-685-5304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628650,330,4 イオン薬局　大宮店 〒331-0825 （後発調１）第1878号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区櫛引町２－５７４
     －１　イオン大宮店１階
     048-662-6791  (048-662-6792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629650,333,8 ひかり薬局 〒331-0823 （後発調１）第2903号      平成28年 8月 1日
     さいたま市北区日進町３－７５７
     －２
     048-665-7777  (048-666-9977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630650,345,2 サークル薬局　日進店〒331-0823 （後発調１）第2600号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区日進町２－６７８
     048-665-3989  (048-665-3985)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631650,348,6 指扇薬局 〒331-0074 （後発調１）第3199号      平成29年 4月 1日
     さいたま市西区宝来１３１１－３
     048-623-2101  (048-623-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632650,349,4 わかば薬局　浦和駅東〒330-0055 （後発調１）第2603号      平成28年 4月 1日
     口店 さいたま市浦和区東高砂町１４－
     １８　前島ビル１階
     048-883-8455  (048-883-8456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633650,353,6 関口りんどう薬局 〒336-0926 （後発調１）第2678号      平成28年 5月 1日
     さいたま市緑区東浦和２－１４－
     １
     048-810-5905  (048-810-5978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634650,356,9 ファーコス薬局　大宮〒338-0007 （後発調１）第3114号      平成29年 1月 1日
     さいたま市中央区円阿弥７－１２
     －８
     048-859-8720  (048-859-8721)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  635650,367,6 ナチュール公園前薬局〒336-0017 （後発調１）第1672号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区南浦和３－３－９
     048-813-3633  (048-813-3634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636650,370,0 東大宮アイ薬局 〒337-0051 （後発調１）第3428号      平成29年12月 1日
     さいたま市見沼区東大宮６－９－
     １６
     048-681-7007  (048-876-8730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637650,374,2 一ツ木薬局 〒336-0018 （後発調１）第2801号      平成28年 7月 1日
     さいたま市南区南本町２－２１－
     ４
     048-825-7333  (048-825-7343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638650,377,5 北袋薬局 〒330-0835 （後発調１）第2606号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区北袋町２－４０
     ０－２
     048-658-4650  (048-658-4651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639650,381,7 雄飛堂薬局　東仲町店〒330-0056 （後発調１）第3487号      平成30年 2月 1日
     さいたま市浦和区東仲町４－１６
     　ベルゾーネＫＭ　１－Ａ
     048-764-9771  (048-764-9772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640650,385,8 鈴木薬局　西浦和店 〒338-0837 （後発調１）第3512号      平成30年 3月 1日
     さいたま市桜区田島５－２２－２
     ６　サンシティ西浦和１階
     048-711-1551  (048-711-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641650,389,0 日本調剤　浦和仲町薬〒330-0062 （後発調１）第3011号      平成28年10月 1日
     局 さいたま市浦和区仲町１－２－１
     １
     048-814-0261  (048-814-0262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642650,395,7 美園つばさ薬局 〒336-0967 （後発調１）第2607号      平成28年 4月 1日
     さいたま市緑区美園五丁目４６番
     地７
     048-753-9250  (048-753-9251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643650,398,1 すばる薬局　南浦和店〒336-0017 （後発調１）第3113号      平成29年 1月 1日
     さいたま市南区南浦和１－３３－
     １１　彩ネット南浦和ビル
     048-813-6345  (048-813-6357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  644650,401,3 染川薬局　太田窪店 〒336-0015 （後発調１）第2609号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区太田窪２－１７－
     ６
     048-789-6593  (048-789-6594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645650,405,4 マリオン薬局　大和田〒337-0041 （後発調１）第3460号      平成30年 1月 1日
     店 さいたま市見沼区南中丸１０３４
     －１３　
     048-682-0361  (048-682-0362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646650,410,4 ファーコス薬局　本郷〒331-0802 （後発調１）第2937号      平成28年 8月 1日
     さいたま市北区本郷町３７２－３
     048-782-8161  (048-782-8162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647650,411,2 ファーコス薬局　スミ〒330-0063 （後発調１）第3435号      平成29年12月 1日
     レ浦和 さいたま市浦和区高砂２－１１－
     ６
     048-834-3571  (048-834-7352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648650,412,0 ファーコス薬局　みは〒330-0856 （後発調１）第2849号      平成28年 7月 1日
     し さいたま市大宮区三橋４－１５－
     ３　
     048-626-0980  (048-626-0981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649650,414,6 ゆず薬局 〒336-0038 （後発調１）第2615号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区関１－８－３　
     048-838-2233  (048-838-2234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650650,415,3 株式会社　おか調剤薬〒336-0911 （後発調１）第3032号      平成28年11月 1日
     局 さいたま市緑区三室２４５９－６
     ５　三室新井マンション１Ｆ　
     048-875-5821  (048-875-6273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651650,422,9 カメヤ薬局　コミュニ〒339-0057 （後発調１）第3420号      平成29年12月 1日
     ティセンター前店 さいたま市岩槻区本町１－８－１
     ２
     048-757-2214  (048-757-2445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652650,431,0 一幸堂薬局 〒336-0931 （後発調１）第2619号      平成28年 4月 1日
     さいたま市緑区原山１－８－１５
     　
     048-789-7611  (048-789-7677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653650,432,8 薬局トモズ　大宮店 〒330-0854 （後発調１）第3327号      平成29年 8月 1日
     さいたま市大宮区桜木町１－１－
     １０　１階
     048-871-7201  (048-650-1150)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  654650,434,4 竹内薬局　北浦和店 〒330-0073 （後発調１）第3293号      平成29年 7月 1日
     さいたま市浦和区元町２－９－５
     　
     048-811-4875  (048-884-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655650,440,1 セントラル薬局　浦和〒336-0031 （後発調１）第2620号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区鹿手袋５－１９－
     ６
     048-711-4068  (048-711-4069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656650,442,7 鈴木薬局　吉野町店 〒331-0811 （後発調１）第2621号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区吉野町１－３７３
     －３０
     048-783-3838  (048-783-3838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657650,445,0 なの花薬局　東大宮店〒337-0051 （後発調１）第3321号      平成29年 8月 1日
     さいたま市見沼区東大宮２－３５
     －７
     048-667-3560  (048-667-3560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658650,446,8 薬局エイド　北浦和店〒330-0074 （後発調１）第3162号      平成29年 3月 1日
     さいたま市浦和区北浦和３－７－
     １－１０２
     048-764-8446  (048-764-8479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659650,448,4 ウエルシア薬局　さい〒336-0931 （後発調１）第3250号      平成29年 6月 1日
     たま原山店 さいたま市緑区原山１－２８－２
     ８
     048-811-2050  (048-811-2051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660650,453,4 共創未来　浦和薬局 〒330-0044 （後発調１）第2623号      平成28年 4月 1日
     さいたま市浦和区瀬ケ崎３－１６
     －２
     048-887-2302  (048-887-2351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661650,456,7 みやこ薬局　堀の内店〒330-0804 （後発調１）第2625号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区堀の内町１－３
     ３０ハートフル大宮ビル１Ｆ　１
     ０２号
     048-658-5505  (048-658-5506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662650,461,7 大宮薬剤師会会営薬局〒331-0823 （後発調１）第2627号      平成28年 4月 1日
     　日進南店 さいたま市北区日進町２－８５４
     －２
     048-699-4193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  663650,471,6 ウエルシア薬局　さい〒331-0064 （後発調１）第1698号      平成28年 4月 1日
     たま佐知川店 さいたま市西区佐知川２０－４
     048-620-5533  (048-620-5534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664650,473,2 青葉薬局　六 店 〒336-0026 （後発調１）第2629号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区 ３－１２－３
     ハウスＡ　１０３号室
     048-789-6641  (048-789-6642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665650,475,7 ひのき薬局 〒338-0001 （後発調１）第2630号      平成28年 4月 1日
     さいたま市中央区上落合２－９－
     ３０
     048-840-5420  (048-840-5421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666650,477,3 そうごう薬局　日進店〒331-0823 （後発調１）第2848号      平成28年 7月 1日
     さいたま市北区日進町２－１０８
     ２－３－１０１
     048-668-1492  (048-668-1490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667650,478,1 フレンド薬局　東大宮〒337-0051 （後発調１）第3494号      平成30年 2月 1日
     店 さいたま市見沼区東大宮２－５３
     －１２
     048-871-8023  (048-871-8024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668650,479,9 ひまわり薬局 〒339-0057 （後発調１）第2929号      平成28年 8月 1日
     さいたま市岩槻区本町２－２－１
     ２
     048-792-0713  (048-792-0714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669650,482,3 さくら薬局　さいたま〒331-0814 （後発調１）第2632号      平成28年 4月 1日
     東大成店 さいたま市北区東大成町１－５４
     ２
     048-660-2701  (048-660-2702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670650,486,4 ファーコス薬局　二ツ〒331-0065 （後発調１）第2633号      平成28年 4月 1日
     宮 さいたま市西区二ツ宮４１９－１
     ０
     048-620-3233  (048-624-3299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671650,489,8 わかば薬局　大宮店 〒330-0854 （後発調１）第2769号      平成28年 6月 1日
     さいたま市大宮区桜木町１－１８
     ３－２　ロセール・ビューノ大宮
     １０１号室
     048-788-2526  (048-788-2527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  672650,498,9 鈴木薬局　大宮アルシ〒330-0854 （後発調１）第3209号      平成29年 4月 1日
     ェ店 さいたま市大宮区桜木町２－１－
     １　アルシェビル６Ｆ
     048-856-9091  (048-856-9091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673650,503,6 宝来薬局 〒331-0074 （後発調１）第2636号      平成28年 4月 1日
     さいたま市西区宝来１３４１－１
     048-622-8808  (048-622-8818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674650,506,9 あすなろ薬局　岩槻店〒339-0067 （後発調１）第3492号      平成30年 2月 1日
     さいたま市岩槻区西町４－１－５
     048-884-8892  (048-884-8893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675650,508,5 太田窪アポス調剤薬局〒336-0936 （後発調１）第2638号      平成28年 4月 1日
     さいたま市緑区太田窪３－２－１
     ３
     048-881-9301  (048-885-4793)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676650,510,1 アイン薬局　大宮店 〒338-0001 （後発調１）第3057号      平成28年11月 1日
     さいたま市中央区上落合９－１２
     －１
     048-840-0729  (048-840-0730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677650,518,4 りんご薬局 〒336-0042 （後発調１）第2852号      平成28年 7月 1日
     さいたま市南区大谷口２４９４－
     １
     048-749-1005  (048-749-1006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678650,527,5 ぺんぎん薬局　東大宮〒337-0051 （後発調１）第3372号      平成29年10月 1日
     店 さいたま市見沼区東大宮５－３４
     －７４
     048-795-6355  (048-795-6356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679650,528,3 ぺんぎん薬局　大和田〒337-0053 （後発調１）第3324号      平成29年 8月 1日
     店 さいたま市見沼区大和田町２－１
     ２６３－２
     048-795-4355  (048-795-4356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680650,531,7 ファーマみらい岩槻薬〒339-0012 （後発調１）第3046号      平成28年11月 1日
     局 さいたま市岩槻区増長３６９－３
     048-720-8860  (048-720-8861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681650,536,6 ウエルシア薬局　岩槻〒339-0067 （後発調１）第3217号      平成29年 5月 1日
     西町店 さいたま市岩槻区西町５－１－３
     ６
     048-749-8530  (048-749-8531)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  682650,537,4 アイセイ薬局　武蔵浦〒336-0022 （後発調１）第3068号      平成28年10月 1日
     和店 さいたま市南区白幡４－２１－８
     048-837-8857  (048-837-8858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683650,539,0 南山堂薬局　さいたま〒330-0081 （後発調１）第3268号      平成29年 6月 1日
     新都心店 さいたま市中央区新都心４－１　
     ＦＳＫビル１階
     048-762-3786  (048-762-3787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684650,546,5 セイムスさいたま新都〒330-0081 （後発調１）第3287号      平成29年 7月 1日
     心薬局 さいたま市中央区新都心１１－１
     048-600-1555  (048-600-1556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685650,556,4 ふたば調剤薬局　浦和〒330-0055 （後発調１）第3381号      平成29年10月 1日
     店 さいたま市浦和区東高砂町１７－
     ７　石内前地ビル
     048-764-8383  (048-764-8825)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686650,560,6 こばと薬局　桜木町店〒330-0854 （後発調１）第3393号      平成29年11月 1日
     さいたま市大宮区桜木町４－２４
     １－１　ＡＲＡＩビル１Ｆ
     048-783-2502  (048-783-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687650,563,0 ウエルシア薬局　さい〒331-0812 （後発調１）第3425号      平成29年12月 1日
     たま宮原４丁目店 さいたま市北区宮原町４－９－１
     048-661-5601  (048-661-5602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688650,564,8 まがもと調剤薬局 〒336-0033 （後発調１）第3331号      平成29年 7月 1日
     さいたま市南区曲本３－６－２
     048-710-8585  (048-710-8586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689650,581,2 サイトウ薬局　浦和店〒330-0061 （後発調１）第3473号      平成29年12月 1日
     さいたま市浦和区常盤９－４－４
     048-823-5731  (048-823-5732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690650,587,9 すずらん薬局　大宮店〒331-0811 （後発調１）第3497号      平成30年 1月 1日
     さいたま市北区吉野町１－３４７
     －１４
     048-662-1885  (048-662-1886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691650,588,7 スター薬局 〒330-0846 （後発調１）第3500号      平成30年 1月 1日
     さいたま市大宮区大門町３－５０
     Ｖ．Ｉ．Ｐ　ＲＯＹＡＬ氷川台１
     Ｂ－２
     048-658-3055  (048-658-3066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算１　薬局］ 平成30年 3月28日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  692660,001,9 セキ薬局　白岡店 〒349-0215 （後発調１）第2641号      平成28年 4月 1日
     白岡市千駄野６５７－７　　
     0480-90-5332  (0480-90-5332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693660,003,5 ウエルシア薬局　白岡〒349-0218 （後発調１）第2896号      平成28年 8月 1日
     店 白岡市白岡１１４３－１
     0480-91-6711  (0480-91-6712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694660,004,3 フタバ薬局 〒349-0218 （後発調１）第2643号      平成28年 4月 1日
     白岡市白岡１４８７－１２
     0480-31-8225  (0480-31-8226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695660,006,8 明倫堂薬局 〒349-0217 （後発調１）第3488号      平成30年 2月 1日
     白岡市小久喜１０７０－１
     0480-91-7001  (0480-91-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696660,009,2 白岡あいりす薬局 〒349-0217 （後発調１）第3167号      平成29年 3月 1日
     白岡市小久喜１１８９－１
     0480-53-8410  (0480-53-8412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,034,7 株式会社　ムトウ薬局〒330-0074 （後発調２）第2169号      平成28年 9月 1日
     さいたま市浦和区北浦和２－２－
     ５
     048-831-2791  (048-831-2799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,059,4 有限会社　太陽堂薬局〒338-0837 （後発調２）第2166号      平成28年 9月 1日
     　田島団地店 さいたま市桜区田島６－２－１２
     －９
     048-862-7609  (048-865-1384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,144,4 有限会社　コスモス薬〒330-0062 （後発調２）第2524号      平成29年 4月 1日
     局 さいたま市浦和区仲町４－１０－
     １３
     048-864-2206  (048-864-2206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,156,8 すこやか薬局 〒336-0926 （後発調２）第1999号      平成28年 6月 1日
     さいたま市緑区東浦和１－１７－
     １３
     048-875-1541  (048-875-1542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,160,0 サン＆グリーン薬局 〒336-0918 （後発調２）第1978号      平成28年 5月 1日
     さいたま市緑区松木３－１６－１
     １
     048-875-6360  (048-875-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,165,9 大牧薬局 〒336-0926 （後発調２）第2591号      平成29年 5月 1日
     さいたま市緑区東浦和３丁目１３
     番地６
     048-874-4113  (048-874-4186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,170,9 ココカラファイン薬局〒330-0074 （後発調２）第2406号      平成29年 1月 1日
     　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和４－９－
     １ネスト北浦和１Ｆ
     048-824-6657  (048-824-6859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,171,7 リバティー薬局 〒336-0025 （後発調２）第1425号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区文蔵３－２７－３
     ６
     048-865-2022  (048-865-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,172,5 望星北浦和薬局 〒330-0074 （後発調２）第2500号      平成29年 3月 1日
     さいたま市浦和区北浦和４－９－
     ９
     048-822-9381  (048-822-0938)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10010,179,0 サンリツ薬局　神田店〒338-0812 （後発調２）第1465号      平成28年 4月 1日
     さいたま市桜区大字神田６０９－
     ２
     048-851-2017  (048-854-2098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,181,6 キリン堂薬局　浦和元〒330-0073 （後発調２）第2597号      平成29年 6月 1日
     町店 さいたま市浦和区元町２－４－８
     048-811-3091  (048-811-3092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,185,7 サイトウ薬局 〒330-0061 （後発調２）第2545号      平成29年 4月 1日
     さいたま市浦和区常盤９－３２－
     ２０
     048-832-4861  (048-832-4761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,189,9 あい薬局 〒330-0075 （後発調２）第2942号      平成30年 2月 1日
     さいたま市浦和区針ケ谷３－１３
     －１８
     048-825-3722  (048-825-3806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,191,5 岸町薬局 〒330-0064 （後発調２）第3016号      平成30年 3月 1日
     さいたま市浦和区岸町４－２３－
     ７
     048-825-4721  (048-825-4726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,193,1 中浦和薬局 〒336-0031 （後発調２）第1504号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区鹿手袋２－５－１
     　ミキモトビル１階
     048-837-4711  (048-837-4714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,194,9 三室薬局 〒336-0918 （後発調２）第3017号      平成30年 3月 1日
     さいたま市緑区松木３－２６－３
     ３
     048-876-1635  (048-876-1637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,218,6 駅前調剤　くまさん薬〒336-0021 （後発調２）第2192号      平成28年 8月 1日
     局 さいたま市南区別所７－６－８ラ
     イブタワー武蔵浦和２０４
     048-872-0588  (048-872-0589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18020,096,4 有限会社　関口薬局 〒332-0016 （後発調２）第1543号      平成28年 4月 1日
     川口市幸町１－１０－９
     048-252-8586  (048-252-1363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19020,184,8 サンドラッグ川口東本〒334-0063 （後発調２）第2576号      平成29年 5月 1日
     郷薬局 川口市東本郷１４５０－１
     048-285-6121  (048-285-6127)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20020,205,1 ひまわり薬局 〒333-0866 （後発調２）第2613号      平成29年 6月 1日
     川口市芝３－７－１７
     048-261-8773  (048-261-8773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21020,225,9 ひばり薬局 〒333-0807 （後発調２）第1469号      平成28年 4月 1日
     川口市長蔵１－２３－８
     048-298-3456  (048-298-3472)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22020,229,1 あおば薬局 〒332-0023 （後発調２）第1547号      平成28年 4月 1日
     川口市飯塚３－２－１アーバンハ
     イツ飯塚２ー１０２
     048-250-5357  (048-250-5358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23020,234,1 さしまファーマシー 〒333-0816 （後発調２）第1509号      平成28年 4月 1日
     川口市差間３－１７－３５
     048-290-1286  (048-290-1286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24020,236,6 みずほ薬局 〒332-0035 （後発調２）第2109号      平成28年 7月 1日
     川口市西青木３－１０－２１
     048-240-0211  (048-240-0210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25020,251,5 ウエルシア川口芝薬局〒333-0866 （後発調２）第2712号      平成29年 9月 1日
     川口市芝３丁目１２番地１号
     048-263-6787  (048-263-6788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26020,260,6 日本調剤　川口薬局 〒332-0017 （後発調２）第1551号      平成28年 4月 1日
     川口市栄町１－１８－９
     048-241-9061  (048-241-9063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27020,262,2 ソーシン薬局 〒332-0015 （後発調２）第1419号      平成28年 4月 1日
     川口市川口３－３－１－１０９リ
     プレ二番街
     048-259-3239  (048-259-3239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28020,264,8 グラス薬局 〒333-0866 （後発調２）第2223号      平成28年 9月 1日
     川口市芝７０１６－３３
     048-260-3000  (048-260-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29020,270,5 志宝薬局　川口店 〒332-0001 （後発調２）第2639号      平成29年 6月 1日
     川口市朝日２丁目２８番１９号
     048-222-2300  (048-222-2775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30020,271,3 ハートフル薬局 〒333-0862 （後発調２）第1911号      平成28年 5月 1日
     川口市北園町４６－１５
     048-261-7646  (048-261-7646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   31020,272,1 田辺薬局　川口新郷店〒334-0075 （後発調２）第1483号      平成28年 4月 1日
     川口市江戸袋１－１４－８
     048-287-5610  (048-287-5611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32020,273,9 スカイ薬局 〒333-0844 （後発調２）第1447号      平成28年 4月 1日
     川口市上青木４－５－１４
     048-263-3131  (048-263-3132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33020,289,5 やまとどう薬局　芝中〒333-0847 （後発調２）第1548号      平成28年 4月 1日
     田店 川口市芝中田１－３０－１２
     048-262-1121  (048-262-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34020,290,3 誠公堂薬局　東川口店〒333-0802 （後発調２）第2413号      平成29年 1月 1日
     川口市戸塚東１丁目１８番３２号
     048-294-5590  (048-294-5589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35020,291,1 神根薬局 〒333-0833 （後発調２）第1494号      平成28年 4月 1日
     川口市西新井宿竹下３０１番地１
     ４
     048-288-6077  (048-288-6084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36020,292,9 やまとどう戸塚薬局 〒333-0806 （後発調２）第1962号      平成28年 5月 1日
     川口市戸塚境町３５－２１
     048-297-2886  (048-297-2886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37020,293,7 やまとどう薬局　東本〒334-0063 （後発調２）第2239号      平成28年 9月 1日
     郷店 川口市東本郷１４３０－３
     048-280-4686  (048-280-4686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38020,295,2 たんぽぽ薬局 〒332-0006 （後発調２）第2438号      平成29年 2月 1日
     川口市末広３－１８－２１　プラ
     ウディア川口末広
     048-227-3351  (048-227-3352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39020,306,7 ダイワ薬局 〒333-0849 （後発調２）第1527号      平成28年 4月 1日
     川口市本前川１丁目１３番６号
     048-267-0870  (048-267-0891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40020,307,5 小池薬局 〒333-0846 （後発調２）第1489号      平成28年 4月 1日
     川口市南前川２－１９－７
     048-263-1744  (048-263-1746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41020,310,9 川口薬剤師会中央薬局〒334-0057 （後発調２）第2567号      平成29年 5月 1日
     　安行店 川口市安行原１９０－６
     048-290-7310  (048-290-7311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   42020,311,7 阪神調剤薬局　川口店〒333-0831 （後発調２）第1508号      平成28年 4月 1日
     川口市木曽呂１３４６番地の３
     048-291-5222  (048-291-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43020,313,3 ライフ薬局　東川口店〒333-0801 （後発調２）第1555号      平成28年 4月 1日
     川口市東川口２丁目５番１７号
     048-298-7886  (048-298-7886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44020,315,8 ツカサ薬局 〒333-0811 （後発調２）第2222号      平成28年 9月 1日
     川口市戸塚２丁目１８番１８号　
     厚川ビル１０２
     048-296-9283  (048-296-9145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45020,317,4 東口駅前薬局 〒332-0012 （後発調２）第2451号      平成29年 2月 1日
     川口市本町４丁目４番１６号リビ
     オアクシスプレイス１０４号室
     048-226-3026  (048-226-3028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46020,319,0 ウエルシア薬局　川口〒332-0004 （後発調２）第1637号      平成28年 4月 1日
     領家店 川口市領家３－４－１６
     048-227-1782  (048-227-1783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47020,321,6 太極堂薬局 〒332-0021 （後発調２）第1958号      平成28年 5月 1日
     川口市西川口１－４１－５
     048-255-6500  (048-255-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48020,323,2 鈴木薬局　川口店 〒333-0868 （後発調２）第1420号      平成28年 4月 1日
     川口市芝高木１丁目７番７号
     048-267-4690  (048-267-4690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49020,326,5 有限会社　ベスト薬局〒333-0826 （後発調２）第1459号      平成28年 4月 1日
     川口市新井宿８２５－２
     048-282-6516  (048-282-6518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50020,336,4 マユミ薬局 〒332-0017 （後発調２）第1594号      平成28年 4月 1日
     川口市栄町２－５－１１　ＡＨビ
     ル１Ｆ
     048-251-2522  (048-251-2548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51020,339,8 埼玉きぞろ薬局 〒333-0831 （後発調２）第1493号      平成28年 4月 1日
     川口市木曽呂１３０９－１
     048-291-2766  (048-291-2767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52020,341,4 ブレーメン薬局　西青〒332-0035 （後発調２）第1463号      平成28年 4月 1日
     木店 川口市西青木２丁目４－２０－１
     ０１
     048-229-1530  (048-240-1660)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   53020,345,5 平成薬局 〒333-0801 （後発調２）第1918号      平成28年 5月 1日
     川口市東川口４－１９－３
     048-294-3594  (048-294-3595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54020,347,1 ウエルシア薬局　川口〒333-0867 （後発調２）第2155号      平成28年 8月 1日
     伊刈店 川口市芝東町５－３２
     048-263-5125  (048-263-5126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55020,349,7 薬局メディクス 〒332-0017 （後発調２）第1963号      平成28年 5月 1日
     川口市栄町１－１２－２１シティ
     ーデュオタワー川口１０６号
     048-250-5766  (048-250-5760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56020,352,1 上根橋薬局 〒333-0834 （後発調２）第1592号      平成28年 4月 1日
     川口市安行領根岸２７２１－５
     048-286-9993  (048-286-9991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57020,353,9 スカイ薬局　青木店 〒332-0031 （後発調２）第1446号      平成28年 4月 1日
     川口市青木３－３－２１
     048-240-1111  (048-240-1110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58020,354,7 芝新町調剤薬局 〒333-0851 （後発調２）第2552号      平成29年 4月 1日
     川口市芝新町４－２８
     048-261-0783  (048-261-0781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59020,355,4 プライム薬局 〒333-0802 （後発調２）第2241号      平成28年 9月 1日
     川口市戸塚東１－１７－１９
     048-298-9805  (048-294-1800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60020,365,3 ウエルシア薬局　川口〒333-0852 （後発調２）第2570号      平成29年 5月 1日
     芝樋ノ爪店 川口市芝樋ノ爪１－７－５２
     048-264-3561  (048-264-3562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61020,366,1 川口東薬局 〒333-0801 （後発調２）第1434号      平成28年 4月 1日
     川口市東川口２－４－１３
     048-298-0121  (048-298-0180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62020,367,9 田辺薬局　川口榛松店〒334-0062 （後発調２）第2272号      平成28年10月 1日
     川口市榛松１－１－５
     048-287-5720  (048-287-5721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63020,369,5 フルキ薬局 〒332-0001 （後発調２）第2832号      平成29年12月 1日
     川口市朝日３－１５－２０
     048-225-0811  (048-225-0911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   64020,371,1 カトレア薬局 〒332-0012 （後発調２）第1490号      平成28年 4月 1日
     川口市本町４－８－１９
     048-225-8383  (048-225-8482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65020,374,5 こぐま薬局 〒332-0001 （後発調２）第1476号      平成28年 4月 1日
     川口市朝日１－１０－１１　ベル
     シェ朝日１Ｆ
     048-475-9722  (048-475-9722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66020,376,0 イオン薬局　川口前川〒333-0842 （後発調２）第2996号      平成30年 3月 1日
     店 川口市前川１－１－１１
     048-262-1708  (048-263-5423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67020,378,6 スギ薬局　上青木店 〒333-0845 （後発調２）第2049号      平成28年 7月 1日
     川口市上青木西１－１９－９
     048-250-2115  (048-259-6533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68020,379,4 スギ薬局　川口元郷店〒332-0011 （後発調２）第2849号      平成29年12月 1日
     川口市元郷５－１１－１３
     048-227-7711  (048-223-2750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69020,381,0 サンドラッグララガー〒332-0028 （後発調２）第2073号      平成28年 7月 1日
     デン川口薬局 川口市宮町１８－９　ララガーデ
     ン川口１階　１０３０
     048-240-3103  (048-240-3103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70020,383,6 まえの薬局 〒334-0063 （後発調２）第1477号      平成28年 4月 1日
     川口市大字東本郷９０６－１
     048-452-8848  (048-452-8848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71020,389,3 ファイン調剤薬局 〒333-0851 （後発調２）第2464号      平成29年 2月 1日
     川口市芝新町９－３　田村ビル１
     ＦＡ
     048-262-5601  (048-261-1696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72020,392,7 サンドラッグ川口前川〒333-0842 （後発調２）第1949号      平成28年 5月 1日
     薬局 川口市前川１－２６－５３
     048-264-1470  (048-264-1471)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73020,395,0 ウエルシア薬局　川口〒334-0056 （後発調２）第2610号      平成29年 6月 1日
     峯店 川口市峯９２９－１
     048-290-2235  (048-290-2236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74020,401,6 みどり調剤薬局 〒332-0034 （後発調２）第1531号      平成28年 4月 1日
     川口市並木２－１８－５　サーパ
     スヒルズ１Ｆ
     048-254-9292  (048-254-9292)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   75020,402,4 薬局アポック　川口幸〒332-0016 （後発調２）第1998号      平成28年 6月 1日
     町店 川口市幸町１－７－１　川口パー
     クタワー１０４
     048-240-3066  (048-240-3067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76020,403,2 クレヨン薬局　戸塚安〒333-0813 （後発調２）第1513号      平成28年 4月 1日
     行店 川口市西立野５３５－１　グリー
     ンフォレスト１階
     048-229-2310  (048-229-2389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77020,406,5 ウエルシア薬局　東川〒333-0801 （後発調２）第2901号      平成30年 2月 1日
     口店 川口市東川口４丁目２１番６
     048-290-2533  (048-290-2534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78020,407,3 セイコー薬局　川口店〒333-0822 （後発調２）第1516号      平成28年 4月 1日
     川口市源左衛門新田２２６―６
     048-229-2168  (048-229-2169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79020,408,1 すみれ薬局 〒332-0004 （後発調２）第1595号      平成28年 4月 1日
     川口市領家１－２３－２５
     048-228-5855  (048-228-5855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80020,414,9 小町薬局 〒333-0834 （後発調２）第1902号      平成28年 4月 1日
     川口市安行領根岸８８１－８
     048-287-9783  (048-287-9783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81020,415,6 日本調剤　川口東薬局〒333-0833 （後発調２）第1707号      平成28年 4月 1日
     川口市西新井宿３０５－４
     048-288-9020  (048-288-9021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82020,417,2 ねむの木薬局 〒333-0801 （後発調２）第1549号      平成28年 4月 1日
     川口市東川口２－５－３
     048-291-5551  (048-291-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83020,419,8 チェリー薬局 〒332-0015 （後発調２）第2686号      平成29年 8月 1日
     川口市川口３－３－１　リプレ川
     口２番街
     048-240-1113  (048-240-1115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84020,420,6 リズム薬局　川口店 〒333-0861 （後発調２）第1538号      平成28年 4月 1日
     川口市柳崎５－３－２０　サンラ
     イフマンション１０１
     048-423-4790  (048-423-4791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85020,423,0 川口芝薬局 〒333-0866 （後発調２）第1546号      平成28年 4月 1日
     川口市芝４－１５－３
     048-268-7078  (048-268-7078)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   86020,424,8 スギ薬局　中青木店 〒332-0032 （後発調２）第1450号      平成28年 4月 1日
     川口市中青木２－９－８
     048-240-2101  (048-255-3220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87020,426,3 やまとどう薬局　石神〒333-0823 （後発調２）第1982号      平成28年 5月 1日
     店 川口市石神１６６１－１８
     048-295-5055  (048-295-5055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88020,428,9 ウエルシア薬局　川口〒334-0063 （後発調２）第1639号      平成28年 4月 1日
     東本郷店 川口市東本郷２０２８－２
     048-280-1640  (048-280-1641)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89020,430,5 クリエイト薬局　ミエ〒332-0012 （後発調２）第2762号      平成29年10月 1日
     ルかわぐち店 川口市本町２－７－２５
     048-228-3022  (048-228-3023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90020,439,6 ファーコス薬局　スミ〒332-0005 （後発調２）第2252号      平成28年 9月 1日
     レ川口 川口市新井町１４－１８
     048-222-7177  (048-222-7185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91020,440,4 ファーコス薬局　みず〒332-0021 （後発調２）第2587号      平成29年 5月 1日
     き 川口市西川口２－２－１０　サン
     フローラ西川口１階１０１　
     048-259-4387  (048-259-4389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92020,441,2 そうごう薬局　柳崎店〒333-0861 （後発調２）第2329号      平成28年11月 1日
     川口市柳崎３－７－２６　
     048-268-3531  (048-268-3532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93020,445,3 アステル薬局　川口店〒332-0004 （後発調２）第1437号      平成28年 4月 1日
     川口市領家３－６－１４
     048-228-0099  (048-228-0098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94020,446,1 カワグチ薬局 〒332-0023 （後発調２）第1471号      平成28年 4月 1日
     川口市飯塚２－２－１６　
     048-257-5673  (048-257-5673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95020,448,7 たから薬局　川口店 〒332-0006 （後発調２）第3015号      平成30年 3月 1日
     川口市末広３－２－３
     048-227-7117  (048-227-7118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96020,449,5 明倫堂薬局 〒334-0011 （後発調２）第2000号      平成28年 6月 1日
     川口市三ツ和１－２７－９　
     048-280-2882  (048-280-2883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   97020,454,5 クラフト薬局　川口元〒332-0017 （後発調２）第2737号      平成29年 9月 1日
     郷店 川口市栄町１－１６－１１
     048-240-5300  (048-240-5305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98020,459,4 金山町薬局 〒332-0014 （後発調２）第1910号      平成28年 4月 1日
     川口市金山町１２－１サウスゲー
     トタワー川口１０２
     048-280-6739  (048-280-6749)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99020,465,1 いちご薬局 〒332-0034 （後発調２）第1529号      平成28年 4月 1日
     川口市並木３－３－４ベルメゾン
     並木　１Ｆ
     048-255-1489  (048-255-1489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100020,468,5 よつば薬局　川口峯店〒334-0056 （後発調２）第1454号      平成28年 4月 1日
     川口市峯８１８－２１　メゾネッ
     ト・ノグチ１号室
     048-291-8183  (048-291-8106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101020,469,3 日本調剤　東川口戸塚〒333-0801 （後発調２）第1495号      平成28年 4月 1日
     薬局 川口市東川口３－１－１５
     048-290-3175  (048-290-3176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102020,471,9 川口スマイル薬局 〒332-0012 （後発調２）第1455号      平成28年 4月 1日
     川口市本町四丁目３番１号　サン
     ケイビルＢ１Ｆ
     048-229-1300  (048-229-1381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103020,474,3 厚川薬局 〒333-0801 （後発調２）第1520号      平成28年 4月 1日
     川口市東川口６－１９－４１
     048-229-2293  (048-229-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104020,476,8 プライム薬局　上青木〒333-0844 （後発調２）第2137号      平成28年 7月 1日
     店 川口市上青木６－１４－１０
     048-263-2150  (048-263-2151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105020,477,6 アイン薬局　川口榛松〒334-0062 （後発調２）第1481号      平成28年 4月 1日
     店 川口市榛松２－６－１１
     048-287-9710  (048-287-9714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106020,479,2 アイン薬局　川口店 〒333-0833 （後発調２）第2550号      平成29年 4月 1日
     川口市西新井宿３０１－１２
     048-288-1788  (048-288-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107020,480,0 アイン薬局　川口北店〒333-0831 （後発調２）第1482号      平成28年 4月 1日
     川口市木曽呂１３０８－３
     048-290-5607  (048-290-5476)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  108020,481,8 アイン薬局　アインズ〒332-0017 （後発調２）第2854号      平成29年12月 1日
     ＆トルペ川口店 川口市栄町３－７－１　川口キャ
     スティ３階
     048-271-5100  (048-255-2800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109020,482,6 アイン薬局　川口青木〒332-0031 （後発調２）第2855号      平成29年12月 1日
     店 川口市青木１－１８－２　明和ビ
     ル１階
     048-280-6257  (048-240-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110020,483,4 アイン薬局　川口駅東〒332-0017 （後発調２）第2010号      平成28年 6月 1日
     口店 川口市栄町３－１１－２７　Ｈｉ
     ｒｏ　Ｂｕｉｌｄ１階
     048-240-6767  (048-240-6768)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111020,485,9 ロード薬局 〒332-0004 （後発調２）第2299号      平成28年11月 1日
     川口市領家１－２４－４　ロード
     ビルディング１Ｆ
     048-287-8541  (048-287-8542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112020,487,5 ブレイブ薬局　川口店〒332-0015 （後発調２）第2888号      平成30年 1月 1日
     川口市川口４－２－４１タケノヤ
     ハイツ錦町１０３
     048-258-1357  (048-258-1357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113020,488,3 あけぼの薬局　西川口〒332-0034 （後発調２）第2296号      平成28年 9月 1日
     店 川口市並木３－５－２０
     048-287-3292  (048-287-3293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114020,489,1 フクシ西川口薬局 〒332-0035 （後発調２）第2823号      平成29年12月 1日
     川口市西青木１－２１－１９
     048-299-8295  (048-299-8296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115020,490,9 なみき薬局 〒332-0034 （後発調２）第2674号      平成29年 8月 1日
     川口市並木３－１４－２２　カー
     サビアンカ１階　
     048-240-0118  (048-240-0116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116020,491,7 薬局マツモトキヨシ　〒332-0034 （後発調２）第2616号      平成29年 6月 1日
     並木店 川口市並木３－４－１
     048-240-1520  (048-240-1520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117020,492,5 アイセイ薬局　東川口〒333-0811 （後発調２）第2338号      平成28年10月 1日
     店 川口市戸塚１－５－２８
     048-297-1193  (048-297-1593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  118020,493,3 アイセイ薬局　東川口〒333-0801 （後発調２）第2339号      平成28年10月 1日
     北店 川口市東川口５－３０－７
     048-290-5556  (048-290-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119020,495,8 アイセイ薬局　第２東〒333-0811 （後発調２）第2340号      平成28年10月 1日
     川口店 川口市戸塚２－４－１　ヒルトッ
     プ東川口１階
     048-291-3460  (048-291-3461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120020,497,4 アイセイ薬局　戸塚安〒333-0817 （後発調２）第2341号      平成28年10月 1日
     行店 川口市戸塚南２－１６－１２
     048-291-0361  (048-298-7260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121020,498,2 あすなろ薬局　川口店〒333-0848 （後発調２）第2459号      平成29年 2月 1日
     川口市芝下２－２２－９
     048-424-4193  (048-424-3593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122020,500,5 アイリス調剤薬局　南〒334-0013 （後発調２）第2733号      平成29年 9月 1日
     鳩ヶ谷店 川口市南鳩ヶ谷１－７－１
     048-242-3936  (048-242-3946)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123020,502,1 なつめ薬局　東川口店〒333-0811 （後発調２）第2716号      平成29年 9月 1日
     川口市戸塚２－２５－１０　コモ
     ンズビル２０１号室
     048-229-2443  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124020,503,9 ドラッグセイムス　川〒332-0003 （後発調２）第2755号      平成29年10月 1日
     口東領家薬局 川口市東領家３－７－１５
     048-228-0915  (048-228-0916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125020,504,7 おひさま薬局 〒333-0866 （後発調２）第2673号      平成29年 6月 1日
     川口市芝５－２－３　ひなや館１
     階
     048-486-9919  (045-486-9929)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126020,507,0 鳩ケ谷駅前薬局 〒334-0003 （後発調２）第2771号      平成29年 9月 1日
     川口市坂下町１－１２－４
     048-284-7333  (048-284-7332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127020,508,8 さくら町薬局 〒334-0001 （後発調２）第2808号      平成29年10月 1日
     川口市桜町５－３－５
     048-299-5411  (048-299-5412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128020,509,6 西青木薬局 〒332-0035 （後発調２）第2809号      平成29年10月 1日
     川口市西青木２－１６－２９
     048-250-1811  (048-250-1812)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  129020,511,2 ハロー薬局　西川口 〒332-0021 （後発調２）第3025号      平成30年 2月 1日
     川口市西川口１－５－２１　ＭＳ
     ビル１階
     048-229-8647  (048-229-8647)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130020,512,0 みなみ薬局 〒334-0013 （後発調２）第3024号      平成30年 2月 1日
     川口市南鳩ヶ谷４－２６－１　ペ
     ンタ・エマーブルＴＫ加藤ビル１
     Ｆ
     048-288-7437  (048-288-7437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131030,134,1 中央調剤薬局宮原店 〒331-0812 （後発調２）第2026号      平成28年 6月 1日
     さいたま市北区宮原町２－２３－
     ６
     048-666-2712  (048-666-2977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132030,147,3 ウエサカ薬局　大和田〒337-0053 （後発調２）第2078号      平成28年 7月 1日
     店 さいたま市見沼区大和田町１－９
     ５９－７
     048-685-4003  (048-689-3173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133030,165,5 あさひ調剤薬局　桜木〒330-0854 （後発調２）第2598号      平成29年 5月 1日
     店 さいたま市大宮区桜木町２－２７
     ２　大宮西口ビル１Ｆ
     048-645-6053  (048-648-9950)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134030,210,9 あさひ調剤薬局　中央〒331-0814 （後発調２）第2937号      平成30年 2月 1日
     店 さいたま市北区東大成町１－６２
     ６－１　野原ビル１Ｆ
     048-663-0847  (048-652-7637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135030,216,6 あさがお薬局 〒331-0823 （後発調２）第2634号      平成29年 6月 1日
     さいたま市北区日進町２－７５４
     －２
     048-668-3761  (048-668-3764)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136030,220,8 有限会社　高橋薬局 〒337-0012 （後発調２）第2912号      平成30年 2月 1日
     さいたま市見沼区東宮下２０２０
     048-683-1510  (048-683-1510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137030,231,5 きのした薬局　有限会〒331-0804 （後発調２）第1987号      平成28年 6月 1日
     社　土呂店 さいたま市北区土呂町１－２５－
     ９
     048-667-6751  (048-667-6752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  138030,238,0 つばめ薬局 〒330-0841 （後発調２）第1468号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区東町２－１１３
     048-644-1605  (048-644-1605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139030,243,0 けやき薬局 〒331-0052 （後発調２）第1503号      平成28年 4月 1日
     さいたま市西区三橋６－１１０５
     －５
     048-620-4304  (048-620-4369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140030,245,5 有限会社　千葉薬局 〒331-0057 （後発調２）第2086号      平成28年 7月 1日
     さいたま市西区中野林字袋２６４
     048-622-7191  (048-622-7191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141030,251,3 みさと薬局 〒331-0804 （後発調２）第1499号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区土呂町２丁目２３
     番地３０
     048-662-4580  (048-662-4580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142030,253,9 三橋四丁目薬局 〒330-0856 （後発調２）第2631号      平成29年 6月 1日
     さいたま市大宮区三橋４－８９８
     －４
     048-623-8860  (048-623-8735)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143040,067,1 あおい調剤薬局　株式〒350-0824 （後発調２）第1441号      平成28年 4月 1日
     会社　石原店 川越市石原町１－９－１
     049-225-7065  (049-225-7281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144040,085,3 有限会社　松本薬局 〒350-1137 （後発調２）第1515号      平成28年 4月 1日
     川越市砂新田２－１１－６
     049-241-0497  (049-241-0542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145040,112,5 有限会社　千葉薬局 〒350-0001 （後発調２）第2756号      平成29年10月 1日
     川越市古谷上７８１３－７
     049-236-1881  (049-235-6410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146040,136,4 はつかり薬局 〒350-0042 （後発調２）第2295号      平成28年10月 1日
     川越市中原町１－１２－３
     049-223-3480  (049-223-3481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147040,150,5 薬局アポック　川越東〒350-0066 （後発調２）第2409号      平成29年 1月 1日
     店 川越市連雀町２０－３
     049-229-4331  (049-229-4332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148040,152,1 アルル薬局 〒350-0046 （後発調２）第2892号      平成30年 1月 1日
     川越市菅原町２０－１９
     049-223-0555  (049-223-0605)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  149040,157,0 あおい薬局　今成店 〒350-1105 （後発調２）第1440号      平成28年 4月 1日
     川越市今成１－１３－１５
     049-229-3566  (049-229-3567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150040,161,2 クオール薬局　川越店〒350-0035 （後発調２）第2040号      平成28年 6月 1日
     川越市西小仙波町１－９－２
     049-229-4789  (049-229-4790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151040,162,0 旭町薬局 〒350-1126 （後発調２）第1436号      平成28年 4月 1日
     川越市旭町２－１－１４
     049-241-7316  (049-241-7316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152040,166,1 ぽぷら薬局 〒350-0816 （後発調２）第1938号      平成28年 5月 1日
     川越市上戸９９
     0492-32-3102  (0492-32-3103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153040,170,3 大袋新田薬局 〒350-1167 （後発調２）第1435号      平成28年 4月 1日
     川越市大袋新田８１５－９
     049-291-2581  (049-291-2581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154040,177,8 薬局アポック　川越店〒350-1123 （後発調２）第2362号      平成28年12月 1日
     川越市脇田本町２５－１８脇田本
     町ビル１Ｆ
     049-291-3810  (049-291-3811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155040,181,0 クオール薬局　川越フ〒350-1137 （後発調２）第2830号      平成29年12月 1日
     ジマ店 川越市砂新田４６０－７
     049-240-3035  (049-240-3036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156040,182,8 薬局アポック　川越的〒350-1101 （後発調２）第2083号      平成28年 7月 1日
     場店 川越市的場８２７－５ＭＢＭビル
     １Ｆ
     049-237-0400  (049-237-0401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157040,191,9 イルカ薬局 〒350-1136 （後発調２）第1526号      平成28年 4月 1日
     川越市大字下新河岸３８－１
     049-246-5010  (049-246-5010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158040,194,3 あすか薬局西口 〒350-1123 （後発調２）第1533号      平成28年 4月 1日
     川越市脇田本町６－１８
     049-243-5208  (049-243-5208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159040,196,8 くじら薬局 〒350-0809 （後発調２）第1534号      平成28年 4月 1日
     川越市大字鯨井新田２２－３
     049-233-6113  (049-233-6113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  160040,201,6 有限会社　みさき薬局〒350-1101 （後発調２）第1507号      平成28年 4月 1日
     　霞ヶ関店 川越市的場２２１８－１９
     049-234-2398  (049-234-2398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161040,217,2 クオール薬局　ララ１〒350-0001 （後発調２）第1523号      平成28年 4月 1日
     号店 川越市古谷上９９３－３
     049-235-7989  (049-235-8189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162040,220,6 飛鳥薬局　新富町店 〒350-0043 （後発調２）第2264号      平成28年10月 1日
     川越市新富町２－３０－３サンス
     プレンダー新富１０３
     049-227-5557  (049-227-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163040,222,2 ナイス薬局　新富町店〒350-0043 （後発調２）第1510号      平成28年 4月 1日
     川越市新富町２－４－３　木村屋
     ビル１階
     049-225-8833  (049-225-9797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164040,232,1 アポック川越センター〒350-0844 （後発調２）第2410号      平成29年 1月 1日
     前薬局　１号店 川越市鴨田１２９３－１
     049-227-5181  (049-227-5182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165040,233,9 アポック川越センター〒350-0844 （後発調２）第2503号      平成29年 3月 1日
     前薬局　２号店 川越市鴨田１２１０－１
     049-227-8121  (049-227-8122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166040,235,4 山田薬局 〒350-0822 （後発調２）第2056号      平成28年 7月 1日
     川越市大字山田３５０－３
     049-225-8118  (049-225-8228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167040,244,6 イルカ薬局　川越店 〒350-0046 （後発調２）第1467号      平成28年 4月 1日
     川越市菅原町１０番地９　サウス
     ヒル川越１０２号室
     049-237-6517  (049-237-6518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168040,245,3 スギ薬局　川越山田店〒350-0822 （後発調２）第3037号      平成30年 3月 1日
     川越市大字山田２０４２番地１　
     ヤオコー川越山田店内
     049-228-5200  (049-228-5288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169040,246,1 スギ薬局　川越南古谷〒350-0026 （後発調２）第2805号      平成29年11月 1日
     店 川越市泉町４番地３　ウニクス南
     古谷店ヤオコー棟内
     049-230-4600  (049-230-4601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  170040,253,7 なごみ薬局 〒350-1131 （後発調２）第1501号      平成28年 4月 1日
     川越市岸町３丁目１３番地２
     049-220-1193  (049-220-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171040,254,5 薬局アポック　川越中〒350-1123 （後発調２）第2214号      平成28年 9月 1日
     央店 川越市脇田本町２５－２１　ユア
     コート川越１０１
     049-291-2530  (049-291-2372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172040,255,2 有限会社　みさき薬局〒350-0806 （後発調２）第1505号      平成28年 4月 1日
     　天沼店 川越市大字天沼新田３４０－１１
     049-239-5338  (049-239-6033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173040,257,8 あおぞら薬局　川鶴店〒350-1176 （後発調２）第2797号      平成29年11月 1日
     川越市川鶴２丁目１２番地１　Ａ
     棟４号室
     049-298-5355  (049-298-5366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174040,265,1 めだか薬局 〒350-1107 （後発調２）第1540号      平成28年 4月 1日
     川越市的場新町８番地５　的場新
     町ビル１階Ａ号室
     049-298-6147  (049-298-6148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175040,266,9 サンタの健康薬局　川〒350-1162 （後発調２）第2487号      平成29年 3月 1日
     越店 川越市南大塚４丁目３番地１９
     049-293-5236  (049-293-5237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176040,268,5 日本調剤　川越アイケ〒350-0844 （後発調２）第1421号      平成28年 4月 1日
     イ薬局 川越市大字鴨田１２９１番地３
     049-227-4660  (049-227-4670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177040,269,3 くるくる薬局 〒350-1103 （後発調２）第1550号      平成28年 4月 1日
     川越市霞ケ関東二丁目１５番地２
     ０
     049-239-0010  (049-239-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178040,274,3 有限会社　みさき薬局〒350-0806 （後発調２）第1506号      平成28年 4月 1日
     　天沼新田店 川越市大字天沼新田２２４番地４
     049-299-4548  (049-299-4548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179040,275,0 リズム薬局　川越店 〒350-0052 （後発調２）第1537号      平成28年 4月 1日
     川越市宮下町一丁目２番地１７
     049-298-6123  (049-298-6124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180040,277,6 スギ薬局　川越鴨田店〒350-0844 （後発調２）第2623号      平成29年 6月 1日
     川越市大字鴨田１２５１番地１
     049-229-3851  (049-226-6311)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  181040,278,4 クオール薬局　ララ２〒350-0001 （後発調２）第2418号      平成29年 1月 1日
     号店 川越市大字古谷上９８８番地１
     049-230-1389  (049-230-1390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182040,285,9 ことぶき薬局　川越店〒350-1123 （後発調２）第3027号      平成30年 3月 1日
     川越市脇田本町１１番地４　ベル
     メゾンシラトリ１階２号室
     049-247-5993  (049-247-5994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183040,286,7 薬局マツモトキヨシ　〒350-1107 （後発調２）第2697号      平成29年 8月 1日
     ザ・マーケットプレイ川越市的場新町２１番地１０
     ス川越的場店 049-237-8222  (049-237-8222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184040,289,1 オリーブ薬局　霞ヶ関〒350-1101 （後発調２）第2098号      平成28年 7月 1日
     店 川越市大字的場２２４４番地２　
     049-233-1843  (049-234-0183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185040,291,7 クオール薬局　川越今〒350-1159 （後発調２）第2788号      平成29年11月 1日
     福店 川越市中台一丁目８番地７　
     049-249-1889  (049-249-1890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186040,293,3 ひまわり薬局 〒350-1153 （後発調２）第1426号      平成28年 4月 1日
     川越市大字下松原５６番地１
     049-249-0333  (049-249-0334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187040,296,6 なの花薬局　川越あさ〒350-1126 （後発調２）第1497号      平成28年 4月 1日
     ひ店 川越市旭町二丁目８番地４
     049-247-2338  (049-256-7419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188040,298,2 共創未来　霞ヶ関薬局〒350-1103 （後発調２）第2871号      平成30年 1月 1日
     川越市霞ケ関東１丁目４番地１９
     －２
     049-239-6021  (049-239-6023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189040,299,0 ウエルシア薬局　川越〒350-0034 （後発調２）第2973号      平成30年 3月 1日
     仙波２号店 川越市仙波町二丁目３番地８
     049-229-3921  (049-229-3922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190040,300,6 ウエルシア薬局　川越〒350-1124 （後発調２）第2352号      平成28年12月 1日
     新宿店 川越市新宿町六丁目２７番地５
     049-249-0260  (049-249-0263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191040,302,2 ヒノデ薬局 〒350-0042 （後発調２）第1498号      平成28年 4月 1日
     川越市中原町一丁目１番地２
     049-225-3522  (049-225-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  192040,303,0 誠公堂薬局　川越店 〒350-1124 （後発調２）第2414号      平成29年 1月 1日
     川越市新宿町六丁目２３番地７
     049-256-7763  (049-256-7764)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193040,304,8 海の子薬局　西川越店〒350-1104 （後発調２）第1539号      平成28年 4月 1日
     川越市大字小ケ谷８１６番地６
     049-299-4550  (049-299-4570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194040,309,7 雄飛堂薬局　川越西口〒350-1123 （後発調２）第2557号      平成29年 4月 1日
     店 川越市脇田本町１５番地２１　Ｋ
     Ｊ３ビル１階
     049-291-6250  (049-291-6251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195040,312,1 スギ薬局　ウニクス川〒350-1124 （後発調２）第2954号      平成30年 2月 1日
     越店 川越市新宿町一丁目１７番地１　
     ウニクス川越店１階
     049-257-6377  (049-257-6378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196040,313,9 あおぞら薬局　新河岸〒350-1137 （後発調２）第1486号      平成28年 4月 1日
     店 川越市砂新田二丁目１９番地８　
     リバプールＮ　１－Ｂ
     049-247-2000  (049-247-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197040,314,7 小江戸薬局　大手町店〒350-0057 （後発調２）第2592号      平成29年 5月 1日
     川越市大手町４番地３　メゾン・
     ド・大手町１Ｆ
     049-229-1300  (049-229-1301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198040,315,4 まごころ薬局　今福店〒350-1138 （後発調２）第1480号      平成28年 4月 1日
     川越市中台元町一丁目１０番地１
     １
     049-249-8904  (049-249-8905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199040,320,4 有限会社　坂重薬局 〒350-0062 （後発調２）第1673号      平成28年 4月 1日
     川越市元町一丁目１６番地５
     049-224-1580  (049-225-8169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200040,321,2 小江戸薬局駅前店 〒350-1122 （後発調２）第2082号      平成28年 7月 1日
     川越市脇田町１０３番地　川越マ
     イン２Ｆ
     049-222-3837  (049-222-3836)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201040,322,0 さくら薬局　川越並木〒350-0023 （後発調２）第2947号      平成30年 2月 1日
     店 川越市大字並木２４６番地１　リ
     ヴォーレ中田１Ｆ２号
     049-235-4581  (049-236-1860)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  202040,323,8 アズマ薬局　川越店 〒350-1116 （後発調２）第2466号      平成29年 2月 1日
     川越市寿町一丁目２２５５番地１
     　豊栄ビル１０１
     049-293-5185  (049-293-5186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203040,324,6 株式会社　ハート薬局〒350-0062 （後発調２）第1974号      平成28年 4月 1日
     　川越元町店 川越市元町二丁目８番地１
     049-226-1179  (049-226-1179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204040,329,5 むさしの薬局 〒350-1167 （後発調２）第2916号      平成30年 2月 1日
     川越市大袋新田１２１３番地１
     049-293-7835  (049-293-7836)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205040,330,3 時の鐘薬局 〒350-0066 （後発調２）第2838号      平成29年12月 1日
     川越市連雀町９番地１
     049-299-6663  (049-299-6699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206040,331,1 セキ薬局　川鶴店 〒350-0808 （後発調２）第2924号      平成30年 2月 1日
     川越市吉田新町３丁目８番地１
     049-237-5500  (049-237-5500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207040,332,9 たんぽぽ薬局 〒350-1114 （後発調２）第2955号      平成30年 1月 1日
     川越市東田町２２番地１４
     049-249-1771  (049-249-1772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208050,051,2 白岡薬局 〒349-0217 （後発調２）第1472号      平成28年 4月 1日
     白岡市小久喜９３２－６
     0480-93-7081  (0480-93-7084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209050,054,6 わかば薬局　宮代店 〒345-0836 （後発調２）第2807号      平成29年11月 1日
     南埼玉郡宮代町和戸１５０９－６
     0480-31-1193  (0480-31-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210050,055,3 みるい薬局 〒345-0824 （後発調２）第2907号      平成30年 2月 1日
     南埼玉郡宮代町山崎４７８番１１
     0480-34-6656  (0480-34-6656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211050,057,9 みずほ薬局 〒345-0824 （後発調２）第1593号      平成28年 4月 1日
     南埼玉郡宮代町字山崎１８８－３
     0480-36-1210  (0480-36-1220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212050,060,3 わかば薬局白岡店 〒349-0212 （後発調２）第2182号      平成28年 8月 1日
     白岡市新白岡４－１３－３
     0480-92-8808  (0480-92-8849)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  213050,066,0 鈴木薬局　白岡店 〒349-0217 （後発調２）第2386号      平成29年 1月 1日
     白岡市小久喜２０２－５
     0480-44-8820  (0480-44-8820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214050,071,0 あおば薬局　白岡店 〒349-0217 （後発調２）第2689号      平成29年 8月 1日
     白岡市小久喜８１５－６
     0480-31-8895  (0480-31-8896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215050,073,6 みやしろ薬局 〒345-0801 （後発調２）第2931号      平成30年 2月 1日
     南埼玉郡宮代町百間１０４０－４
     0480-31-3846  (0480-31-3847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216060,007,2 株式会社　カネコ薬局〒344-0062 （後発調２）第1532号      平成28年 4月 1日
     春日部市粕壁東２－１－４０
     048-752-2331  (048-752-0203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217060,021,3 有限会社　清水暢生堂〒344-0061 （後発調２）第1485号      平成28年 4月 1日
     薬局 春日部市粕壁３－５－４３
     048-752-2067  (048-761-2005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218060,078,3 間瀬薬局 〒344-0006 （後発調２）第2062号      平成28年 7月 1日
     春日部市八丁目４１７－１７
     0487-54-8583  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219060,087,4 ヤギサキ調剤薬局 〒344-0061 （後発調２）第2575号      平成29年 5月 1日
     春日部市粕壁字八木崎６９４２－
     １
     048-761-2171  (048-761-0616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220060,091,6 みき薬局 〒344-0067 （後発調２）第3003号      平成30年 3月 1日
     春日部市中央１－１１－３　ムツ
     ミプラザ１０５号
     048-763-1325  (048-763-1290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221060,101,3 ひまわり薬局 〒344-0046 （後発調２）第1511号      平成28年 4月 1日
     春日部市上蛭田１３０－５
     048-761-3738  (048-761-3725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222060,104,7 豊春薬局 〒344-0043 （後発調２）第1512号      平成28年 4月 1日
     春日部市下蛭田字前田１３２ー３
     ３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223060,127,8 有限会社　池田薬局 〒344-0046 （後発調２）第1536号      平成28年 4月 1日
     春日部市上蛭田６４番地６
     048-761-3730  (048-761-3730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  224060,136,9 みき薬局　西口駅前店〒344-0067 （後発調２）第1474号      平成28年 4月 1日
     春日部市中央１－１－１２
     048-755-7811  (048-755-7810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225060,137,7 ひよこ薬局 〒344-0067 （後発調２）第2965号      平成30年 3月 1日
     春日部市中央１丁目４－６オガワ
     第３ビルＢ１階
     048-763-5585  (048-763-5585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226060,139,3 よつば薬局　武里店 〒344-0021 （後発調２）第1674号      平成28年 4月 1日
     春日部市大場字前野１３６６－６
     048-731-7044  (048-731-7045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227060,146,8 マリブ調剤薬局 〒344-0046 （後発調２）第2058号      平成28年 7月 1日
     春日部市上蛭田６３０－１関根マ
     ンション１０２
     048-752-8855  (048-752-8864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228060,152,6 共創未来　一の割薬局〒344-0032 （後発調２）第2193号      平成28年 8月 1日
     春日部市備後東２丁目１番５６号
     048-737-5352  (048-796-5722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229060,154,2 さいたま中央薬局 〒344-0067 （後発調２）第2725号      平成29年 9月 1日
     春日部市中央２丁目１７－１０　
     昭和ビル第３　１０２
     048-761-0123  (048-761-0124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230060,157,5 アイビー薬局アルファ〒344-0021 （後発調２）第1475号      平成28年 4月 1日
     春日部市大場９２４－７
     048-731-1558  (048-731-1559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231060,160,9 ウエルシア薬局　春日〒344-0063 （後発調２）第2153号      平成28年 8月 1日
     部緑町店 春日部市緑町３－１－３７
     048-731-1780  (048-731-1781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232060,166,6 ひので薬局 〒344-0112 （後発調２）第2984号      平成30年 3月 1日
     春日部市西金野井３０９－１３
     048-746-0811  (048-746-0822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233060,167,4 薬樹薬局　庄和 〒344-0117 （後発調２）第2911号      平成30年 2月 1日
     春日部市金崎１０１５－６
     048-746-9772  (048-746-9783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234060,174,0 日本調剤　春日部薬局〒344-0063 （後発調２）第1462号      平成28年 4月 1日
     春日部市緑町６－１１－５０
     048-731-1193  (048-731-1195)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  235060,176,5 あいあい薬局 〒344-0066 （後発調２）第1947号      平成28年 5月 1日
     春日部市豊町４丁目２－３８
     048-739-5050  (048-739-5051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236060,183,1 明倫堂薬局　春日部 〒344-0036 （後発調２）第2173号      平成28年 8月 1日
     春日部市下大増新田８８番５
     048-731-2400  (048-731-2410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237060,187,2 りぼん薬局　春日部店〒344-0067 （後発調２）第1545号      平成28年 4月 1日
     春日部市中央５－５－３
     048-736-7753  (048-736-7753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238060,190,6 ライオン薬局 〒344-0063 （後発調２）第1518号      平成28年 4月 1日
     春日部市緑町５丁目９番１号
     048-735-9111  (048-735-9131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239060,191,4 そうごう薬局　春日部〒344-0021 （後発調２）第2367号      平成28年12月 1日
     店 春日部市大場８０番５
     048-873-2351  (048-738-5602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240060,197,1 さくら薬局　春日部六〒344-0012 （後発調２）第2770号      平成29年10月 1日
     軒町店 春日部市六軒町４４３
     048-731-7500  (048-731-7501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241060,203,7 藤の花薬局 〒344-0061 （後発調２）第2415号      平成29年 1月 1日
     春日部市粕壁１－６－５　１階
     048-812-5862  (048-812-5863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242060,209,4 ウエルシア薬局　春日〒344-0031 （後発調２）第2974号      平成30年 3月 1日
     部一ノ割店 春日部市一ノ割１－１２－１２
     048-745-6630  (048-745-6631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243060,214,4 ドリーム薬局　武里店〒344-0022 （後発調２）第1935号      平成28年 5月 1日
     春日部市大畑３２１
     048-884-8627  (048-884-8628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244060,215,1 げんき薬局 〒344-0062 （後発調２）第1484号      平成28年 4月 1日
     春日部市粕壁東２－１－３３
     048-872-6662  (048-872-6662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245060,216,9 薬局キューピーファー〒344-0043 （後発調２）第1502号      平成28年 4月 1日
     マシー 春日部市下蛭田２６２－１０
     048-793-7848  (048-793-7848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246060,219,3 ヘルスドラッグ薬局 〒344-0067 （後発調２）第2718号      平成29年 9月 1日
     春日部市中央１－８－７
     048-754-4988  (048-754-4984)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  247060,222,7 中央１丁目薬局 〒344-0067 （後発調２）第2183号      平成28年 8月 1日
     春日部市中央１－５６－１６サン
     トル春日部１階
     048-731-0288  (048-736-0604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248060,225,0 わかば薬局　春日部店〒344-0051 （後発調２）第2990号      平成30年 3月 1日
     春日部市内牧３１４４－８
     048-797-8620  (048-797-8621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249060,226,8 まこ薬局 〒344-0063 （後発調２）第1590号      平成28年 4月 1日
     春日部市緑町５－９－１３
     048-812-4177  (048-736-0550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250060,227,6 中川薬局　春日部店 〒344-0112 （後発調２）第1439号      平成28年 4月 1日
     春日部市西金野井２９１－１２６
     048-792-0414  (048-792-0415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251060,231,8 よつば薬局 〒344-0067 （後発調２）第1676号      平成28年 4月 1日
     春日部市中央１－４８－５
     048-733-3050  (048-792-0777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252060,233,4 クローバー薬局 〒344-0012 （後発調２）第3012号      平成30年 3月 1日
     春日部市六軒町２０９
     048-731-2660  (048-731-2661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253060,234,2 アーク薬局 〒344-0067 （後発調２）第1424号      平成28年 4月 1日
     春日部市中央１－５７－１４　（
     有）錦栄建設中央ビル１階
     048-739-5330  (048-739-5331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254060,235,9 ウエルシア薬局　春日〒344-0022 （後発調２）第2445号      平成29年 2月 1日
     部武里店 春日部市大畑５２４－７
     048-739-3077  (048-739-3078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255060,236,7 ウエルシア薬局　春日〒344-0067 （後発調２）第1641号      平成28年 4月 1日
     部市立医療センター前春日部市中央６丁目１－１５
     店 048-745-7511  (048-745-7512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256060,237,5 こはる薬局 〒344-0022 （後発調２）第2403号      平成29年 1月 1日
     春日部市大畑６５２－７
     048-872-6081  (048-872-6091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257060,238,3 スギ薬局　ベルク春日〒344-0063 （後発調２）第2470号      平成29年 2月 1日
     部緑町店 春日部市緑町３丁目１１番２４号
     048-739-5501  (048-739-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  258060,240,9 よつば薬局　豊春店 〒344-0046 （後発調２）第2221号      平成28年 9月 1日
     春日部市上蛭田２５９－２－２Ｆ
     048-812-8988  (048-812-8988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259060,241,7 南山堂薬局春日部店 〒344-0067 （後発調２）第2273号      平成28年10月 1日
     春日部市中央６－８－４
     048-797-9577  (048-797-9578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260060,242,5 アイン薬局春日部店 〒344-0067 （後発調２）第2672号      平成29年 7月 1日
     春日部市中央６－８－３　住地ビ
     ル１０１
     048-689-3695  (048-689-3696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261060,244,1 日本調剤春日部中央薬〒344-0067 （後発調２）第2271号      平成28年10月 1日
     局 春日部市中央６－８－３
     048-797-5023  (048-797-5024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262060,248,2 薬局キューピー・ファ〒344-0063 （後発調２）第2625号      平成29年 4月 1日
     ーマシー　緑町店 春日部市緑町４－１３－２２
     048-812-5430  (048-812-5430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263060,249,0 鈴木薬局　春日部中央〒344-0067 （後発調２）第2643号      平成29年 4月29日
     店 春日部市中央１－５２－１　セン
     トラルビル１階
     048-812-8696  (048-812-8696)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264060,251,6 クオール薬局　春日部〒344-0067 （後発調２）第2703号      平成29年 7月 1日
     店 春日部市中央７－３－３－Ｂ
     048-739-1890  (048-733-1091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265060,252,4 あおい薬局 〒344-0122 （後発調２）第2875号      平成30年 1月 1日
     春日部市下柳１４２９－８
     048-797-5184  (048-797-5184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266060,253,2 中川薬局　南桜井店 〒344-0116 （後発調２）第2936号      平成30年 2月 1日
     春日部市大衾６１０－１５
     048-878-9282  (048-878-9283)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267060,254,0 ａｋ薬局　春日部駅前〒344-0067 （後発調２）第2810号      平成29年10月 1日
     店 春日部市中央１－７－７
     048-752-6883  (048-763-5576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268070,046,8 亀屋薬局　本店 〒339-0057 （後発調２）第1422号      平成28年 4月 1日
     さいたま市岩槻区本町４－４－１
     048-756-0115  (048-796-4051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  269070,065,8 サンリツ薬局　慈恩寺〒339-0009 （後発調２）第1464号      平成28年 4月 1日
     店 さいたま市岩槻区慈恩寺１０９－
     １
     048-793-2225  (048-793-2226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270080,084,7 藤助薬局 〒343-0838 （後発調２）第1541号      平成28年 4月 1日
     越谷市蒲生１－５－４５
     048-986-3023  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271080,085,4 サンコー薬局 〒343-0032 （後発調２）第1445号      平成28年 4月 1日
     越谷市袋山１３６１－８
     048-979-1141  (048-979-1178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272080,128,2 花田薬局 〒343-0015 （後発調２）第2039号      平成28年 6月 1日
     越谷市花田２－３３－２２
     048-963-5253  (048-963-5253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273080,136,5 ふれあい薬局 〒343-0023 （後発調２）第2728号      平成29年 9月 1日
     越谷市東越谷９－１－１
     048-962-8911  (048-962-8909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274080,148,0 大間野薬局 〒343-0844 （後発調２）第1988号      平成28年 6月 1日
     越谷市大間野町４－１６６
     048-986-0220  (048-972-5566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275080,149,8 ウエルシア越谷大袋薬〒343-0032 （後発調２）第2152号      平成28年 8月 1日
     局 越谷市袋山１４５３－３
     048-975-9136  (048-973-1455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276080,166,2 サン薬局 〒343-0012 （後発調２）第2202号      平成28年 8月 1日
     越谷市増森２４７－３
     048-969-3577  (048-969-3578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277080,168,8 宮前薬局 〒343-0014 （後発調２）第2967号      平成30年 3月 1日
     越谷市宮前１－５－１
     048-965-8998  (048-965-8998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278080,176,1 薬局マツモトキヨシ　〒343-0843 （後発調２）第2880号      平成30年 1月 1日
     蒲生茜町店 越谷市蒲生茜町２１－１１
     048-985-0900  (048-985-0900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279080,188,6 薬局マツモトキヨシ　〒343-0025 （後発調２）第2909号      平成30年 2月 1日
     北越谷駅前店 越谷市大沢３－６－１
     048-971-0681  (048-971-0681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  280080,193,6 ウエルシア越谷蒲生薬〒343-0832 （後発調２）第2645号      平成29年 7月 1日
     局 越谷市南町１－１５－２７
     048-990-8260  (048-990-8261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281080,196,9 みどり薬局　越谷店 〒343-0023 （後発調２）第2194号      平成28年 8月 1日
     越谷市東越谷９－３
     0489-62-6660  (0489-62-6701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282080,203,3 すみれ薬局 〒343-0805 （後発調２）第1916号      平成28年 5月 1日
     越谷市神明町３丁目３番１１号
     048-969-7271  (048-969-7274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283080,205,8 ゆみ薬局　越谷店 〒343-0815 （後発調２）第1522号      平成28年 4月 1日
     越谷市元柳田町３番１３号
     048-969-5300  (048-969-5301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284080,215,7 東口薬局 〒343-0042 （後発調２）第2042号      平成28年 6月 1日
     越谷市千間台東１－９－１２　池
     澤第２ビル１Ｆ
     048-978-5352  (048-978-4976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285080,217,3 弥十郎薬局 〒343-0047 （後発調２）第1519号      平成28年 4月 1日
     越谷市弥十郎６７５－１
     048-970-3711  (048-970-3712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286080,220,7 しらい薬局 〒343-0045 （後発調２）第1951号      平成28年 5月 1日
     越谷市下間久里１７０－２
     048-979-6512  (048-979-6512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287080,221,5 阪神調剤薬局　せんげ〒343-0041 （後発調２）第2983号      平成30年 3月 1日
     ん台店 越谷市千間台西２－１２－１４
     048-978-7386  (048-976-8536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288080,224,9 有限会社　カワサキ薬〒343-0807 （後発調２）第1535号      平成28年 4月 1日
     局 越谷市赤山町１－５４
     048-966-6755  (048-966-6755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289080,225,6 薬樹薬局　越谷 〒343-0023 （後発調２）第1634号      平成28年 4月 1日
     越谷市東越谷１０－２０－２
     048-964-9994  (048-964-9995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290080,228,0 みどり調剤薬局　大袋〒343-0032 （後発調２）第1452号      平成28年 4月 1日
     店 越谷市袋山１５５７－２６　コー
     ポ並木１０４
     048-979-3061  (048-979-3061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  291080,229,8 サンセーヌ薬局 〒343-0851 （後発調２）第1993号      平成28年 4月 1日
     越谷市七左町４－３６２－３
     048-989-3664  (048-989-3667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292080,231,4 ウエルシア薬局　越谷〒343-0846 （後発調２）第2068号      平成28年 7月 1日
     登戸店 越谷市登戸町３２－３０
     048-990-3328  (048-990-3328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293080,232,2 メープル薬局　越谷店〒343-0821 （後発調２）第2110号      平成28年 7月 1日
     越谷市瓦曽根１－６－１４
     048-940-0966  (048-964-0321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294080,233,0 すずらん薬局 〒343-0047 （後発調２）第2404号      平成29年 1月 1日
     越谷市弥十郎６８５－１４
     048-940-2020  (048-940-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295080,238,9 つばさ薬局　南越谷店〒343-0827 （後発調２）第1496号      平成28年 4月 1日
     越谷市川柳町３－５３－３
     048-940-8044  (048-940-8045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296080,242,1 ウエルシア薬局越谷宮〒343-0806 （後発調２）第2743号      平成29年10月 1日
     本店 越谷市宮本町１－１７８
     048-969-6908  (048-969-6928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297080,243,9 すずらん薬局　蒲生東〒343-0841 （後発調２）第1487号      平成28年 4月 1日
     店 越谷市蒲生東町７－４０
     048-954-9123  (048-954-9124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298080,245,4 すずらん薬局　大袋駅〒343-0032 （後発調２）第1488号      平成28年 4月 1日
     前店 越谷市袋山１４１８－２
     048-967-5908  (048-967-5909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299080,246,2 ウエルシア薬局　越谷〒343-0022 （後発調２）第2862号      平成30年 1月 1日
     東大沢店 越谷市東大沢３－１３－７
     048-970-5501  (048-970-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300080,247,0 イオン薬局　レイクタ〒343-0828 （後発調２）第2764号      平成29年10月 1日
     ウン店 越谷市レイクタウン３－１－１
     048-930-7150  (048-930-7151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301080,249,6 セキ薬局　東越谷店 〒343-0023 （後発調２）第2319号      平成28年11月 1日
     越谷市東越谷１０－４８－１
     048-967-7010  (048-967-7010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  302080,250,4 えびす薬局 〒343-0836 （後発調２）第1946号      平成28年 5月 1日
     越谷市蒲生寿町１４－３５　本中
     コーポ１階南
     048-972-5031  (048-972-5032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303080,251,2 伊原薬局 〒343-0831 （後発調２）第1460号      平成28年 4月 1日
     越谷市伊原１－５－３８
     048-990-1002  (048-990-1003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304080,259,5 あおぞら調剤薬局　赤〒343-0807 （後発調２）第1478号      平成28年 4月 1日
     山店 越谷市赤山町２－２３６－１０
     048-972-4733  (048-972-4733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305080,260,3 そね薬局 〒343-0821 （後発調２）第1591号      平成28年 4月 1日
     越谷市瓦曽根１－２０－３５
     048-951-4191  (048-951-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306080,261,1 ハート薬局　北越谷店〒343-0025 （後発調２）第2021号      平成28年 6月 1日
     越谷市大沢３１９０－２
     048-966-7806  (048-966-7826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307080,262,9 たから薬局　越谷店 〒343-0002 （後発調２）第2842号      平成29年12月 1日
     越谷市平方１７０５－５
     048-970-8477  (048-970-8488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308080,264,5 越谷クローバ薬局 〒343-0851 （後発調２）第2108号      平成28年 7月 1日
     越谷市七左町１－３０７－３
     048-990-7313  (048-990-7314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309080,267,8 リズム薬局 〒343-0015 （後発調２）第1912号      平成28年 5月 1日
     越谷市花田三丁目５－７
     048-999-6036  (048-999-6037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310080,273,6 ドラッグセイムスせん〒343-0041 （後発調２）第2879号      平成30年 1月 1日
     げん台薬局 越谷市千間台西１－９－７
     048-973-0231  (048-973-0232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311080,275,1 ほーむ薬局 〒343-0843 （後発調２）第2046号      平成28年 6月 1日
     越谷市蒲生茜町４２番地３１　エ
     ンブレム茜１０３
     048-990-8680  (048-990-8681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312080,276,9 薬樹薬局　越谷２号店〒343-0023 （後発調２）第1631号      平成28年 4月 1日
     越谷市東越谷１０－２０－１
     048-960-1230  (048-960-1231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  313080,279,3 エムズみなみ薬局 〒343-0845 （後発調２）第1491号      平成28年 4月 1日
     越谷市南越谷４－１３－１２　ア
     ンジェロ新越谷１Ｆ
     048-990-0373  (048-990-0372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314080,282,7 みやこ薬局　越谷中央〒343-0813 （後発調２）第1517号      平成28年 4月 1日
     店 越谷市越ケ谷１－１－７　アーバ
     ン清水１０１号室
     048-960-5008  (048-960-5009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315080,285,0 鈴木薬局 〒343-0041 （後発調２）第1917号      平成28年 5月 1日
     越谷市千間台西１－６７　トスカ
     ４Ｆ
     048-978-3741  (048-978-3743)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316080,287,6 薬樹薬局　越谷ツイン〒343-0816 （後発調２）第1629号      平成28年 4月 1日
     シティ店 越谷市弥生町１７－１　越谷ツイ
     ンシティＡシティ３０２－１　
     048-960-1223  (048-960-1224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317080,291,8 ウエルシア調剤薬局　〒343-0023 （後発調２）第2649号      平成29年 7月 1日
     東越谷店 越谷市東越谷７－７８－１　
     048-967-8801  (048-967-8802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318080,294,2 アクア薬局　千間台店〒343-0041 （後発調２）第1461号      平成28年 4月 1日
     越谷市千間台西４－１９－３７
     048-970-3630  (048-970-3631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319080,298,3 まごころ薬局 〒343-0826 （後発調２）第1544号      平成28年 4月 1日
     越谷市東町２－１２０－６０
     048-989-1919  (048-989-1900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320080,300,7 昭和堂薬局 〒343-0817 （後発調２）第1530号      平成28年 4月 1日
     越谷市中町１０－２６
     048-969-1611  (048-969-1612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321080,302,3 そうごう薬局　北越谷〒343-0026 （後発調２）第2948号      平成30年 2月 1日
     店 越谷市北越谷２－４－２５
     048-971-8491  (048-971-8492)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322080,306,4 みはる薬局 〒343-0025 （後発調２）第2688号      平成29年 8月 1日
     越谷市大沢３２１９－１０
     048-960-3399  (048-960-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323080,308,0 千間台西薬局 〒343-0041 （後発調２）第1458号      平成28年 4月 1日
     越谷市千間台西２－１２－１
     048-940-1325  (048-940-1326)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  324080,309,8 オリーブ薬局 〒343-0825 （後発調２）第2370号      平成28年12月 1日
     越谷市大成町６－４０１－１
     048-990-4101  (048-990-4102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325080,311,4 がもう薬局 〒343-0836 （後発調２）第2782号      平成29年11月 1日
     越谷市蒲生寿町５－１
     048-986-7553  (048-986-7554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326080,312,2 サニー薬局 〒343-0843 （後発調２）第1428号      平成28年 4月 1日
     越谷市蒲生茜町１９－６
     048-973-7676  (048-973-7675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327080,313,0 みらい薬局　越谷店 〒343-0014 （後発調２）第1554号      平成28年 4月 1日
     越谷市宮前１－５－２６
     048-967-5655  (048-967-5705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328080,315,5 ファーマみらい　レイ〒343-0828 （後発調２）第1451号      平成28年 4月 1日
     クタウン薬局 越谷市レイクタウン６－１－８
     048-972-5121  (048-972-5162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329080,316,3 レイクサイド薬局 〒343-0828 （後発調２）第1418号      平成28年 4月 1日
     越谷市レイクタウン６－２５－１
     ０
     048-986-3045  (048-986-3046)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330080,317,1 クレヨン薬局　北越谷〒343-0026 （後発調２）第2076号      平成28年 7月 1日
     店 越谷市北越谷４－３－１２　ブリ
     リアンレジデンス２０２号
     048-979-7093  (048-979-7093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331080,319,7 あるも薬局　花田店 〒343-0015 （後発調２）第2228号      平成28年 9月 1日
     越谷市花田２丁目２６番５号
     048-961-8510  (048-961-8509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332080,320,5 みんなの薬局　越谷駅〒343-0813 （後発調２）第2421号      平成29年 1月 1日
     前店 越谷市越ケ谷１－３－８
     048-967-1193  (048-967-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333080,323,9 アイセイ薬局　越谷船〒343-0003 （後発調２）第2342号      平成28年10月 1日
     渡店 越谷市船渡１６５－５
     048-970-3101  (048-970-3102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334080,325,4 フォレスト薬局 〒343-0845 （後発調２）第2388号      平成28年11月 1日
     越谷市南越谷２－３－２４　リオ
     １階Ｂ
     048-940-8095  (048-940-8096)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  335080,326,2 コスモ薬局　レイクタ〒343-0828 （後発調２）第2501号      平成29年 3月 1日
     ウンＤＭビル 越谷市レイクタウン八丁目１０－
     ６
     048-973-7490  (048-973-7491)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336080,327,0 ハート薬局　南越谷店〒343-0845 （後発調２）第2513号      平成29年 3月 1日
     越谷市南越谷２－１４－４１
     048-993-4907  (048-993-4917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337080,328,8 そうごう薬局　越谷レ〒343-0828 （後発調２）第2949号      平成30年 2月 1日
     イクタウン店 越谷市レイクタウン５－１３－７
     048-967-5661  (048-967-5662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338080,330,4 鈴薬局　南荻島店 〒343-0804 （後発調２）第2658号      平成29年 7月 1日
     越谷市南荻島４２６５－１
     048-967-5480  (048-967-5482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339080,332,0 鈴薬局　大袋店 〒343-0032 （後発調２）第2719号      平成29年 9月 1日
     越谷市袋山１１９９　山崎ビル１
     階
     048-940-8273  (048-940-8276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340080,333,8 なごみ薬局 〒343-0026 （後発調２）第2839号      平成29年12月 1日
     越谷市北越谷２－２０－１０
     048-940-2213  (048-940-2214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341080,334,6 コスモ薬局　在宅療養〒343-0821 （後発調２）第2993号      平成30年 3月 1日
     支援センター 越谷市瓦曽根２－９－２０
     048-971-5550  (048-611-7370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342080,336,1 訪問薬樹薬局　越谷 〒343-0023 （後発調２）第2720号      平成29年 8月 1日
     越谷市東越谷１０－２１
     048-962-0010  (048-962-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343090,027,4 エービーシー調剤薬局〒346-0002 （後発調２）第1448号      平成28年 4月 1日
     久喜市野久喜１２３９－２
     0480-23-5774  (0480-23-5774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344090,037,3 わかば薬局　本町店 〒346-0005 （後発調２）第2243号      平成28年 9月 1日
     久喜市本町２－１６－３９
     0480-25-1193  (0480-25-1195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345090,040,7 こまち薬局 〒346-0004 （後発調２）第2035号      平成28年 6月 1日
     久喜市南１－９－６
     0480-24-4193  (0480-24-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  346090,043,1 オリーブ薬局 〒346-0005 （後発調２）第2281号      平成28年10月 1日
     久喜市本町２丁目２番３１号
     0480-24-3510  (0480-24-3520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347090,045,6 コスモ薬局　久喜 〒346-0003 （後発調２）第2928号      平成30年 2月 1日
     久喜市久喜中央２－１０－６
     0480-25-4801  (0480-25-4802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348090,047,2 わかば薬局　久喜店 〒346-0003 （後発調２）第2242号      平成28年 9月 1日
     久喜市久喜中央４－１－１４
     0480-21-8193  (0480-21-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349090,055,5 あおい薬局　北店 〒346-0007 （後発調２）第2106号      平成28年 7月 1日
     久喜市久喜北２丁目２－３５
     0480-25-5537  (0480-25-5653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350090,069,6 コスモファーマ薬局　〒346-0014 （後発調２）第2729号      平成29年 9月 1日
     吉羽店 久喜市吉羽１－２８－８
     0480-26-0021  (0480-26-0022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351090,070,4 ホッとライフ薬局 〒346-0001 （後発調２）第1429号      平成28年 4月 1日
     久喜市古久喜字市之坪２６－１
     0480-24-2881  (0480-24-2881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352090,075,3 あけぼの薬局　久喜店〒346-0024 （後発調２）第1524号      平成28年 4月 1日
     久喜市北青柳１３８２－２
     0480-24-3144  (0480-24-3143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353090,078,7 あき薬局　栗橋店 〒349-1114 （後発調２）第1443号      平成28年 4月 1日
     久喜市河原代８６１－３
     0480-48-5445  (0480-48-5927)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354090,079,5 ウエルシア薬局　菖蒲〒346-0104 （後発調２）第2977号      平成30年 3月 1日
     店 久喜市菖蒲町三箇５２９
     0480-87-2007  (0480-87-2008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355090,081,1 クリエイト薬局　久喜〒340-0211 （後発調２）第1553号      平成28年 4月 1日
     鷲宮店 久喜市上内１７５７－１
     0480-57-0066  (0480-57-0067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356090,083,7 あけぼの薬局　久喜２〒346-0003 （後発調２）第2434号      平成29年 1月 1日
     号店 久喜市久喜中央２－６－２６
     0480-31-8862  (0480-31-8892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357090,085,2 ドラッグセイムス　久〒346-0005 （後発調２）第2944号      平成30年 2月 1日
     喜本町薬局 久喜市本町１－１－１６　
     0480-29-1865  (0480-29-1866)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日     99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  358090,089,4 明倫堂薬局 〒346-0114 （後発調２）第3013号      平成30年 3月 1日
     久喜市菖蒲町上栢間３１８９－５
     0480-87-0505  (0480-87-0506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359090,095,1 セキ薬局　南栗橋店 〒349-1117 （後発調２）第2925号      平成30年 2月 1日
     久喜市南栗橋８－２－９
     0480-55-2100  (0480-55-2100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360090,097,7 セキ薬局　久喜青葉店〒346-0013 （後発調２）第2234号      平成28年 9月 1日
     久喜市青葉５－１５－４
     0480-29-2000  (0480-29-2000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361090,104,1 ひがし薬局 〒346-0016 （後発調２）第2811号      平成29年10月 1日
     久喜市久喜東２－１７－２
     0480-26-0025  (0480-26-0026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362100,016,5 有限会社　イトー寿薬〒340-0816 （後発調２）第1579号      平成28年 4月 1日
     局 八潮市中央４－１－１３
     048-996-5478  (048-997-9933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363100,018,1 南川崎薬局 〒340-0814 （後発調２）第1606号      平成28年 4月 1日
     八潮市南川崎１５０－４
     048-996-4885  (048-997-7832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364100,020,7 三陽薬局 〒340-0816 （後発調２）第1992号      平成28年 7月 1日
     八潮市中央３－１３－１
     048-996-1919  (048-997-8572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365100,021,5 たきざわ薬局 〒340-0816 （後発調２）第2778号      平成29年11月 1日
     八潮市中央１－１－１１
     0489(96)4130  (048-998-7027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366100,031,4 有限会社　やしお薬局〒340-0831 （後発調２）第2303号      平成28年11月 1日
     八潮市大字南後谷７５４番地１２
     048-999-1193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367100,033,0 そうごう薬局　八潮店〒340-0816 （後発調２）第2306号      平成28年11月 1日
     八潮市中央３－１２－１２
     048-998-1655  (048-998-1658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368100,034,8 そうごう薬局　八潮２〒340-0816 （後発調２）第2305号      平成28年11月 1日
     号店 八潮市中央４－１１－４４
     048-998-2377  (048-998-2376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  369100,036,3 ファイン薬局 〒340-0822 （後発調２）第1602号      平成28年 4月 1日
     八潮市大瀬１丁目１番地３　フレ
     スポ八潮２Ｆ
     048-998-0700  (048-998-0700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370100,037,1 南山堂薬局　八潮駅前〒340-0822 （後発調２）第1604号      平成28年 4月 1日
     店 八潮市大瀬一丁目７番地１
     048-999-1280  (048-999-1281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371100,038,9 日本調剤　八潮薬局 〒340-0808 （後発調２）第1603号      平成28年 4月 1日
     八潮市緑町３－２３－２
     048-999-8600  (048-999-8670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372100,045,4 つばさ薬局　八潮店 〒340-0822 （後発調２）第2313号      平成28年11月 1日
     八潮市大瀬一丁目１０番地１２
     048-960-0106  (048-960-0632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373100,048,8 ふれあい薬局 〒340-0816 （後発調２）第1925号      平成28年 5月 1日
     八潮市中央１－８－４　恩田ビル
     １０１
     048-999-7716  (048-999-7763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374100,049,6 第一薬局 〒340-0801 （後発調２）第2484号      平成29年 3月 1日
     八潮市八條１５６７　八潮団地２
     ２号棟
     048-997-3769  (048-997-3769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375100,052,0 ワイエス薬局 〒340-0822 （後発調２）第2230号      平成28年 9月 1日
     八潮市大瀬６－９－８　エスタシ
     オンＴＹ１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376100,053,8 グリーン薬局 〒340-0814 （後発調２）第2069号      平成28年 5月 1日
     八潮市南川崎８３５－３
     048-999-4811  (048-999-4812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377100,054,6 ことぶき薬局 〒340-0814 （後発調２）第2439号      平成29年 2月 1日
     八潮市南川崎８３８－１
     048-953-9779  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378110,059,3 内田薬局 〒345-0035 （後発調２）第1610号      平成28年 4月 1日
     北葛飾郡杉戸町内田１－１－１４
     0480-34-7494  (0480-33-0417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379110,077,5 津田薬局 〒343-0111 （後発調２）第2207号      平成28年 8月 1日
     北葛飾郡松伏町大字松伏３４３７
     －２
     048-991-4035  (048-992-2262)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  380110,118,7 あき薬局 〒345-0045 （後発調２）第1596号      平成28年 4月 1日
     北葛飾郡杉戸町高野台西１丁目１
     １番２４
     0480-34-1887  (0480-34-1887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381110,122,9 セキ薬局　杉戸店 〒345-0025 （後発調２）第1609号      平成28年 4月 1日
     北葛飾郡杉戸町清地４－１０－２
     ２
     0480-37-0150  (0480-37-0150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382110,124,5 ゆめみ野薬局 〒343-0112 （後発調２）第2245号      平成28年 9月 1日
     北葛飾郡松伏町松葉１－５－１
     048-991-1193  (048-991-1191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383110,126,0 なのはなさくら調剤薬〒343-0115 （後発調２）第2369号      平成28年12月 1日
     局 北葛飾郡松伏町上赤岩８４１－４
     048-991-0100  (048-991-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384110,132,8 つばさ薬局 〒340-0202 （後発調２）第1915号      平成28年 5月 1日
     久喜市東大輪１２７６－１
     0480-44-9152  (0480-44-9153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385110,138,5 ぽらりす薬局 〒345-0043 （後発調２）第1608号      平成28年 4月 1日
     北葛飾郡杉戸町下高野１７６２－
     ３
     0480-53-9035  (0480-53-9036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386110,141,9 ひまわり薬局 〒345-0023 （後発調２）第2826号      平成29年12月 1日
     北葛飾郡杉戸町本郷２７３－１
     048-037-2125  (048-037-2126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387120,007,0 株式会社　遠藤薬局　〒341-0003 （後発調２）第1986号      平成28年 6月 1日
     みさと団地店 三郷市彦成３－７－１３－１０６
     048-957-6068  (048-957-8223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388120,015,3 ユタカ薬局 〒341-0018 （後発調２）第2146号      平成28年 8月 1日
     三郷市早稲田５－６－９
     0489(58)0678  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389120,017,9 株式会社　遠藤薬局　〒341-0024 （後発調２）第2332号      平成28年12月 1日
     みさと駅前店 三郷市三郷２－１－５
     048-953-7760  (048-953-3501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390120,026,0 たかの薬局 〒341-0035 （後発調２）第1624号      平成28年 4月 1日
     三郷市鷹野４－４９１－２
     048-956-5781  (048-956-7854)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  391120,027,8 有限会社　ユーゴみさ〒341-0004 （後発調２）第1615号      平成28年 4月 1日
     と薬局 三郷市上彦名１３４－１
     048-953-2825  (048-953-4976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392120,028,6 有限会社　グレィト漢〒341-0031 （後発調２）第1616号      平成28年 4月 1日
     方薬局 三郷市岩野木３７
     048-953-4382  (048-953-5326)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393120,034,4 セガミ薬局　三郷店 〒341-0018 （後発調２）第2753号      平成29年10月 1日
     三郷市早稲田２－１９－２　栄光
     ビル１Ｆ
     048-957-1507  (048-957-1508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394120,037,7 とがさき薬局 〒341-0044 （後発調２）第1617号      平成28年 4月 1日
     三郷市戸ケ崎２２０７－２
     048-956-1698  (048-956-1690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395120,043,5 丹後薬局 〒341-0018 （後発調２）第1613号      平成28年 4月 1日
     三郷市早稲田３－２８－２２
     048-950-3222  (048-950-3221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396120,047,6 はやみ薬局 〒341-0018 （後発調２）第1571号      平成28年 4月 1日
     三郷市早稲田６－２７－３３
     0489-59-2111  (0489-59-2112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397120,048,4 三郷しいの木薬局 〒341-0016 （後発調２）第1614号      平成28年 4月 1日
     三郷市田中新田１４６－２３
     048-950-6670  (048-950-6680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398120,049,2 ひかり薬局 〒341-0035 （後発調２）第1618号      平成28年 4月 1日
     三郷市鷹野４丁目５１６－１
     048-955-3110  (048-955-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399120,054,2 かまくら薬局 〒341-0035 （後発調２）第1619号      平成28年 4月 1日
     三郷市鷹野４丁目５１４－２
     048-948-1751  (048-948-1752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400120,061,7 かりん薬局 〒341-0035 （後発調２）第1620号      平成28年 4月 1日
     三郷市鷹野４丁目５０１番地２
     048-948-2106  (048-948-2107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401120,064,1 薬局マツモトキヨシ　〒341-0018 （後発調２）第2102号      平成28年 7月 1日
     早稲田団地店 三郷市早稲田６－１－１
     048-950-7855  (048-950-7855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  402120,065,8 のぞみ薬局 〒341-0026 （後発調２）第1611号      平成28年 4月 1日
     三郷市幸房４７６－１２
     048-953-0886  (048-952-0600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403120,068,2 そうごう薬局　新三郷〒341-0023 （後発調２）第1621号      平成28年 4月 1日
     店 三郷市仁蔵５２３番地３
     048-959-8171  (048-959-8172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404120,069,0 有限会社　まばし薬局〒341-0003 （後発調２）第2059号      平成28年 7月 1日
     三郷市彦成３－１１－１９－１０
     ３
     048-957-8411  (048-957-8253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405120,071,6 オリーブ薬局　三郷店〒341-0018 （後発調２）第2962号      平成30年 3月 1日
     三郷市早稲田２－２－１０
     048-958-9996  (048-958-9998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406120,073,2 ねむの木薬局 〒341-0018 （後発調２）第2559号      平成29年 4月 1日
     三郷市早稲田２－２－１８
     048-958-1801  (048-958-1807)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407120,075,7 薬局くすりの福太郎　〒341-0038 （後発調２）第1623号      平成28年 4月 1日
     三郷中央店 三郷市中央一丁目３番地１　エム
     ズタウン三郷中央１Ｆ
     048-949-1859  (048-949-5829)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408120,078,1 アルファ薬局　三郷店〒341-0044 （後発調２）第2141号      平成28年 8月 1日
     三郷市戸ケ崎２－２８６－１
     048-956-0610  (048-956-6552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409120,081,5 メディスンショップ　〒341-0038 （後発調２）第2131号      平成28年 8月 1日
     はまなす薬局 三郷市中央２丁目３番地１　アバ
     ンツァ－トコルソ三郷中央１Ｆ
     048-967-5383  (048-967-5384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410120,084,9 しんわ薬局 〒341-0038 （後発調２）第1575号      平成28年 4月 1日
     三郷市中央１丁目４番地１２
     048-960-0153  (048-960-0154)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411120,086,4 みさき薬局 〒341-0011 （後発調２）第1558号      平成28年 4月 1日
     三郷市釆女１－１５５－３
     048-950-7650  (048-950-7651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412120,087,2 調剤薬局マツモトキヨ〒341-0011 （後発調２）第2412号      平成29年 1月 1日
     シ　新三郷店 三郷市釆女１－２２９－３
     048-950-7233  (048-950-7233)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  413120,088,0 大洋薬局　三郷店 〒341-0024 （後発調２）第2985号      平成30年 3月 1日
     三郷市三郷２－２－１６　吉野ビ
     ル１Ｆ
     048-949-7877  (048-949-7878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414120,090,6 かもめ薬局　三郷店 〒341-0042 （後発調２）第1559号      平成28年 4月 1日
     三郷市谷口５６７－１
     048-954-8202  (048-954-8203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415120,093,0 ひとみ薬局 〒341-0038 （後発調２）第1574号      平成28年 4月 1日
     三郷市中央２丁目２番地４
     048-951-3257  (048-951-3258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416120,094,8 プラザ薬局　新三郷 〒341-0012 （後発調２）第1612号      平成28年 4月 1日
     三郷市半田１２５９－１　
     048-959-3501  (048-959-3502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417120,096,3 ローソンクオール薬局〒341-0038 （後発調２）第1576号      平成28年 4月 1日
     　三郷谷中店 三郷市中央１丁目１０番地１
     048-949-0589  (048-949-0590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418120,098,9 ドラッグセイムス　三〒341-0038 （後発調２）第1622号      平成28年 4月 1日
     郷中央薬局 三郷市中央３－２０－３
     048-949-5762  (048-949-5763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419120,101,1 幸房薬局 〒341-0038 （後発調２）第1581号      平成28年 4月 1日
     三郷市中央４－２９－１
     048-952-7285  (048-952-7299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420120,103,7 ウエルシア薬局　三郷〒341-0018 （後発調２）第1640号      平成28年 4月 1日
     早稲田店 三郷市早稲田６－１０－１０
     048-950-1811  (048-950-1812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421120,104,5 薬局マツモトキヨシ　〒341-8550 （後発調２）第2377号      平成28年12月 1日
     ららぽーと新三郷店 三郷市新三郷ららシティ３－１－
     １　ららぽーと新三郷１階１０１
     ０Ｆ２
     048-950-1070  (048-950-1070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422120,107,8 アイセイ薬局　三郷中〒341-0038 （後発調２）第2467号      平成29年 2月 1日
     央店 三郷市中央１－２－１－１０５
     048-949-1011  (048-949-1013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423120,109,4 新三郷薬局 〒341-0011 （後発調２）第2956号      平成30年 1月 1日
     三郷市采女１－２３８－４
     048-959-3322  (048-959-3323)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  424130,101,9 伊奈オリーブ薬局 〒362-0805 （後発調２）第1560号      平成28年 4月 1日
     北足立郡伊奈町栄３－１５－４
     048-720-0131  (048-720-0132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425130,116,7 スギ薬局　伊奈店 〒362-0813 （後発調２）第3034号      平成30年 3月 1日
     北足立郡伊奈町学園２－１８８－
     １　ウニクス伊奈店内
     048-720-7570  (048-720-7571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426130,117,5 伊奈中央薬局 〒362-0806 （後発調２）第3005号      平成30年 3月 1日
     北足立郡伊奈町小室１００５１－
     １
     048-796-0296  (048-796-0297)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427130,118,3 薬局アポック　伊奈店〒362-0813 （後発調２）第2168号      平成28年 8月 1日
     北足立郡伊奈町学園２－１８７
     048-724-0050  (048-724-0051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428130,120,9 ひかりが丘薬局 〒362-0812 （後発調２）第1625号      平成28年 4月 1日
     北足立郡伊奈町内宿台３－３４　
     048-728-8588  (048-728-8588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429130,124,1 調剤薬局マツモトキヨ〒362-0806 （後発調２）第2615号      平成29年 6月 1日
     シ　埼玉伊奈店 北足立郡伊奈町小室７８９－３４
     048-720-5770  (048-720-5770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430130,126,6 レモン薬局　伊奈２号〒362-0806 （後発調２）第2878号      平成30年 1月 1日
     店 北足立郡伊奈町小室７６７－９
     048-884-9801  (048-884-9802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431130,128,2 リリィ薬局　伊奈店 〒362-0806 （後発調２）第2218号      平成28年 9月 1日
     北足立郡伊奈町小室７８９－２９
     048-792-0921  (048-792-0922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432130,129,0 ウエルシア薬局　伊奈〒362-0805 （後発調２）第2780号      平成29年11月 1日
     栄店 北足立郡伊奈町栄６－６０
     048-720-5530  (048-720-5531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433130,131,6 ドラッグセイムス　伊〒362-0812 （後発調２）第2796号      平成29年11月 1日
     奈内宿薬局 北足立郡伊奈町内宿台４－１０
     048-728-7931  (048-728-7932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434130,132,4 ひまわり薬局　伊奈町〒362-0803 （後発調２）第2836号      平成29年12月 1日
     店 北足立郡伊奈町大針８１４－１
     048-878-9341  (048-812-8934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  435140,034,0 わらび調剤薬局 〒335-0004 （後発調２）第2213号      平成28年 9月 1日
     蕨市中央１－８－３
     048-432-5576  (048-432-5576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436140,061,3 有限会社　サニー薬局〒335-0004 （後発調２）第1944号      平成28年 5月 1日
     蕨市中央３－１０－６
     048-441-6486  (048-441-9264)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437140,064,7 蕨中央薬局 〒335-0004 （後発調２）第3018号      平成30年 3月 1日
     蕨市中央１－１７－３６
     048-446-3571  (048-446-3572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438140,065,4 山﨑薬局 〒335-0002 （後発調２）第2685号      平成29年 8月 1日
     蕨市塚越２－４－１
     048-434-2019  (048-434-2183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439140,074,6 佑和薬局 〒335-0004 （後発調２）第2999号      平成30年 3月 1日
     蕨市中央４－３－１１
     048-445-5273  (048-445-5297)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440140,075,3 富士薬局　蕨店 〒335-0001 （後発調２）第1583号      平成28年 4月 1日
     蕨市北町１－２５－１２－１１４
     048-420-2190  (048-420-2232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441140,085,2 スギ薬局　蕨南店 〒335-0003 （後発調２）第2905号      平成30年 2月 1日
     蕨市南町１丁目８番７号
     048-420-7711  (048-445-0226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442140,086,0 みどり薬局 〒335-0004 （後発調２）第1966号      平成28年 5月 1日
     蕨市中央３－１６－１３
     048-431-2766  (048-431-2766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443140,087,8 日本調剤わらび薬局 〒335-0004 （後発調２）第2920号      平成30年 2月 1日
     蕨市中央１－７－１
     048-434-8261  (048-434-8262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444140,088,6 有限会社　ダイワ　ぽ〒335-0003 （後発調２）第2520号      平成29年 4月 1日
     らりす薬局 蕨市南町４－１２－３９
     048-229-4906  (048-229-4916)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445140,091,0 ポピー薬局 〒335-0004 （後発調２）第1626号      平成28年 4月 1日
     蕨市中央３－１５－２４
     048-432-6676  (048-446-2805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446140,094,4 ファーコス薬局　スミ〒335-0004 （後発調２）第2723号      平成29年 9月 1日
     レ蕨 蕨市中央３－１９－８
     048-445-5560  (048-445-0524)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  447140,098,5 ウエルシア薬局　蕨北〒335-0001 （後発調２）第1638号      平成28年 4月 1日
     町店 蕨市北町４－４－２５
     048-430-1500  (048-430-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448140,099,3 シナモン薬局 〒335-0004 （後発調２）第1628号      平成28年 4月 1日
     蕨市中央３－１２－１８
     048-280-6468  (048-280-6469)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449140,104,1 富士薬局　錦町店 〒335-0005 （後発調２）第2390号      平成28年12月 1日
     蕨市錦町２－２０－１３
     048-420-5577  (048-420-5578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450140,107,4 セントラル薬局　蕨 〒335-0004 （後発調２）第2929号      平成30年 2月 1日
     蕨市中央２－３－１０
     048-299-5157  (048-299-5158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451150,041,2 与野　たつみ薬局 〒338-0002 （後発調２）第1643号      平成28年 4月 1日
     さいたま市中央区下落合７－８－
     ８
     048-858-8931  (048-858-8942)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452150,058,6 さと薬局　与野店 〒338-0012 （後発調２）第1644号      平成28年 4月 1日
     さいたま市中央区大戸２丁目１５
     番５号
     048-840-3335  (048-840-3338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453160,025,3 有限会社　成光堂薬局〒362-0035 （後発調２）第2435号      平成29年 2月 1日
     上尾市仲町１－７－９
     048-771-0451  (048-771-0451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454160,068,3 クオール薬局　西宮下〒362-0043 （後発調２）第1956号      平成28年 5月 1日
     店 上尾市西宮下４－３４２－６
     048-776-4438  (048-776-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455160,074,1 株式会社　岡田薬局 〒362-0042 （後発調２）第1645号      平成28年 4月 1日
     上尾市谷津２－１－３４
     048-771-6170  (048-771-6171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456160,087,3 鈴木薬局　第一団地店〒362-0064 （後発調２）第2763号      平成29年10月 1日
     上尾市小敷谷字大久保８８０
     048-726-2234  (048-726-2234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457160,096,4 花ぞの薬局 〒362-0035 （後発調２）第1646号      平成28年 4月 1日
     上尾市仲町１－５－８　１Ｂ
     048-776-1411  (048-776-1412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  458160,097,2 クオール薬局　上尾店〒362-0075 （後発調２）第2463号      平成29年 2月 1日
     上尾市柏座２－９－１６
     048-773-7117  (048-773-7118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459160,098,0 みどり薬局 〒362-0004 （後発調２）第2927号      平成30年 2月 1日
     上尾市須ケ谷３－３９－２
     048-778-5555  (048-778-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460160,107,9 なの花薬局 〒362-0021 （後発調２）第1750号      平成28年 4月 1日
     上尾市原市２３９３番地４
     048-720-1193  (048-720-7137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461160,110,3 ウエルシア薬局　上尾〒362-0014 （後発調２）第2779号      平成29年11月 1日
     本町店 上尾市本町５－１０－２６
     048-776-0438  (048-776-0658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462160,111,1 もえぎ薬局 〒362-0072 （後発調２）第1940号      平成28年 5月 1日
     上尾市中妻５－１２－６３
     048-770-0925  (048-770-0926)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463160,114,5 サン調剤薬局 〒362-0036 （後発調２）第1649号      平成28年 4月 1日
     上尾市宮本町５－１８
     048-771-9341  (048-771-7328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464160,115,2 あおば薬局 〒362-0075 （後発調２）第2116号      平成28年 7月 1日
     上尾市柏座一丁目１１－１５　フ
     ァミール上尾１０８
     048-779-5512  (048-779-5513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465160,120,2 ひばり薬局　北上尾店〒362-0015 （後発調２）第1650号      平成28年 4月 1日
     上尾市緑丘３－４－３１
     048-779-5667  (048-779-5668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466160,122,8 イシイ薬局 〒362-0021 （後発調２）第1584号      平成28年 4月 1日
     上尾市原市２３８１－４３
     048-720-1706  (048-720-1707)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467160,123,6 リズム薬局　上尾店 〒362-0067 （後発調２）第1651号      平成28年 4月 1日
     上尾市中分１－１－６
     048-783-1970  (048-783-1971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468160,124,4 中川薬局　上尾店 〒362-0061 （後発調２）第1601号      平成28年 4月 1日
     上尾市藤波３－１９１
     048-789-2208  (048-789-2209)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  469160,133,5 あげおシーエス薬局 〒362-0075 （後発調２）第2033号      平成28年 6月 1日
     上尾市柏座１－１２－３
     048-779-5335  (048-779-5336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470160,136,8 セキ薬局　柏座店 〒362-0075 （後発調２）第2562号      平成29年 4月 1日
     上尾市柏座４－６－１４
     048-778-0822  (048-778-0822)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471160,138,4 くるみ薬局 〒362-0046 （後発調２）第2201号      平成28年 8月 1日
     上尾市壱丁目４６６－３
     048-782-0017  (048-782-0018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472160,141,8 なごみ薬局 〒362-0016 （後発調２）第2133号      平成28年 8月 1日
     上尾市原新町１５－１４
     048-773-4617  (048-773-4618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473160,143,4 向山薬局 〒362-0045 （後発調２）第2752号      平成29年10月 1日
     上尾市向山１－５９－７　日建シ
     ェトワ６
     048-783-0050  (048-783-0051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474160,144,2 上尾クローバ薬局 〒362-0003 （後発調２）第1652号      平成28年 4月 1日
     上尾市菅谷２６５－１
     048-778-7725  (048-778-7726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475160,150,9 上尾グリーン薬局 〒362-0075 （後発調２）第2195号      平成28年 8月 1日
     上尾市柏座１－１２－１
     048-775-8910  (048-775-8910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476160,152,5 あかり薬局 〒362-0058 （後発調２）第2510号      平成29年 3月 1日
     上尾市上野２３０－７
     048-871-6980  (048-871-6981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477160,155,8 ファーマライズ薬局　〒362-0022 （後発調２）第2357号      平成28年12月 1日
     原市店 上尾市瓦葺１１６１－５
     048-722-5913  (048-722-5977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478160,156,6 ドラッグセイムス北上〒362-0016 （後発調２）第3019号      平成30年 3月 1日
     尾東口薬局 上尾市原新町１８－１４
     048-778-0576  (048-778-0577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479160,157,4 ひだまり薬局 〒362-0074 （後発調２）第1654号      平成28年 4月 1日
     上尾市春日１－４４－４
     048-871-9125  (048-871-9126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  480160,158,2 鈴木薬局　北上尾店 〒362-0008 （後発調２）第2240号      平成28年 9月 1日
     上尾市上平中央１－１８－１５
     048-782-4971  (048-782-4971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481160,159,0 わかば薬局　上尾駅西〒362-0042 （後発調２）第2326号      平成28年11月 1日
     口店 上尾市谷津２－１－３７　第二フ
     ジビル１階
     048-729-4886  (048-729-4887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482160,160,8 あげおシーエス薬局２〒362-0075 （後発調２）第2457号      平成29年 2月 1日
     号店 上尾市柏座１－１０－３
     048-782-6370  (048-782-6371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483160,161,6 ふたば薬局 〒362-0034 （後発調２）第2258号      平成28年10月 1日
     上尾市愛宕２－７－７　
     048-775-3990  (048-775-3990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484160,162,4 さんくす薬局　原市店〒362-0023 （後発調２）第2018号      平成28年 6月 1日
     上尾市原市中３－１－８　
     048-878-9125  (048-878-9126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485160,163,2 アイン薬局　上尾駅前〒362-0036 （後発調２）第2700号      平成29年 8月 1日
     店 上尾市宮本町３－２－２０９　
     048-871-5893  (048-871-5894)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486160,168,1 ウエルシア薬局　上尾〒362-0001 （後発調２）第2820号      平成29年12月 1日
     上店 上尾市上８５－１
     048-778-1788  (048-778-1789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487160,170,7 かしわざ中央薬局 〒362-0075 （後発調２）第2075号      平成28年 7月 1日
     上尾市柏座１－１０－１３
     048-783-4532  (048-783-4536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488160,172,3 スギ薬局　上尾春日店〒362-0074 （後発調２）第2490号      平成29年 3月 1日
     上尾市春日１－３４－３０
     048-778-1931  (048-774-7863)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489160,173,1 わかば薬局　上尾柏座〒362-0075 （後発調２）第2478号      平成29年 2月 1日
     店 上尾市柏座２－４－２８エリア赤
     熊１階　１０２号室
     048-729-6991  (048-729-6992)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490160,174,9 スギ薬局　丸広上尾店〒362-0036 （後発調２）第2561号      平成29年 4月 1日
     上尾市宮本町１－１　丸広上尾店
     １階
     048-871-9252  (048-871-9253)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  491160,175,6 ひばり薬局　上尾駅前〒362-0037 （後発調２）第1655号      平成28年 4月 1日
     店 上尾市上町１－１－１５　市川ビ
     ル１階
     048-788-1830  (048-788-1831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492160,178,0 ほうゆう薬局 〒362-0001 （後発調２）第2950号      平成30年 2月 1日
     上尾市上８４８－８
     048-782-8291  (048-782-8292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493160,179,8 北上尾鈴薬局 〒362-0007 （後発調２）第2251号      平成28年 8月 1日
     上尾市久保１８－１
     048-776-1807  (048-776-1808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494160,181,4 わかば薬局　上尾原市〒362-0021 （後発調２）第2405号      平成29年 1月 1日
     店 上尾市原市２２４６－２
     048-722-2188  (048-722-2189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495160,183,0 プラチナ薬局　北上尾〒362-0001 （後発調２）第2772号      平成29年 9月 1日
     店 上尾市上１４４－１
     048-778-1551  (048-778-1552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496160,184,8 かしの木薬局 〒362-0067 （後発調２）第3007号      平成30年 3月 1日
     上尾市中分１－２７－１８
     048-780-1711  (048-780-1712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497160,186,3 西上尾薬局 〒362-0046 （後発調２）第2859号      平成29年11月 1日
     上尾市壱丁目４６１－１
     048-780-2495  (048-780-2496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498170,005,3 黒沢薬局 〒365-0038 （後発調２）第2964号      平成30年 2月 1日
     鴻巣市本町１丁目５番２２号
     048-541-0301  (048-542-9695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499170,027,7 島崎薬局 〒365-0038 （後発調２）第1656号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市本町４－１－１９
     048-541-9271  (048-541-9272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500170,030,1 けやき薬局 〒365-0038 （後発調２）第1668号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市本町６－１－１０
     048-543-3580  (048-543-3586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501170,035,0 くりはら薬局 〒365-0047 （後発調２）第1582号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市逆川２－２－２３
     048-541-2509  (048-541-6087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  502170,040,0 黒沢薬局　人形町店 〒365-0037 （後発調２）第3021号      平成30年 3月 1日
     鴻巣市人形３－２－１００
     048-540-2277  (048-540-2277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503170,049,1 アクト薬局 〒365-0068 （後発調２）第2835号      平成29年12月 1日
     鴻巣市愛の町４４１
     048-595-3677  (048-595-3678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504170,052,5 おおはし薬局 〒365-0078 （後発調２）第1657号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市加美１－６－４４
     048-541-0058  (048-541-6146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505170,057,4 すみれ薬局 〒365-0014 （後発調２）第2288号      平成28年10月 1日
     鴻巣市屈巣３８４３－１１
     048-569-2671  (048-569-2672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506170,060,8 有限会社　大久保薬局〒369-0114 （後発調２）第2011号      平成28年 6月 1日
     鴻巣市筑波２－１－２
     048-548-6742  (048-548-6742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507170,064,0 さくら薬局 〒369-0115 （後発調２）第2138号      平成28年 8月 1日
     鴻巣市吹上本町１－２－１１
     048-548-2076  (048-548-2090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508170,069,9 薬局ティーダ　北鴻巣〒365-0073 （後発調２）第2987号      平成30年 3月 1日
     店 鴻巣市八幡田字前通５３２－１
     048-595-3688  (048-595-3689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509170,070,7 ドラッグセイムス　鴻〒365-0036 （後発調２）第2754号      平成29年10月 1日
     巣薬局 鴻巣市天神４－５－２３
     048-543-1780  (048-540-6058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510170,071,5 黒沢薬局　加美町店 〒365-0078 （後発調２）第2017号      平成28年 6月 1日
     鴻巣市加美１－３－５
     048-542-6039  (048-542-6039)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511170,072,3 黒沢薬局　滝馬室店 〒365-0044 （後発調２）第3020号      平成30年 3月 1日
     鴻巣市滝馬室９８５－１１
     048-540-6556  (048-540-6556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512170,076,4 クオール薬局　吹上店〒369-0112 （後発調２）第2731号      平成29年 9月 1日
     鴻巣市鎌塚４－１－３
     048-548-1340  (048-548-1402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513170,077,2 クオール薬局　鎌塚店〒369-0112 （後発調２）第2515号      平成29年 3月 1日
     鴻巣市鎌塚５２０－３
     048-548-8521  (048-548-8522)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  514170,085,5 黒沢薬局　小松店 〒365-0041 （後発調２）第1453号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市小松１－３－２７
     048-540-5454  (048-540-5454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515170,092,1 クリーン薬局 〒369-0111 （後発調２）第1659号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市新宿１－１５３
     048-578-5185  (048-548-6392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516170,093,9 さくら薬局　鴻巣生出〒365-0033 （後発調２）第1580号      平成28年 4月 1日
     塚店 鴻巣市生出塚１－２２－２
     048-544-0788  (048-544-0789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517170,100,2 スクエア薬局　富永店〒365-0038 （後発調２）第1568号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市本町３－１０－３４第２さ
     くらいビル２階
     048-544-2100  (048-544-2105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518170,101,0 共創未来　鴻巣薬局 〒365-0038 （後発調２）第2456号      平成29年 2月 1日
     鴻巣市本町６－５－７
     048-544-2466  (048-544-2467)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519170,102,8 共創未来　東鴻巣薬局〒365-0034 （後発調２）第1567号      平成28年 4月 1日
     鴻巣市上生出塚清水７６９
     048-544-0007  (048-544-0008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520170,103,6 スギ薬局　鴻巣本町店〒365-0038 （後発調２）第2150号      平成28年 8月 1日
     鴻巣市本町３－１－１０　青木ハ
     イツ１階
     048-594-6852  (048-594-6853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521170,105,1 石原薬局 〒365-0073 （後発調２）第2315号      平成28年11月 1日
     鴻巣市八幡田８３４－４－２
     048-596-7455  (048-596-7454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522180,054,9 松原調剤薬局８５ 〒340-0043 （後発調２）第1660号      平成28年 4月 1日
     草加市草加３－３－３１
     048-941-3741  (048-941-3741)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523180,106,7 手代薬局 〒340-0021 （後発調２）第2164号      平成28年 8月 1日
     草加市手代町１２５－３
     048-921-7397  (048-921-7398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524180,110,9 コイケ薬局　プラスワ〒340-0056 （後発調２）第2310号      平成28年11月 1日
     ン 草加市新栄一丁目４８番地１０
     048-944-3838  (048-944-3839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  525180,114,1 そうごう薬局　草加店〒340-0016 （後発調２）第2290号      平成28年10月 1日
     草加市中央２丁目４－１４　ル・
     ソレイユ１０１
     048-928-1431  (048-928-1432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526180,124,0 薬樹薬局　草加 〒340-0043 （後発調２）第1630号      平成28年 4月 1日
     草加市草加２－２０－１１
     048-946-5251  (048-946-5252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527180,132,3 薬局薬泉堂　２号店 〒340-0031 （後発調２）第2020号      平成28年 6月 1日
     草加市新里町１０７－６
     048-924-1566  (048-924-1581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528180,135,6 ハート薬局　草加店 〒340-0034 （後発調２）第1957号      平成28年 5月 1日
     草加市氷川町２１３１－６
     048-920-6010  (048-920-6030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529180,136,4 ウエルシア薬局　谷塚〒340-0023 （後発調２）第2867号      平成30年 1月 1日
     店 草加市谷塚町５８４－１
     048-920-6033  (048-927-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530180,138,0 アクト薬局　北草加店〒340-0002 （後発調２）第1662号      平成28年 4月 1日
     草加市青柳４－２５－１
     048-932-0505  (048-932-0505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531180,140,6 第一薬局　ハーモネス〒340-0041 （後発調２）第2267号      平成28年10月 1日
     店 草加市松原１－１－９
     048-942-4496  (048-942-4496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532180,141,4 一正堂薬局　第二支店〒340-0002 （後発調２）第2174号      平成28年 9月 1日
     草加市青柳６－２４－２８
     048-936-7715  (048-936-3872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533180,150,5 ウエルシア薬局　草加〒340-0052 （後発調２）第2861号      平成30年 1月 1日
     金明店 草加市金明町２２０－１
     048-933-0557  (048-933-0558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534180,154,7 雄飛堂薬局　草加店 〒340-0002 （後発調２）第2843号      平成29年12月 1日
     草加市青柳５丁目１２番１２号
     048-999-5601  (048-999-5602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535180,161,2 あけぼの薬局　谷塚店〒340-0028 （後発調２）第1566号      平成28年 4月 1日
     草加市谷塚１－２２－１９
     048-926-1189  (048-922-6061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  536180,163,8 ウエルシア薬局　草加〒340-0048 （後発調２）第2292号      平成28年11月 1日
     原町店 草加市原町３－１４－４１
     048-946-5011  (048-946-5012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537180,164,6 日本調剤　草加薬局 〒340-0034 （後発調２）第1663号      平成28年 4月 1日
     草加市氷川町２１４９－４
     048-920-3317  (048-920-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538180,165,3 日本調剤　松原団地薬〒340-0011 （後発調２）第1664号      平成28年 4月 1日
     局 草加市栄町３－４－５
     048-933-2270  (048-933-2271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539180,166,1 フロンティア薬局　草〒340-0006 （後発調２）第1564号      平成28年 4月 1日
     加店 草加市八幡町１２５５－３
     048-930-6877  (048-930-6878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540180,168,7 アサヒ薬局　草加店 〒340-0015 （後発調２）第1598号      平成28年 4月 1日
     草加市高砂２－１１－２１　内田
     ビル１０２
     048-951-2596  (048-951-2597)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541180,169,5 フラワー薬局　草加氷〒340-0034 （後発調２）第1665号      平成28年 4月 1日
     川町店 草加市氷川町２１４９－１　小菅
     ビル１階　
     0489-59-9631  (0489-59-9632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542180,170,3 ドラッグセイムス　草〒340-0014 （後発調２）第2590号      平成29年 5月 1日
     加住吉薬局 草加市住吉１－５－２　ＦＴビル
     １Ｆ
     048-920-5177  (048-920-5178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543180,171,1 アステル薬局　草加店〒340-0035 （後発調２）第1600号      平成28年 4月 1日
     草加市西町１０９２－６　
     048-928-0099  (048-928-0098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544180,172,9 のぞみ薬局 〒340-0014 （後発調２）第1573号      平成28年 4月 1日
     草加市住吉２－３－２－２　
     048-921-8686  (048-921-8687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545180,174,5 こばと薬局 〒340-0028 （後発調２）第2738号      平成29年 9月 1日
     草加市谷塚１－２０－１５　
     048-951-5716  (048-951-5716)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546180,175,2 クオール薬局　草加店〒340-0028 （後発調２）第1599号      平成28年 4月 1日
     草加市谷塚１－１６－１０クロー
     バーハイツ１階
     048-920-5571  (048-920-5613)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  547180,176,0 こはるび薬局 〒340-0036 （後発調２）第1597号      平成28年 4月 1日
     草加市苗塚町４１８－１
     048-951-4322  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548180,177,8 ウエルシア薬局　草加〒340-0013 （後発調２）第2972号      平成30年 3月 1日
     松江店 草加市松江１－２５－１
     048-933-3855  (048-933-3856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549180,180,2 調剤薬局ツルハドラッ〒340-0043 （後発調２）第2627号      平成29年 6月 1日
     グ　草加５丁目店 草加市草加５丁目１番９号
     048-946-2268  (048-946-2268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550180,181,0 プラザ薬局　草加市立〒340-0043 （後発調２）第2334号      平成28年12月 1日
     病院前 草加市草加２－２０－９
     048-946-6756  (048-946-6757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551180,186,9 アイン薬局　草加店 〒340-0001 （後発調２）第1585号      平成28年 4月 1日
     草加市柿木町１１２６－７
     048-954-9193  (048-954-9263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552180,188,5 アロン薬局　松原団地〒340-0041 （後発調２）第2287号      平成28年10月 1日
     駅前店 草加市松原１－７－２２－Ｆ
     048-969-4800  (048-969-4798)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553180,190,1 フラワー・ブロス　マ〒340-0052 （後発調２）第2093号      平成28年 7月 1日
     ーガレット薬局 草加市金明町５１６－１－２
     048-999-5030  (048-999-5032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554180,192,7 アロン薬局　北谷店 〒340-0046 （後発調２）第2593号      平成29年 5月 1日
     草加市北谷１－２２－５
     048-946-1770  (048-944-8888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555180,194,3 アイセイ薬局　松原団〒340-0041 （後発調２）第2346号      平成28年10月 1日
     地店 草加市松原１－７－２２－Ｂ
     048-946-1522  (048-941-3788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556180,199,2 けやき薬局　松原店 〒340-0041 （後発調２）第2773号      平成29年 9月 1日
     草加市松原２－２－６
     048-942-8485  (048-942-8487)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557180,200,8 けやき薬局　松江店 〒340-0013 （後発調２）第2774号      平成29年 9月 1日
     草加市松江１－２５－１３　サン
     パティークⅢ１０４
     048-933-1001  (048-933-1002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  558180,201,6 マミー薬局 〒340-0043 （後発調２）第2812号      平成29年 9月17日
     草加市草加１－４－２
     048-943-2827  (048-943-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559180,202,4 ウエルシア薬局　草加〒340-0033 （後発調２）第2971号      平成30年 3月 1日
     柳島店 草加市柳島町６４５－３
     048-920-1912  (048-920-1913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560190,026,5 第一薬局 〒335-0023 （後発調２）第2002号      平成28年 6月 1日
     戸田市本町１－２２－３－１０１
     048-445-1526  (048-444-3502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561190,032,3 クローバー薬局 〒335-0022 （後発調２）第1994号      平成28年 6月 1日
     戸田市上戸田二丁目３３番１１号
     048-430-2777  (048-430-2770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562190,044,8 本町薬局 〒335-0023 （後発調２）第2465号      平成29年 2月 1日
     戸田市本町１丁目１３番１８号
     048-432-6484  (048-432-6305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563190,046,3 ピュア薬局 〒335-0013 （後発調２）第1667号      平成28年 4月 1日
     戸田市喜沢１－３３－８　ベルテ
     ラス板橋１０１
     048-432-0819  (048-432-0871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564190,048,9 すずらん薬局 〒335-0023 （後発調２）第1669号      平成28年 4月 1日
     戸田市本町４－１６－１０
     048-432-9383  (048-432-9383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565190,055,4 ハート薬局 〒335-0035 （後発調２）第2080号      平成28年 7月 1日
     戸田市笹目南町２０－１７
     048-421-3303  (048-421-3302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566190,061,2 セキ薬局　戸田公園店〒335-0023 （後発調２）第2379号      平成28年12月 1日
     戸田市本町４－１３－５
     048-447-7280  (048-447-7280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567190,067,9 ドラッグセイムス戸田〒335-0021 （後発調２）第2117号      平成28年 7月 1日
     新曽薬局 戸田市大字新曽字芦原２２３５
     048-434-3020  (048-434-3021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568190,068,7 くじら薬局 〒335-0011 （後発調２）第2136号      平成28年 8月 1日
     戸田市下戸田１－７－１６　ダイ
     ヤメゾン戸田公園１Ｆ
     048-434-7871  (048-434-7872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  569190,070,3 第一薬局　戸田公園駅〒335-0023 （後発調２）第1578号      平成28年 4月 1日
     前店 戸田市本町１－１６－１６
     048-441-5550  (048-441-5558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570190,072,9 さくら薬局　戸田新曽〒335-0026 （後発調２）第2432号      平成29年 1月 1日
     南店 戸田市新曽南１丁目９－１５
     048-434-5373  (048-434-5377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571190,075,2 さくら薬局　上戸田店〒335-0022 （後発調２）第1565号      平成28年 4月 1日
     戸田市上戸田１８－２　ベルシオ
     ンＴＡＫⅡ１０１号
     048-229-2716  (048-229-2873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572190,077,8 みやこ薬局　戸田店 〒335-0021 （後発調２）第1670号      平成28年 4月 1日
     戸田市新曽１７０５
     048-430-2211  (048-430-2215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573190,079,4 なの花薬局　戸田公園〒335-0023 （後発調２）第1561号      平成28年 4月 1日
     店 戸田市本町４－１７－９　プラン
     ドール戸田公園
     048-430-1511  (048-430-1512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574190,081,0 メローライフ薬局　戸〒335-0021 （後発調２）第2632号      平成29年 6月 1日
     田駅前店 戸田市新曽８１３
     048-299-5225  (048-299-5227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575190,084,4 喜沢南薬局 〒335-0014 （後発調２）第2735号      平成29年 9月 1日
     戸田市喜沢南２－７－１　
     048-430-2288  (048-430-3388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576190,085,1 ひつじ堂薬局 〒335-0023 （後発調２）第2682号      平成29年 8月 1日
     戸田市本町３－９－１６
     048-447-1718  (048-430-7033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577190,087,7 ウエルシア薬局　戸田〒335-0021 （後発調２）第1990号      平成28年 6月 1日
     新曽店 戸田市新曽１８０３－２
     048-420-7202  (048-420-7203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578190,091,9 調剤薬局マツモトキヨ〒335-0021 （後発調２）第2479号      平成29年 2月 1日
     シ　戸田駅西口店 戸田市新曽７９３
     048-430-2330  (048-441-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579190,093,5 スギ薬局　戸田喜沢店〒335-0013 （後発調２）第1671号      平成28年 4月 1日
     戸田市喜沢一丁目２４番地の２４
     048-446-6581  (048-446-6582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  580190,094,3 株式会社　武蔵野調剤〒335-0023 （後発調２）第2935号      平成30年 2月 1日
     薬局　戸田公園店 戸田市本町２－１６－８　フォー
     シーズン２２戸田公園１－Ｂ
     048-434-1188  (048-434-1288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581190,095,0 有限会社　ピュアファ〒335-0013 （後発調２）第1672号      平成28年 4月 1日
     ーマシー　ピュア薬局戸田市喜沢１－２６－１　リブリ
     　２号店 ・ＳＯＰＨＩＡ喜沢２　１Ｆ　１
     号
     048-441-5420  (048-441-5420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582190,098,4 アイセイ薬局　戸田駅〒335-0021 （後発調２）第2918号      平成30年 2月 1日
     前店 戸田市新曽６６２　Ｔ－ＦＲＯＮ
     ＴＥ　３Ｆ
     048-434-6381  (046-444-6530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583190,099,2 徳永薬局　笹目店 〒335-0034 （後発調２）第2601号      平成29年 4月 1日
     戸田市笹目１－３３－６
     048-422-6622  (048-422-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584190,100,8 徳永薬局　北戸田店 〒335-0021 （後発調２）第3004号      平成30年 3月 1日
     戸田市新曽２１６３－１　ウィン
     サムコート１階１０２号
     048-287-8825  (048-287-8925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585200,028,9 薬局メディクス 〒334-0005 （後発調２）第1677号      平成28年 4月 1日
     川口市大字里字深町１６２８Ｍ．
     Ｃ　ＨＡＴＯＧＡＹＡ１０１号室
     048-288-5770  (048-288-5771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586200,030,5 あい薬局　鳩ヶ谷辻店〒334-0004 （後発調２）第2417号      平成29年 1月 1日
     川口市大字辻１５７３－１　１階
     Ａ号
     048-284-5777  (048-288-7528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587200,032,1 ハトポッポ薬局 〒334-0003 （後発調２）第1680号      平成28年 4月 1日
     川口市坂下町１－１－１３－Ａ
     048-286-8801  (048-286-8803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588200,033,9 サン調剤薬局 〒334-0013 （後発調２）第1681号      平成28年 4月 1日
     川口市南鳩ヶ谷６－４－１１
     048-446-6133  (048-446-6178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589200,035,4 ミヤノ薬局 〒334-0001 （後発調２）第2640号      平成29年 7月 1日
     川口市桜町５－２－７
     048-283-7337  (048-281-0660)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  590210,025,3 あおい調剤薬局株式会〒351-0025 （後発調２）第2177号      平成28年 8月 1日
     社　朝霞店 朝霞市三原５－１３－５
     048-463-8466  (048-463-8101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591210,032,9 フレンド薬局 〒351-0025 （後発調２）第2191号      平成28年 8月 1日
     朝霞市三原２－１３－３６
     048-465-5837  (048-465-5837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592210,037,8 あおい調剤薬局　二本〒351-0011 （後発調２）第1682号      平成28年 4月 1日
     松店 朝霞市本町１－３７－１３
     048-467-5132  (048-467-5137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593210,040,2 あおい調剤薬局　青葉〒351-0015 （後発調２）第1683号      平成28年 4月 1日
     台店 朝霞市幸町１－１－５
     048-465-4157  (048-465-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594210,041,0 有限会社　松栄堂薬局〒351-0034 （後発調２）第2614号      平成29年 6月 1日
     朝霞市西原２－１５－１８　シテ
     ィ光陽１Ｆ
     048-473-7289  (048-473-7463)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595210,053,5 有限会社　高田屋薬局〒351-0022 （後発調２）第2568号      平成29年 5月 1日
     朝霞市東弁財２－１４－１
     048-474-4090  (048-476-0513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596210,055,0 あさか台薬局 〒351-0021 （後発調２）第2052号      平成28年 7月 1日
     朝霞市西弁財１－７－３５
     048-460-3317  (048-460-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597210,058,4 フラワー薬局 〒351-0035 （後発調２）第3006号      平成30年 3月 1日
     朝霞市朝志ヶ丘３－５－２　エク
     シード高野１０５
     048-476-4658  (048-476-4680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598210,064,2 あさか台わたなべ薬局〒351-0021 （後発調２）第2563号      平成29年 5月 1日
     朝霞市西弁財１－１０－２５－１
     ０６
     048-470-3434  (048-470-3435)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599210,065,9 みなみ薬局 〒351-0035 （後発調２）第2280号      平成28年10月 1日
     朝霞市朝志ヶ丘４－７－１４
     048-474-4804  (048-474-4804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600210,069,1 ことぶき薬局 〒351-0015 （後発調２）第1684号      平成28年 4月 1日
     朝霞市幸町１－３－５
     048-462-8825  (048-462-8926)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  601210,073,3 平成薬局 〒351-0023 （後発調２）第2989号      平成30年 3月 1日
     朝霞市溝沼１－５－１１
     048-467-2397  (048-467-3330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602210,078,2 ウェルパーク薬局　北〒351-0034 （後発調２）第2589号      平成29年 5月 1日
     朝霞店 朝霞市西原１－３－３１
     048-486-6423  (048-486-6424)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603210,081,6 薬局おくすり本舗　朝〒351-0014 （後発調２）第1685号      平成28年 4月 1日
     霞店 朝霞市膝折町１－１０－１０
     048-466-1685  (048-466-1786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604210,095,6 エース薬局　朝霞調剤〒351-0011 （後発調２）第2160号      平成28年 7月 1日
     センター 朝霞市本町１－３３－４８　グラ
     ンドフェア１階
     049-251-5399  (049-251-5499)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605210,096,4 ドラッグセイムス　朝〒351-0006 （後発調２）第2008号      平成28年 6月 1日
     霞駅前薬局 朝霞市仲町２－１－６－１０２
     048-450-2026  (048-450-2027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606210,098,0 あおい調剤薬局　朝霞〒351-0005 （後発調２）第1686号      平成28年 4月 1日
     根岸台店 朝霞市根岸台６－３－３３　
     048-424-7960  (048-424-7961)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607210,099,8 リズム薬局　朝霞台店〒351-0036 （後発調２）第1687号      平成28年 4月 1日
     朝霞市北原２－１－３０　Ｂ－１
     048-423-8810  (048-423-8811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608210,100,4 朝霞メロン薬局 〒351-0022 （後発調２）第2994号      平成30年 3月 1日
     朝霞市東弁財１－５－８Ｋステー
     ジ２Ｆ－４
     048-483-4502  (048-483-4503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609210,101,2 メロディー薬局　朝霞〒351-0036 （後発調２）第1921号      平成28年 5月 1日
     台店 朝霞市北原１－４－４
     048-423-7440  (048-423-7441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610210,102,0 ぷらむ薬局　朝霞店 〒351-0006 （後発調２）第1688号      平成28年 4月 1日
     朝霞市仲町２－２－３９　１Ｆ
     048-458-5880  (048-458-5881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611210,106,1 ウイン調剤けやき薬局〒351-0006 （後発調２）第2986号      平成30年 3月 1日
     朝霞市仲町２－２－４４　パール
     ウイング１－Ｂ号室
     048-424-7058  (048-467-0388)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  612220,014,5 あおい調剤薬局　志木〒353-0004 （後発調２）第2176号      平成28年 8月 1日
     店 志木市本町５－１５－１８　山三
     ビル２Ｆ
     048-476-8733  (048-476-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613220,023,6 ワカバ薬局 〒353-0001 （後発調２）第2886号      平成30年 1月 1日
     志木市上宗岡５－１８－８
     048-470-1690  (048-473-3940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614220,031,9 あおい薬局　志木北口〒353-0004 （後発調２）第2427号      平成29年 1月 1日
     駅前店 志木市本町５－２５－６
     048-470-5593  (048-470-5592)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615220,037,6 リズム薬局　志木店 〒353-0004 （後発調２）第1922号      平成28年 5月 1日
     志木市本町５－２４－１８・６Ｆ
     048-485-4301  (048-485-4302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616220,044,2 ファミリー薬局 〒353-0002 （後発調２）第1689号      平成28年 4月 1日
     志木市中宗岡３－１－５
     048-476-2677  (048-476-8777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617220,046,7 幸町薬局 〒353-0005 （後発調２）第2683号      平成29年 8月 1日
     志木市幸町３－４－１０
     048-458-3677  (048-458-3678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618220,050,9 リズム薬局　志木北店〒353-0004 （後発調２）第3009号      平成30年 3月 1日
     志木市本町４－１５－１・１Ｆ
     048-486-3860  (048-486-3861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619220,053,3 薬局ここ楽志木店 〒353-0004 （後発調２）第2757号      平成29年10月 1日
     志木市本町５－１９－１５　アド
     リアフレスカ１Ｆ　
     048-485-9280  (048-485-9281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620220,054,1 ドラッグセイムス　中〒353-0002 （後発調２）第2795号      平成29年11月 1日
     宗岡１丁目薬局 志木市中宗岡１－９－３７　
     048-485-5481  (048-485-5482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621220,060,8 たんぽぽ薬局　志木店〒353-0004 （後発調２）第2336号      平成28年 9月 1日
     志木市本町６－２３－１３
     048-483-5593  (048-483-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622220,061,6 アイセイ薬局　志木店〒353-0005 （後発調２）第2343号      平成28年10月 1日
     志木市幸町４－４－９
     048-470-0557  (048-473-6877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  623220,062,4 ひかり薬局 〒353-0006 （後発調２）第2748号      平成29年10月 1日
     志木市館２－７－１１－１０５
     048-423-8625  (048-423-8626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624220,064,0 まごころ薬局　志木ハ〒353-0001 （後発調２）第2932号      平成30年 2月 1日
     イデンスサロン 志木市上宗岡４－６－２７　志木
     ハイデンス１３６号
     048-487-8110  (048-487-8111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625230,014,3 アトム薬局 〒351-0115 （後発調２）第1920号      平成28年 5月 1日
     和光市新倉１－２０－３
     048-465-8525  (048-465-8525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626230,033,3 新倉ニコニコ薬局 〒351-0115 （後発調２）第1691号      平成28年 4月 1日
     和光市新倉一丁目２番６４号
     048-450-1585  (048-450-1586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627230,035,8 株式会社　和光薬局 〒351-0114 （後発調２）第1692号      平成28年 4月 1日
     和光市本町１２－１
     048-463-7144  (048-465-8910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628230,036,6 スギ薬局　和光店 〒351-0101 （後発調２）第2953号      平成30年 2月 1日
     和光市白子３－１７－３０
     048-451-3833  (048-462-2015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629230,037,4 日本調剤和光薬局 〒351-0102 （後発調２）第1693号      平成28年 4月 1日
     和光市諏訪４－１０
     048-450-7606  (048-450-7607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630230,039,0 日生薬局　和光店 〒351-0115 （後発調２）第1694号      平成28年 4月 1日
     和光市新倉２－５－４９　日生オ
     アシス和光１階
     048-423-0715  (048-423-0719)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631230,041,6 ウエルシア薬局　和光〒351-0112 （後発調２）第1642号      平成28年 4月 1日
     丸山台店 和光市丸山台２－１１－２１
     048-458-4333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632230,043,2 パル薬局　白子店 〒351-0101 （後発調２）第2784号      平成29年11月 1日
     和光市白子２－２１－１３
     048-423-7577  (048-423-7577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633230,045,7 ドラッグセイムス　和〒351-0114 （後発調２）第2734号      平成29年 9月 1日
     光本町薬局 和光市本町２０－３１
     048-450-1875  (048-450-1876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  634230,046,5 あおぞら薬局 〒351-0102 （後発調２）第2458号      平成29年 2月 1日
     和光市諏訪４－１０
     048-468-9867  (048-468-1090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635230,048,1 誠公堂薬局　和光店 〒351-0114 （後発調２）第1695号      平成28年 4月 1日
     和光市本町２１－２６　コンステ
     ラション１階１００号室
     048-458-0348  (048-458-0358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636230,049,9 めじろ薬局 〒351-0102 （後発調２）第1968号      平成28年 4月 1日
     和光市諏訪４－５
     048-483-4134  (048-483-4135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637230,050,7 ヒカリ薬局　和光店 〒351-0102 （後発調２）第2676号      平成29年 6月 1日
     和光市諏訪３－１
     048-468-7900  (048-468-7902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638240,100,8 薬局アポック　三芳店〒354-0044 （後発調２）第2283号      平成28年10月 1日
     入間郡三芳町北永井８９３－９
     049-274-6150  (049-274-6155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639240,111,5 みずほ台薬局 〒354-0042 （後発調２）第2307号      平成28年11月 1日
     入間郡三芳町みよし台１１－１２
     049-259-5351  (049-259-5351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640240,112,3 フィット薬局 〒350-0443 （後発調２）第2119号      平成28年 7月 1日
     入間郡毛呂山町長瀬１８８７－２
     049-294-8230  (049-294-8232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641240,114,9 エース薬局　藤久保店〒354-0041 （後発調２）第2149号      平成28年 8月 1日
     入間郡三芳町藤久保１９７－２０
     049-274-7681  (049-274-7682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642240,119,8 アポック医大前薬局　〒350-0451 （後発調２）第3008号      平成30年 3月 1日
     １号店 入間郡毛呂山町毛呂本郷１８－１
     049-295-6800  (049-295-6801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643240,123,0 ドラッグセイムス　毛〒350-0451 （後発調２）第2946号      平成30年 2月 1日
     呂山薬局 入間郡毛呂山町毛呂本郷１２０５
     －１
     049-294-8155  (049-276-6303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644240,126,3 アポック毛呂岩井薬局〒350-0465 （後発調２）第2328号      平成28年11月 1日
     入間郡毛呂山町岩井西５－１３－
     ６
     049-276-6600  (049-276-6601)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  645240,127,1 アポック日高センター〒350-0445 （後発調２）第2084号      平成28年 7月 1日
     前薬局　１号店 入間郡毛呂山町葛貫９０６－５
     049-276-7200  (049-276-7201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646240,128,9 日本調剤毛呂薬局 〒350-0451 （後発調２）第1697号      平成28年 4月 1日
     入間郡毛呂山町毛呂本郷４０－１
     049-276-5550  (049-294-8677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647240,129,7 日本調剤　埼玉日高薬〒350-0445 （後発調２）第1698号      平成28年 4月 1日
     局 入間郡毛呂山町葛貫１０７８－１
     049-276-5511  (049-294-7724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648240,133,9 スギ薬局　藤久保店 〒354-0041 （後発調２）第2260号      平成28年10月 1日
     入間郡三芳町藤久保８５５番地４
     ０３　　アクロスプラザ三芳店内
     049-274-7870  (049-274-7871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649240,137,0 ポプラ薬局　三芳店 〒354-0044 （後発調２）第1981号      平成28年 5月 1日
     入間郡三芳町北永井８９２－１８
     049-274-5775  (049-274-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650240,139,6 あすなろ薬局　三芳店〒354-0044 （後発調２）第1699号      平成28年 4月 1日
     入間郡三芳町北永井６９４－６
     049-257-7727  (049-257-7727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651240,142,0 中川薬局　越生店 〒350-0415 （後発調２）第2579号      平成29年 5月 1日
     入間郡越生町上野１０２４―３
     049-277-1871  (049-277-1872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652240,145,3 まい薬局　三芳店 〒354-0041 （後発調２）第2216号      平成28年 9月 1日
     入間郡三芳町大字藤久保９６２－
     １１　
     049-259-5311  (049-259-2481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653240,146,1 ライオン薬局　三芳店〒354-0041 （後発調２）第2003号      平成28年 6月 1日
     入間郡三芳町藤久保９６２－１６
     　
     049-257-1600  (049-257-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654240,150,3 あおぞら薬局　長瀬店〒350-0462 （後発調２）第2402号      平成29年 1月 1日
     入間郡毛呂山町若山１－８－７
     049-295-5511  (049-295-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655240,151,1 セキ薬局　藤久保店 〒354-0041 （後発調２）第1701号      平成28年 4月 1日
     入間郡三芳町藤久保２０１－１
     049-274-1100  (049-274-1100)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  656240,152,9 薬局アポック　毛呂山〒350-0451 （後発調２）第1997号      平成28年 6月 1日
     店 入間郡毛呂山町毛呂本郷９９２
     049-276-3535  (049-276-3536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657240,153,7 すずかけ通り薬局 〒354-0042 （後発調２）第2485号      平成29年 1月 1日
     入間郡三芳町みよし台６－１４　
     ヴィラＮＳ１号室
     049-293-6481  (049-293-6486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658240,154,5 ファミリー薬局　長瀬〒350-0463 （後発調２）第2565号      平成29年 3月 1日
     店 入間郡毛呂山町前久保南４－２８
     －２７
     049-276-6639  (049-276-6640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659240,155,2 稲垣薬局　もろハピネ〒350-0451 （後発調２）第2992号      平成30年 3月 1日
     ス館前店 入間郡毛呂山町毛呂本郷１２７７
     番地
     049-215-3328  (049-215-3329)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660250,056,9 あおい調剤薬局　株式〒359-1141 （後発調２）第2480号      平成29年 2月 1日
     会社　小手指店 所沢市小手指町３－３１－２４
     04-2949-6421  (04-2949-8167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661250,118,7 エース薬局　新所沢店〒359-1111 （後発調２）第2922号      平成30年 2月 1日
     所沢市緑町３－１４－４
     04-2925-0239  (04-2925-0242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662250,138,5 あおい薬局　狭山ケ丘〒359-1161 （後発調２）第1702号      平成28年 4月 1日
     サンロード店 所沢市狭山ケ丘２－６３２－７
     04-2949-8833  (04-2949-8843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663250,164,1 太陽薬局 〒359-0037 （後発調２）第2311号      平成28年11月 1日
     所沢市くすのき台３丁目１８番１
     ４号
     04-2996-0678  (04-2996-0676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664250,177,3 リーフ薬局 〒359-0044 （後発調２）第1932号      平成28年 5月 1日
     所沢市松葉町２４番３号新所沢Ｏ
     ・Ｔ・Ａビル１階
     04-2991-7707  (04-2991-7708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665250,191,4 アルル薬局 〒359-1131 （後発調２）第2991号      平成30年 3月 1日
     所沢市大字久米５５０番８
     042-992-1110  (042-992-1021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  666250,203,7 有限会社　スカイ薬局〒359-0041 （後発調２）第2211号      平成28年 9月 1日
     所沢市中新井３－２０－３５－１
     ０４
     04-2943-3222  (04-2943-4244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667250,205,2 ファミリー薬局　所沢〒359-1131 （後発調２）第2581号      平成29年 5月 1日
     店 所沢市久米１５６９－１
     042-929-5516  (042-939-5526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668250,216,9 鈴木薬局　所沢店 〒359-1113 （後発調２）第2091号      平成28年 7月 1日
     所沢市喜多町１５－１６
     04-2926-8140  (04-2926-8140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669250,220,1 あおぞら薬局 〒359-1111 （後発調２）第2184号      平成28年 8月 1日
     所沢市緑町３－３－３２
     04-2926-5722  (04-2929-5702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670250,224,3 せんし堂薬局 〒359-0002 （後発調２）第1703号      平成28年 4月 1日
     所沢市中富７５０－１２
     04-2990-3273  (04-2990-3272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671250,228,4 阪神調剤薬局　新所沢〒359-0002 （後発調２）第1705号      平成28年 4月 1日
     店 所沢市中富１８７５－１０
     04-2990-3637  (04-2990-3638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672250,231,8 パレット薬局 〒359-0025 （後発調２）第3001号      平成30年 3月 1日
     所沢市上安松５３８－８
     04-2992-3450  (04-2902-6090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673250,239,1 ドラッグセイムス所沢〒359-0025 （後発調２）第2654号      平成29年 7月 1日
     松井薬局 所沢市上安松１２８６－３
     04-2992-0520  (04-2991-7271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674250,256,5 ひばり薬局　新所沢店〒359-0044 （後発調２）第1706号      平成28年 4月 1日
     所沢市松葉町１６－１２　タンデ
     ムビル２階
     04-2937-5933  (04-2937-5932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675250,262,3 スギ薬局　所沢北原店〒359-0004 （後発調２）第2048号      平成28年 7月 1日
     所沢市北原町１４０４　ヤオコー
     所沢北原店内
     04-2997-5680  (04-2997-5681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676250,263,1 スギ薬局　東所沢駅前〒359-0023 （後発調２）第3036号      平成30年 3月 1日
     店 所沢市東所沢和田２－１－１２
     04-2951-4100  (04-2951-4105)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  677250,264,9 スギ薬局　所沢山口店〒359-1148 （後発調２）第2803号      平成29年11月 1日
     所沢市小手指台２３番地の１マミ
     ーマート所沢山口店内
     04-2929-8730  (04-2928-6615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678250,267,2 スギ薬局　所沢牛沼店〒359-0026 （後発調２）第2765号      平成29年10月 1日
     所沢市大字牛沼２４５番地３
     04-2991-3251  (04-2994-6227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679250,271,4 スギ薬局　所沢航空公〒359-0042 （後発調２）第2952号      平成30年 2月 1日
     園店 所沢市並木３丁目１番　第６号棟
     　第１０１号室
     04-2991-1731  (04-2998-0186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680250,272,2 たんぽぽ薬局 〒359-1144 （後発調２）第1708号      平成28年 4月 1日
     所沢市西所沢１－７－２４　国土
     ビル１Ｆ
     04-2920-0055  (04-2920-0056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681250,277,1 恵和薬局 〒359-1104 （後発調２）第2828号      平成29年12月 1日
     所沢市榎町１２－７
     04-2929-0155  (04-2929-0155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682250,281,3 緑町薬局 〒359-1111 （後発調２）第2095号      平成28年 7月 1日
     所沢市緑町３－１６－８
     04-2929-8611  (04-2929-8612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683250,282,1 みさき薬局 〒359-1164 （後発調２）第2789号      平成29年11月 1日
     所沢市三ケ島４―２２５８―５
     04-2938-7077  (04-2938-7076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684250,288,8 あすか薬局　狭山ヶ丘〒359-1106 （後発調２）第2237号      平成28年 9月 1日
     店 所沢市東狭山ケ丘１丁目７―１
     04-2929-0180  (04-2929-0181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685250,289,6 元町調剤薬局 〒359-1126 （後発調２）第1710号      平成28年 4月 1日
     所沢市西住吉６－３
     04-2928-6039  (04-2925-3991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686250,290,4 ドラッグセイムス　東〒359-0023 （後発調２）第2542号      平成29年 4月 1日
     所沢和田薬局 所沢市東所沢和田３－１５－２
     04-2951-3561  (04-2951-3562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687250,291,2 あすか薬局　花園店 〒359-0047 （後発調２）第1711号      平成28年 4月 1日
     所沢市花園３－２３７１－９－２
     04-2990-2222  (04-2990-2223)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  688250,294,6 久米薬局 〒359-1131 （後発調２）第2217号      平成28年 9月 1日
     所沢市久米２１９６－１
     04-2923-0703  (04-2923-0703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689250,299,5 そよ風薬局　小手指店〒359-1147 （後発調２）第2219号      平成28年 9月 1日
     所沢市小手指元町３－２－３６
     04-2947-0839  (04-2990-8063)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690250,300,1 さくら薬局　所沢若狭〒359-1151 （後発調２）第2433号      平成29年 1月 1日
     店 所沢市若狭２－１６７４－１９
     04-2935-3752  (04-2935-3753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691250,301,9 ひだまり薬局 〒359-1111 （後発調２）第2294号      平成28年11月 1日
     所沢市緑町１－４－１　デュオヒ
     ルズ新所沢駅前１Ｆ
     04-2968-9853  (04-2968-9854)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692250,302,7 ファーコス薬局　東狭〒359-1106 （後発調２）第1712号      平成28年 4月 1日
     山ヶ丘 所沢市東狭山ケ丘６－７４７－１
     ８
     04-2929-8600  (04-2929-8601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693250,303,5 日本調剤プロペ通り薬〒359-1123 （後発調２）第1713号      平成28年 4月 1日
     局 所沢市日吉町１０－１８
     04-2929-3831  (04-2929-3832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694250,305,0 はるか薬局 〒359-1144 （後発調２）第2025号      平成28年 6月 1日
     所沢市西所沢１－２３－３
     04-2968-4836  (04-2968-4837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695250,311,8 ひまわり薬局　東所沢〒359-0022 （後発調２）第1714号      平成28年 4月 1日
     所沢市本郷２７０－５
     04-2945-9999  (04-2945-9988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696250,315,9 デイリーケアセイジョ〒359-0021 （後発調２）第2582号      平成29年 5月 1日
     ー薬局　所沢中央店 所沢市東所沢１－１４－７
     04-2951-3612  (04-2951-3612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697250,319,1 ハナミズキ薬局 〒359-1141 （後発調２）第2930号      平成30年 2月 1日
     所沢市小手指町１－１１－４アネ
     ックスビル１階
     04-2929-6644  (04-2929-6645)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698250,320,9 ふくろう薬局 〒359-0021 （後発調２）第1715号      平成28年 4月 1日
     所沢市東所沢３－３６－７４
     04-2945-0007  (04-2945-0007)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  699250,327,4 カイセイ調剤薬局　所〒359-0024 （後発調２）第1716号      平成28年 4月 1日
     沢店 所沢市下安松１５２３－１
     04-2951-0077  (04-2951-0078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700250,328,2 狭山ヶ丘薬局 〒359-1151 （後発調２）第2437号      平成29年 2月 1日
     所沢市若狭４－２４７５－１０
     04-2948-2009  (04-2948-2037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701250,336,5 ウエルシア薬局　所沢〒359-0024 （後発調２）第2354号      平成28年12月 1日
     下安松店 所沢市下安松９６３－３
     04-2951-2321  (04-2951-2322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702250,338,1 あすか薬局　中新井店〒359-0041 （後発調２）第2426号      平成29年 1月 1日
     所沢市中新井２－６６－１
     04-2990-2300  (04-2990-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703250,339,9 あすか薬局　元町店 〒359-1121 （後発調２）第2636号      平成29年 6月 1日
     所沢市元町１７－６
     04-2903-6600  (04-2903-6601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704250,340,7 ひまわり薬局　所沢 〒359-1155 （後発調２）第2103号      平成28年 7月 1日
     所沢市北野新町２－１９－１１
     04-2941-6948  (04-2941-6949)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705250,344,9 薬局マツモトキヨシ　〒359-1123 （後発調２）第3023号      平成30年 3月 1日
     所沢プロペ通り店 所沢市日吉町４－３
     04-2921-6080  (04-2921-6080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706250,345,6 セキ薬局　宮本町店 〒359-1143 （後発調２）第2844号      平成29年12月 1日
     所沢市宮本町２－２３－３０
     04-2903-3100  (04-2903-3100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707250,346,4 そよ風薬局　くすのき〒359-0037 （後発調２）第2460号      平成29年 2月 1日
     台店 所沢市くすのき台１－１０－１０
     　ＴＯＳＨＩビル１階
     04-2968-5280  (04-2968-5282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708250,347,2 タオ薬局 〒359-1124 （後発調２）第2401号      平成29年 1月 1日
     所沢市東住吉９－５　あらいビル
     ２Ｆ　西２－Ａ
     04-2941-5855  (04-2941-5856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709250,348,0 アイセイ薬局　東所沢〒359-0023 （後発調２）第2701号      平成29年 8月 1日
     店 所沢市東所沢和田１－１－８
     04-2951-2080  (04-2945-0250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  710250,349,8 そうごう薬局　小手指〒359-1146 （後発調２）第2473号      平成29年 2月 1日
     店 所沢市小手指南４－１３－７
     04-2936-9261  (04-2936-9262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711250,351,4 ひばり薬局　東町店 〒359-1116 （後発調２）第2663号      平成29年 7月 1日
     所沢市東町２２－６　所沢ＫＭビ
     ル１階
     04-2936-9863  (04-2936-9864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712250,352,2 星薬局　分店 〒359-0021 （後発調２）第2938号      平成30年 2月 1日
     所沢市東所沢１－２－１
     04-2945-5357  (04-2946-1493)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713250,353,0 星薬局 〒359-0021 （後発調２）第2603号      平成29年 4月 1日
     所沢市東所沢１－４－１　ヤマザ
     キビル１階
     04-2944-2800  (04-2944-2800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714250,354,8 くじら薬局 〒359-1125 （後発調２）第2704号      平成29年 7月 1日
     所沢市南住吉２１－１３
     04-2920-1350  (04-2920-1355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715250,359,7 リヒト薬局 〒359-1142 （後発調２）第2881号      平成30年 1月 1日
     所沢市上新井１－２６－１
     04-2921-6000  (04-2921-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716250,360,5 新所沢薬局 〒359-0044 （後発調２）第2777号      平成29年10月 1日
     所沢市松葉町２４－９　拓殖ビル
     １階
     04-2998-2511  (04-2998-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717250,362,1 みなみ薬局 〒359-1141 （後発調２）第2813号      平成29年10月 1日
     所沢市小手指町４－２－５
     04-2949-1037  (04-2949-1566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718260,014,6 福島薬局 〒357-0004 （後発調２）第1717号      平成28年 4月 1日
     飯能市新町６－４
     042-974-2520  (042-972-0233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719260,031,0 東吾野調剤薬局 〒357-0211 （後発調２）第1718号      平成28年 4月 1日
     飯能市平戸２３７－５
     042-978-0107  (042-978-0153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720260,040,1 有限会社　ふれあい薬〒357-0037 （後発調２）第1719号      平成28年 4月 1日
     局 飯能市稲荷町３－１７
     042-972-1323  (042-972-1324)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  721260,042,7 はなまる薬局　飯能店〒357-0025 （後発調２）第2428号      平成29年 1月 1日
     飯能市栄町８－９
     0429-72-1100  (0429-72-1109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722260,049,2 しふり薬局 〒357-0024 （後発調２）第1720号      平成28年 4月 1日
     飯能市緑町４－１１
     042-974-6797  (042-978-5168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723260,052,6 大信薬局　元加治店 〒357-0023 （後発調２）第2637号      平成29年 6月 1日
     飯能市岩沢２７１
     042-978-8550  (042-978-8552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724260,055,9 はらいちば薬局 〒357-0124 （後発調２）第2960号      平成30年 1月 1日
     飯能市原市場５７２－５
     042-970-1515  (042-970-1516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725270,041,7 有限会社　狭山台薬局〒350-1304 （後発調２）第1975号      平成28年 4月 1日
     狭山市狭山台４－３－７
     04-2958-4912  (04-2958-4912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726270,067,2 けやき薬局　新狭山店〒350-1332 （後発調２）第2327号      平成28年11月 1日
     狭山市大字下奥富７３６－１
     04-2969-1103  (04-2969-1104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727270,077,1 りぼん薬局 〒350-1317 （後発調２）第2897号      平成30年 2月 1日
     狭山市水野６８１－１
     04-2950-5770  (04-2950-5773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728270,086,2 ウエルシア　狭山東三〒350-1302 （後発調２）第2742号      平成29年10月 1日
     ツ木薬局 狭山市東三ツ木１９７－１
     042-969-6676  (042-969-6678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729270,087,0 すこやか薬局　狭山店〒350-1305 （後発調２）第1721号      平成28年 4月 1日
     狭山市入間川４－１５－２４
     04-2953-4193  (04-2953-8341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730270,088,8 まごころ薬局 〒350-1305 （後発調２）第1722号      平成28年 4月 1日
     狭山市入間川４－１５－２６　小
     川ビル
     042-900-0808  (042-900-0811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731270,090,4 ウエルシア薬局　狭山〒350-1315 （後発調２）第2976号      平成30年 3月 1日
     北入曽店 狭山市北入曽６８８－１
     042-950-0921  (042-950-0922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  732270,096,1 まんぼう薬局 〒350-1333 （後発調２）第1588号      平成28年 4月 1日
     狭山市上奥富１７４－５
     04-2900-3001  (04-2900-3003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733270,101,9 つつじ野調剤薬局 〒350-1319 （後発調２）第2783号      平成29年11月 1日
     狭山市広瀬３－２－７
     04-2953-9491  (04-2955-1330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734270,103,5 狭山水野薬局 〒350-1317 （後発調２）第2998号      平成30年 3月 1日
     狭山市水野１２３５－１２
     04-2950-5272  (04-2950-5273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735270,109,2 スギ薬局　北入曽店 〒350-1315 （後発調２）第2890号      平成30年 1月 1日
     狭山市北入曽７２０－１　ヤオコ
     ー北入曽店内
     04-2950-5850  (04-2950-5851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736270,111,8 チェリー薬局 〒350-1331 （後発調２）第1926号      平成28年 5月 1日
     狭山市新狭山３丁目１１－６
     04-2900-1193  (04-2900-1185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737270,112,6 まごころ薬局　いりそ〒350-1316 （後発調２）第1723号      平成28年 4月 1日
     店 狭山市南入曽９５２－１
     04-2936-7836  (04-2936-7837)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738270,113,4 スギ薬局　狭山店 〒350-1320 （後発調２）第2573号      平成29年 5月 1日
     狭山市広瀬東二丁目４１番１号　
     ヤオコー狭山店２階
     04-2954-7125  (04-2954-7129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739270,114,2 あおい調剤薬局　新狭〒350-1331 （後発調２）第1724号      平成28年 4月 1日
     山店 狭山市新狭山２－９－２１
     04-2969-7665  (04-2969-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740270,115,9 南山堂薬局　狭山市駅〒350-1305 （後発調２）第2798号      平成29年11月 1日
     前店 狭山市入間川１－３－２　スカイ
     テラス商業施設棟３Ｆ
     04-2946-8271  (04-2946-8272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741270,120,9 まごころ薬局　笹井店〒350-1327 （後発調２）第1725号      平成28年 4月 1日
     狭山市笹井２５７５－５
     04-2969-3557  (04-2969-3558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742270,123,3 イオン薬局　武蔵狭山〒350-1305 （後発調２）第2497号      平成29年 3月 1日
     店 狭山市入間川３－３１－５
     04-2954-2407  (04-2954-2760)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  743270,124,1 あおい調剤薬局　新狭〒350-1331 （後発調２）第1726号      平成28年 4月 1日
     山北店 狭山市新狭山２－２－１
     04-2968-9081  (04-2968-9082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744270,126,6 まごころ薬局　入曽西〒350-1317 （後発調２）第2233号      平成28年 9月 1日
     口店 狭山市水野５４９－３
     04-2937-7677  (04-2937-7666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745270,128,2 あおば薬局　入間川店〒350-1305 （後発調２）第1727号      平成28年 4月 1日
     狭山市入間川１－６－４
     04-2954-6460  (04-2954-6476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746270,130,8 加藤薬局　笹井店 〒350-1327 （後発調２）第1728号      平成28年 4月 1日
     狭山市笹井１－１６－４　
     04-2968-9189  (04-2968-9199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747270,136,5 ひろせ西武薬局 〒350-1320 （後発調２）第1729号      平成28年 4月 1日
     狭山市広瀬東３－１３－１８
     04-2954-2970  (04-2954-2970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748270,137,3 西武薬局 〒350-1305 （後発調２）第1730号      平成28年 4月 1日
     狭山市入間川４－１６－２３プロ
     スピリティー狭山１階
     04-2952-6524  (04-2952-6524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749270,138,1 ケイワ薬局　狭山店 〒350-1308 （後発調２）第1731号      平成28年 4月 1日
     狭山市中央１－１１－１０
     04-2958-4926  (04-2958-2579)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750270,140,7 あおい調剤薬局　入曽〒350-1316 （後発調２）第1732号      平成28年 4月 1日
     店 狭山市南入曽５６５－１０
     04-2999-5115  (04-2999-5116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751270,141,5 ヴェルペンみずの薬局〒350-1317 （後発調２）第2371号      平成28年12月 1日
     狭山市水野４４２－７６　
     04-2999-5505  (04-2999-5506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752270,142,3 入間川薬局 〒350-1305 （後発調２）第2238号      平成28年 9月 1日
     狭山市入間川３－２－２３
     04-2969-1954  (04-2969-1955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753270,143,1 大信薬局　狭山店 〒350-1306 （後発調２）第2873号      平成30年 1月 1日
     狭山市富士見１－１９－１９　２
     階
     04-2941-4781  (04-2941-4784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  754270,177,9 太田薬局 〒350-1315 （後発調２）第1734号      平成28年 4月 1日
     狭山市北入曽４９０－４
     04-2957-0593  (04-2937-4048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755280,034,0 薬局アポック　入間店〒358-0003 （後発調２）第2452号      平成29年 2月 1日
     入間市豊岡１－５－２３オデッセ
     イビル１階
     04-2960-1620  (04-2960-1621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756280,048,0 あすなろ薬局 〒358-0002 （後発調２）第1735号      平成28年 4月 1日
     入間市東町７丁目１３－１６
     04-2960-1193  (04-2960-1196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757280,051,4 有限会社　イデ薬局 〒358-0008 （後発調２）第1919号      平成28年 5月 1日
     入間市河原町５－１４
     04-2960-3211  (04-2960-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758280,052,2 あおい調剤薬局　入間〒358-0002 （後発調２）第1943号      平成28年 5月 1日
     東町店 入間市東町１－１２－１２
     04-2960-6693  (04-2960-6692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759280,054,8 ポプラ薬局 〒358-0003 （後発調２）第2620号      平成29年 6月 1日
     入間市豊岡１－５－２５
     04-2901-1300  (04-2901-1301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760280,058,9 ファーコス薬局　入間〒358-0054 （後発調２）第2919号      平成30年 2月 1日
     入間市野田４３５－１
     04-2932-8121  (04-2932-2041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761280,059,7 クオール薬局　入間店〒358-0007 （後発調２）第2261号      平成28年10月 1日
     入間市黒須１３７１－８
     04-2960-3222  (04-2960-3225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762280,065,4 イオン薬局　入間店 〒358-0013 （後発調２）第2726号      平成29年 9月 1日
     入間市上藤沢４６２－１イオン入
     間店１Ｆ
     042-901-4526  (042-901-4598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763280,066,2 スギ薬局　入間駅前店〒358-0003 （後発調２）第1736号      平成28年 4月 1日
     入間市豊岡１丁目４番１０号
     04-2901-7005  (04-2966-6760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764280,067,0 あじさい薬局 〒358-0023 （後発調２）第1964号      平成28年 5月 1日
     入間市扇台３－５－１７
     04-2962-1440  (04-2962-1440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  765280,068,8 むつみ薬局　入間店 〒358-0013 （後発調２）第1737号      平成28年 4月 1日
     入間市大字上藤沢３７８－１１
     04-2901-4100  (04-2901-4122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766280,073,8 くすり箱薬局 〒358-0003 （後発調２）第1738号      平成28年 4月 1日
     入間市豊岡５－１－９　セントラ
     ル入間１Ｆ
     04-2966-2095  (04-2935-7882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767280,074,6 エース薬局　上藤沢店〒358-0013 （後発調２）第1739号      平成28年 4月 1日
     入間市上藤沢４５８
     04-2901-7081  (04-2901-7082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768280,077,9 トーア薬局　入間店 〒358-0014 （後発調２）第1740号      平成28年 4月 1日
     入間市宮寺３０６１番地１
     04-2934-6020  (04-2934-6040)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769280,078,7 ウエルシア薬局　入間〒358-0012 （後発調２）第2902号      平成30年 2月 1日
     武蔵藤沢店 入間市東藤沢３－４－５　
     04-2901-0666  (04-2901-0667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770280,079,5 ウエルシア薬局　入間〒358-0023 （後発調２）第2866号      平成30年 1月 1日
     扇台店 入間市扇台２－５－３５　
     04-2901-0005  (04-2901-0006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771280,081,1 とよおか調剤薬局 〒358-0003 （後発調２）第2031号      平成28年 6月 1日
     入間市豊岡１－９－１
     04-2968-5001  (04-2968-5016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772280,082,9 武蔵藤沢薬局 〒358-0012 （後発調２）第1741号      平成28年 4月 1日
     入間市東藤沢３－１９－２３
     04-2935-4762  (04-2935-4763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773280,085,2 お茶の花薬局 〒358-0054 （後発調２）第1742号      平成28年 4月 1日
     入間市野田９３５－１
     04-2937-5480  (04-2937-5712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774280,086,0 ウエルシア薬局　入間〒358-0006 （後発調２）第2650号      平成29年 7月 1日
     春日町店 入間市春日町２－２－７
     04-2901-7320  (04-2901-7321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775280,087,8 しらゆり薬局　下藤沢〒358-0011 （後発調２）第1743号      平成28年 4月 1日
     店 入間市下藤沢３５１番地１
     04-2960-1888  (04-2960-1889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  776280,089,4 ヴェルペン上藤沢薬局〒358-0013 （後発調２）第2171号      平成28年 8月 1日
     入間市上藤沢１８－２
     04-2960-5001  (04-2960-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777280,091,0 ふじみ薬局　おうぎ台〒358-0024 （後発調２）第2536号      平成29年 4月 1日
     店 入間市久保稲荷４－２２－３０
     04-2901-7300  (04-2901-7301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778280,092,8 ドラッグセイムス　入〒358-0008 （後発調２）第2845号      平成29年12月 1日
     間ペペ薬局 入間市河原町２－１
     04-2960-4550  (04-2960-4555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779280,093,6 アルファ薬局 〒358-0011 （後発調２）第2705号      平成29年 7月 1日
     入間市下藤沢８６７－４
     04-2901-7288  (04-2901-7287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780290,014,0 あおい調剤薬局　株式〒354-0024 （後発調２）第2014号      平成28年 6月 1日
     会社　富士見店 富士見市鶴瀬東２－６－３５
     049-252-9070  (049-252-9078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781290,026,4 信和薬局 〒354-0024 （後発調２）第2934号      平成30年 2月 1日
     富士見市鶴瀬東２－１７－２９
     049-254-5430  (049-254-5430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782290,050,4 ユニコ薬局　ふじみ野〒354-0035 （後発調２）第1744号      平成28年 4月 1日
     店 富士見市ふじみ野西１－２１－４
     斉藤ビルⅡ　２Ｆ
     049-267-7773  (049-267-7774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783290,054,6 あおい薬局　鶴瀬関沢〒354-0025 （後発調２）第1745号      平成28年 4月 1日
     店 富士見市関沢２－２５－５３
     049-268-7411  (049-268-7412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784290,055,3 龍生堂薬局　ふじみ野〒354-0035 （後発調２）第2885号      平成30年 1月 1日
     店 富士見市ふじみ野西１－２０－２
     第７マツモトビル１０１
     049-278-7635  (049-278-7633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785290,056,1 あおい調剤薬局　みず〒354-0015 （後発調２）第1746号      平成28年 4月 1日
     ほ台店 富士見市東みずほ台２－２－７
     049-254-9301  (049-254-9322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786290,059,5 イイズカ調剤薬局 〒354-0035 （後発調２）第3029号      平成30年 3月 1日
     富士見市ふじみ野西１－２５－１
     049-263-3995  (049-263-4621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  787290,060,3 みなみ薬局 〒354-0036 （後発調２）第2128号      平成28年 8月 1日
     富士見市ふじみ野東４－７－８　
     ＶＩＡＬＥ　１０１
     049-266-8621  (049-266-8621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788290,063,7 スマイル薬局 〒354-0026 （後発調２）第2455号      平成29年 2月 1日
     富士見市鶴瀬西２－４－１４
     049-253-2081  (049-253-2081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789290,069,4 創健薬局　東みずほ台〒354-0015 （後発調２）第2661号      平成29年 7月 1日
     店 富士見市東みずほ台３－２４－２
     ２
     049-255-8368  (049-255-8368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790290,071,0 よつば薬局 〒354-0021 （後発調２）第1945号      平成28年 5月 1日
     富士見市鶴馬２６０５－１０　え
     り美ビル１Ｆ
     049-293-2753  (049-293-2754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791290,073,6 日本調剤ふじみ野薬局〒354-0035 （後発調２）第1747号      平成28年 4月 1日
     富士見市ふじみ野西１－１－１　
     アイムプラザ３階
     049-256-5690  (049-256-5691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792290,075,1 とんぼ薬局　みずほ台〒354-0004 （後発調２）第1748号      平成28年 4月 1日
     店 富士見市下南畑３６６０－４
     049-251-6048  (049-256-7100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793290,076,9 パル薬局　恵愛病院前〒354-0017 （後発調２）第2537号      平成29年 4月 1日
     店 富士見市針ケ谷１８４－１
     049-293-2238  (049-293-2238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794290,077,7 まい薬局　富士見店 〒354-0021 （後発調２）第2617号      平成29年 6月 1日
     富士見市鶴馬１９３１－３
     049-268-3245  (049-268-3246)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795290,079,3 ゆみ薬局　富士見店 〒354-0021 （後発調２）第2225号      平成28年 9月 1日
     富士見市鶴馬１９３１－１
     049-254-0500  (049-254-0200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796290,082,7 オレンジ薬局 〒354-0036 （後発調２）第2333号      平成28年12月 1日
     富士見市ふじみ野東１－１６－４
     　ベラヴィスタ１０２
     049-267-7655  (049-267-7655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  797290,086,8 まい薬局　未来堂 〒354-0021 （後発調２）第2391号      平成29年 1月 1日
     富士見市鶴馬２６１２－１３　グ
     ランドゥール１階
     049-254-0700  (049-254-0710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798290,087,6 そうごう薬局　ららぽ〒354-0022 （後発調２）第1749号      平成28年 4月 1日
     ーと富士見店 富士見市山室１－１３１３　らら
     ぽーと富士見１階
     049-257-5901  (049-257-5902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799290,091,8 パル薬局中央公園店 〒354-0015 （後発調２）第2988号      平成30年 3月 1日
     富士見市東みずほ台２－１６－１
     ０
     049-255-0220  (049-255-0220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800290,096,7 フレンズ薬局 〒354-0015 （後発調２）第2740号      平成29年10月 1日
     富士見市東みずほ台１－３－１４
     　高野ビル１０２号
     049-252-4193  (049-252-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801290,099,1 ウエルシア薬局　富士〒354-0032 （後発調２）第2857号      平成29年10月18日
     見渡戸店 富士見市渡戸１丁目１２番１９号
     049-275-8313  (049-275-8314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802290,100,7 つばさ薬局 〒354-0021 （後発調２）第2895号      平成29年12月 1日
     富士見市鶴馬２６０９－１６　Ｌ
     ．Ｒａｄｉｃｅ１階
     049-293-9744  (049-293-9745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803300,042,9 清見薬局 〒356-0002 （後発調２）第2544号      平成29年 4月 1日
     ふじみ野市清見１丁目２－１３
     049-264-9993  (049-264-9994)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804300,043,7 サンドラッグ上福岡大〒356-0003 （後発調２）第2730号      平成29年 9月 1日
     原薬局 ふじみ野市大原１－１－１５
     049-263-0223  (049-263-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805300,051,0 おおいカイエー薬局 〒356-0055 （後発調２）第1751号      平成28年 4月 1日
     ふじみ野市旭１－１８－３２
     049-266-3873  (049-266-3848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806300,053,6 ウエルシア薬局　大井〒356-0058 （後発調２）第1989号      平成28年 6月 1日
     町中央店 ふじみ野市大井中央１－１６－１
     049-278-2731  (049-278-2732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  807300,054,4 ミルク薬局 〒356-0051 （後発調２）第2741号      平成29年10月 1日
     ふじみ野市亀久保１－１－１６　
     ウエストビル１０５
     049-278-6623  (049-278-6624)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808300,058,5 薬局アポック　上福岡〒356-0006 （後発調２）第2453号      平成29年 2月 1日
     西口店 ふじみ野市霞ケ丘１－２－２７－
     １０１
     049-256-5280  (049-256-5281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809300,059,3 カイエー薬局 〒356-0004 （後発調２）第2266号      平成28年10月 1日
     ふじみ野市上福岡１－９－２８
     049-269-1039  (049-269-1043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810300,063,5 こま薬局 〒356-0038 （後発調２）第1752号      平成28年 4月 1日
     ふじみ野市駒林元町１－９－１９
     049-293-1135  (049-293-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811300,065,0 あおぞら薬局 〒356-0058 （後発調２）第2548号      平成29年 4月 1日
     ふじみ野市大井中央４－１４－２
     ６
     049-237-7220  (049-237-7221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812300,067,6 スギ薬局　駒林店 〒356-0038 （後発調２）第2572号      平成29年 5月 1日
     ふじみ野市駒林元町３－８－２０
     049-256-6401  (049-263-1714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813300,069,2 うれし野薬局 〒356-0056 （後発調２）第1941号      平成28年 5月 1日
     ふじみ野市うれし野１－５－２３
     －１Ｂ
     049-237-7320  (049-237-7321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814300,073,4 アーク薬局 〒356-0050 （後発調２）第2595号      平成29年 5月 1日
     ふじみ野市ふじみ野４－８－１１
     049-293-9153  (049-293-9154)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815300,074,2 ファーコス薬局　ふじ〒356-0057 （後発調２）第1753号      平成28年 4月 1日
     み野 ふじみ野市市沢２－８－１７
     049-261-1915  (049-261-1915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816300,076,7 アイリス調剤薬局　ふ〒356-0051 （後発調２）第2963号      平成30年 3月 1日
     じみ野店 ふじみ野市亀久保１８１１－６
     049-265-3934  (049-265-3935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817300,079,1 イオン薬局　大井店 〒356-0050 （後発調２）第2397号      平成29年 1月 1日
     ふじみ野市ふじみ野１－２－１
     049-210-9310  (049-210-9311)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  818300,083,3 ドラッグセイムス　ふ〒356-0053 （後発調２）第2846号      平成29年12月 1日
     じみ野薬局 ふじみ野市大井２－７－９
     049-256-5291  (049-256-6386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819300,084,1 すみれ薬局　上福岡 〒356-0003 （後発調２）第2535号      平成29年 4月 1日
     ふじみ野市大原２－１－１７
     049-293-9070  (049-293-9072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820300,088,2 さくら薬局 〒356-0002 （後発調２）第1961号      平成28年 5月 1日
     ふじみ野市清見３－１－６
     049-263-0095  (049-263-0095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821300,089,0 ふじみ野薬局 〒356-0003 （後発調２）第1754号      平成28年 4月 1日
     ふじみ野市大原１－１－１４
     049-278-1080  (049-278-1081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822300,090,8 ピース薬局 〒356-0038 （後発調２）第2060号      平成28年 7月 1日
     ふじみ野市駒林元町３－２－１
     049-203-1150  (049-203-1151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823300,091,6 ファーマみらいふじみ〒356-0057 （後発調２）第2926号      平成30年 2月 1日
     野薬局 ふじみ野市市沢１－１０－７
     049-293-3277  (049-293-3278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824300,093,2 アイセイ薬局　ふじみ〒356-0050 （後発調２）第2917号      平成30年 2月 1日
     野店 ふじみ野市ふじみ野３－９－１２
     049-256-8222  (049-267-1660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825300,095,7 菜の花薬局 〒356-0005 （後発調２）第2706号      平成29年 7月 1日
     ふじみ野市西１－４－９
     049-267-7666  (049-267-7667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826310,034,4 有限会社　山口薬局 〒360-0815 （後発調２）第1755号      平成28年 4月 1日
     熊谷市本石１－１４４
     048-522-1469  (048-522-6615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827310,079,9 トミオカ薬局　箱田店〒360-0015 （後発調２）第2224号      平成28年 9月 1日
     熊谷市中央３－１
     048-526-1377  (048-526-2744)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828310,124,3 ふれあい薬局 〒360-0816 （後発調２）第2882号      平成30年 1月 1日
     熊谷市石原５７６－３
     048-529-0377  (048-529-0388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829310,128,4 薬局マツモトキヨシ　〒360-0037 （後発調２）第2698号      平成29年 8月 1日
     熊谷駅ビル店 熊谷市筑波２－１１５
     048-522-4551  (048-522-4551)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  830310,136,7 薬局アポック　熊谷宮〒360-0045 （後発調２）第2282号      平成28年10月 1日
     前店 熊谷市宮前町１丁目１３９番地
     048-528-7571  (048-528-7572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831310,139,1 かりん薬局 〒360-0856 （後発調２）第2675号      平成29年 8月 1日
     熊谷市別府５丁目５３番地
     048-531-2771  (048-531-2771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832310,143,3 サクラギ薬局 〒360-0036 （後発調２）第2555号      平成29年 4月 1日
     熊谷市桜木町１丁目７６番地
     048-523-0712  (048-523-0712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833310,145,8 すえひろ薬局 〒360-0031 （後発調２）第2940号      平成30年 2月 1日
     熊谷市末広３－１２－１９
     048-522-9393  (048-522-9391)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834310,147,4 なつめ薬局 〒360-0013 （後発調２）第2321号      平成28年11月 1日
     熊谷市中西４丁目６－１
     048-529-7777  (048-529-7778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835310,148,2 飛鳥薬局　熊谷店 〒360-0012 （後発調２）第1756号      平成28年 4月 1日
     熊谷市上之７４９－１
     048-529-3141  (048-529-3140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836310,152,4 ウエルシア薬局　熊谷〒360-0826 （後発調２）第2065号      平成28年 7月 1日
     赤城店 熊谷市赤城町３－１－３５
     048-529-7330  (048-529-7318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837310,156,5 有限会社　田口薬局 〒360-0201 （後発調２）第2007号      平成28年 6月 1日
     熊谷市妻沼１７２０－２０
     048-588-0250  (048-588-0250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838310,162,3 いるか薬局 〒360-0014 （後発調２）第1757号      平成28年 4月 1日
     熊谷市箱田１－１２－２
     048-529-0502  (048-529-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839310,167,2 たまい薬局 〒360-0853 （後発調２）第2898号      平成30年 2月 1日
     熊谷市玉井３１４－７
     048-530-5050  (048-530-5051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840310,174,8 きらり薬局　上之店 〒360-0012 （後発調２）第1758号      平成28年 4月 1日
     熊谷市上之５３３－３
     048-579-7552  (048-579-7553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841310,177,1 いるか薬局　肥塚店 〒360-0015 （後発調２）第2915号      平成30年 2月 1日
     熊谷市肥塚１３８０－１７
     048-580-3310  (048-580-3310)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  842310,179,7 ウエルシア薬局　熊谷〒360-0023 （後発調２）第2819号      平成29年12月 1日
     佐谷田店 熊谷市佐谷田２４０２－１
     048-525-8251  (048-525-8255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843310,181,3 寺田薬局　太井店 〒360-0025 （後発調２）第2564号      平成29年 5月 1日
     熊谷市太井１６８４－１
     048-580-5250  (048-580-5251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844310,186,2 稲垣薬局　熊谷店 〒360-0816 （後発調２）第2667号      平成29年 7月 1日
     熊谷市石原３丁目２２７番
     048-501-1838  (048-501-1839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845310,191,2 原田薬局 〒360-0044 （後発調２）第2070号      平成28年 7月 1日
     熊谷市弥生１－６３－６　廣瀬ビ
     ル１Ｆ
     0485-98-4112  (0485-98-4113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846310,192,0 株式会社　熊谷市薬剤〒360-0013 （後発調２）第2710号      平成29年 9月 1日
     師会　会営薬局中西店熊谷市中西２－８－１
     048-520-5280  (048-520-5281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847310,194,6 株式会社　熊谷市薬剤〒360-0816 （後発調２）第1759号      平成28年 4月 1日
     師会　会営薬局石原店熊谷市石原３－２３１
     048-529-1275  (048-529-1276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848310,195,3 株式会社　熊谷市薬剤〒360-0105 （後発調２）第2702号      平成29年 9月 1日
     師会　会営薬局江南店熊谷市板井１６９０－６
     048-539-4355  (048-539-4356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849310,196,1 アイン薬局　つくば店〒360-0043 （後発調２）第1928号      平成28年 5月 1日
     熊谷市星川２丁目４５番
     048-526-1593  (048-526-3793)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850310,204,3 いきいき薬局 〒360-0203 （後発調２）第2185号      平成28年 8月 1日
     熊谷市弥藤吾字下宿１７９－４　
     048-567-0200  (048-597-0201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851310,209,2 クオール薬局　熊谷店〒360-0013 （後発調２）第1760号      平成28年 4月 1日
     熊谷市中西４－６－５
     048-528-0189  (048-528-0151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852310,211,8 みやび薬局 〒360-0854 （後発調２）第1761号      平成28年 4月 1日
     熊谷市玉井南１－１－２
     048-598-8620  (048-598-8627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  853310,213,4 鈴木薬局　熊谷店 〒360-0023 （後発調２）第1762号      平成28年 4月 1日
     熊谷市佐谷田３８１０－２
     048-577-6175  (048-577-6176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854310,214,2 アイン薬局　熊谷店 〒360-0012 （後発調２）第1763号      平成28年 4月 1日
     熊谷市上之３８５１－５
     048-520-3838  (048-520-3839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855310,216,7 スギ薬局　熊谷箱田店〒360-0014 （後発調２）第2906号      平成30年 2月 1日
     熊谷市箱田１丁目１４番１号　ヤ
     オコー熊谷箱田店２階
     048-501-8461  (048-501-8466)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856310,219,1 アステル薬局　大麻生〒360-0837 （後発調２）第2509号      平成29年 3月 1日
     店 熊谷市川原明戸８５９－１７
     048-530-0099  (048-530-0098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857310,220,9 すずらん薬局 〒360-0018 （後発調２）第2961号      平成30年 3月 1日
     熊谷市中央１－１４１
     048-520-2727  (048-520-2728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858320,006,0 有限会社　島本薬局 〒355-0221 （後発調２）第2145号      平成28年 8月 1日
     比企郡嵐山町菅谷４５１
     0493-62-5511  (0493-62-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859320,037,5 有限会社　サカエ薬局〒355-0214 （後発調２）第1764号      平成28年 4月 1日
     比企郡嵐山町大字志賀１９２－６
     ３
     0493-62-8534  (0493-62-8550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860320,045,8 ひばり薬局　滑川店 〒355-0811 （後発調２）第2883号      平成30年 1月 1日
     比企郡滑川町羽尾１０９４－６
     0493-56-5535  (0493-56-5536)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861320,059,9 わかくさ薬局 〒350-0164 （後発調２）第2004号      平成28年 6月 1日
     比企郡川島町吹塚９９６－５
     049-299-3399  (049-299-3398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862320,061,5 あさひ調剤薬局　小川〒355-0321 （後発調２）第3028号      平成30年 3月 1日
     店 比企郡小川町小川１５２０
     0493-72-4193  (0493-72-6577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863320,068,0 吉見薬局 〒355-0153 （後発調２）第1765号      平成28年 4月 1日
     比企郡吉見町久米田６１８－１
     0493-54-8181  (0493-54-8196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  864320,071,4 あずさ薬局 〒355-0321 （後発調２）第2532号      平成29年 4月 1日
     比企郡小川町小川４６８－１
     0493-71-6522  (0493-71-6533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865320,072,2 有限会社　玉川薬局 〒355-0343 （後発調２）第2130号      平成28年 8月 1日
     比企郡ときがわ町五明１２６５－
     ７
     0493-65-5016  (0493-65-5016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866320,073,0 ミドリ薬局　鳩山店 〒350-0313 （後発調２）第2736号      平成29年 9月 1日
     比企郡鳩山町松ケ丘３－６－８
     049-296-2717  (049-296-2717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867320,077,1 ウエルシア薬局　川島〒350-0152 （後発調２）第2249号      平成28年10月 1日
     上伊草店 比企郡川島町上伊草１６１２
     049-297-6041  (049-297-8748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868320,078,9 鳩山薬局 〒350-0314 （後発調２）第2687号      平成29年 8月 1日
     比企郡鳩山町楓ケ丘４－１７－９
     049-298-2660  (049-298-2650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869320,081,3 早川薬局 〒355-0328 （後発調２）第2657号      平成29年 7月 1日
     比企郡小川町大塚２２７－４
     0493-74-2426  (0493-72-0107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870320,082,1 けやき薬局 〒355-0328 （後発調２）第1984号      平成28年 6月 1日
     比企郡小川町大塚１１８２
     0493-72-7828  (0493-74-1224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871320,085,4 そうごう薬局　ときが〒355-0355 （後発調２）第2027号      平成28年 6月 1日
     わ店 比企郡ときがわ町馬場４９－６
     0493-66-0651  (0493-65-2612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872320,087,0 おがわまち薬局 〒355-0328 （後発調２）第2196号      平成28年 8月 1日
     比企郡小川町大字大塚３２－８
     0493-72-2088  (0493-72-2086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873320,093,8 ウエルシア薬局　小川〒355-0321 （後発調２）第2293号      平成28年11月 1日
     町２号店 比企郡小川町小川１２２７
     0493-71-1216  (0493-71-1208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874320,094,6 セキ薬局　つきのわ店〒355-0815 （後発調２）第2380号      平成28年12月 1日
     比企郡滑川町月の輪５－２７－１
     0493-61-0310  (0493-61-0310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  875320,096,1 らんざん薬局 〒355-0212 （後発調２）第1767号      平成28年 4月 1日
     比企郡嵐山町太郎丸１３４
     049-381-4197  (049-381-4198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876320,102,7 東小川薬局 〒355-0322 （後発調２）第2739号      平成29年 9月 1日
     比企郡小川町東小川３－９－３
     0493-74-6646  (0493-74-6646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877320,103,5 ウエルシア薬局　小川〒355-0321 （後発調２）第2970号      平成30年 3月 1日
     町店 比企郡小川町小川４３６－１
     0493-71-1230  (0493-71-1231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878320,104,3 ウエルシア薬局　とき〒355-0342 （後発調２）第2569号      平成29年 5月 1日
     がわ玉川店 比企郡ときがわ町玉川１１６５－
     １
     0493-65-5210  (0493-65-5211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879320,105,0 そよ風薬局　川島店 〒350-0158 （後発調２）第2566号      平成29年 3月 1日
     比企郡川島町伊草９７－６
     049-298-8095  (049-298-8096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880320,106,8 えびす堂薬局 〒355-0328 （後発調２）第2641号      平成29年 5月 1日
     比企郡小川町大塚９６－３
     0493-81-7620  (0493-81-7621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881330,017,5 有限会社　東松山薬局〒355-0073 （後発調２）第1769号      平成28年 4月 1日
     東松山市大字上野本１２９－３
     0493-24-3226  (0493-24-3226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882330,047,2 エース薬局　箭弓町店〒355-0028 （後発調２）第2486号      平成29年 2月 1日
     東松山市箭弓町２－８－２８
     0493-22-8069  (0493-22-8569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883330,052,2 薬樹薬局　東松山 〒355-0015 （後発調２）第1632号      平成28年 4月 1日
     東松山市本町２－２－２１
     0493-23-7007  (0493-23-7053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884330,053,0 薬樹薬局　東平 〒355-0002 （後発調２）第2913号      平成30年 2月 1日
     東松山市東平１７５１－４４
     0493-39-3350  (0493-39-4750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885330,054,8 薬樹薬局　松山本町 〒355-0015 （後発調２）第1633号      平成28年 4月 1日
     東松山市本町２－３－１１
     0493-24-5910  (0493-24-5928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  886330,061,3 つばさ薬局 〒355-0062 （後発調２）第1771号      平成28年 4月 1日
     東松山市西本宿１８５７
     0493-31-1701  (0493-31-1702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887330,070,4 わかくさ薬局　御茶山〒355-0022 （後発調２）第2521号      平成29年 4月 1日
     店 東松山市御茶山町１４－１８
     0493-21-3773  (0493-21-3774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888330,071,2 みずほ薬局 〒355-0062 （後発調２）第2523号      平成29年 4月 1日
     東松山市西本宿１９７９－４
     0493-34-5117  (0493-34-5117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889330,073,8 ファミリー薬局　東松〒355-0017 （後発調２）第2023号      平成28年 6月 1日
     山店 東松山市松葉町４－８－４
     0493-21-5877  (0493-23-6288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890330,074,6 ウエルシア薬局　東松〒355-0024 （後発調２）第2529号      平成29年 4月 1日
     山六軒町店 東松山市六軒町１８－８
     0493-21-1457  (0493-21-1458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891330,076,1 ウエルシア薬局　東松〒355-0019 （後発調２）第2157号      平成28年 8月 1日
     山砂田店 東松山市砂田町１－５
     0493-27-1701  (0493-27-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892330,079,5 ユニコ薬局　高坂店 〒355-0055 （後発調２）第2001号      平成28年 6月 1日
     東松山市松風台９－１
     0493-31-0102  (0493-31-0124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893330,081,1 ふたば薬局　新郷店 〒355-0071 （後発調２）第2331号      平成28年12月 1日
     東松山市新郷１７３－６
     0493-21-5520  (0493-21-5521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894330,082,9 とまと薬局 〒355-0028 （後発調２）第2443号      平成29年 2月 1日
     東松山市箭弓町２－２－２０江野
     ビル１階
     0493-21-7677  (0493-21-7678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895330,084,5 ゆかり薬局 〒355-0008 （後発調２）第1772号      平成28年 4月 1日
     東松山市大谷４０９２－５
     0493-39-5651  (0493-39-5652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896330,090,2 ひばり薬局　石橋店 〒355-0072 （後発調２）第1950号      平成28年 5月 1日
     東松山市石橋１８１６－２
     0493-24-0020  (0493-24-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  897330,092,8 あおい調剤薬局　東松〒355-0005 （後発調２）第2015号      平成28年 6月 1日
     山店 東松山市松山１８２８－６
     0493-59-9975  (0493-59-9976)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898330,093,6 さくら薬局　東松山店〒355-0005 （後発調２）第2769号      平成29年10月 1日
     東松山市松山１８２９－４
     0493-59-8431  (0493-59-8461)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899330,094,4 薬樹薬局　松山材木町〒355-0016 （後発調２）第1635号      平成28年 4月 1日
     東松山市材木町１６－１１
     0493-21-5156  (0493-21-5157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900330,099,3 中川薬局　東松山店 〒355-0031 （後発調２）第1773号      平成28年 4月 1日
     東松山市五領町２－１０
     0493-81-6491  (0493-81-6492)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901330,100,9 ウエルシア薬局　東松〒355-0048 （後発調２）第2156号      平成28年 8月 1日
     山ライフガーデン店 東松山市あずま町４－８－３
     0493-31-1115  (0493-31-1116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902330,101,7 ぐりむ薬局 〒355-0017 （後発調２）第1774号      平成28年 4月 1日
     東松山市松葉町１－１－３９
     0493-23-6699  (0493-23-6833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903330,102,5 かみぬま調剤薬局 〒355-0012 （後発調２）第1775号      平成28年 4月 1日
     東松山市日吉町１２－３２
     0493-53-4666  (0493-53-4667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904330,103,3 オレンジ薬局　東平店〒355-0002 （後発調２）第1776号      平成28年 4月 1日
     東松山市東平９３２－３
     0493-81-6207  (0493-81-6208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905330,108,2 のもと薬局 〒355-0036 （後発調２）第2814号      平成29年10月 1日
     東松山市下野本１５００－２
     0493-27-0311  (0493-27-0312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906330,109,0 オレンジ薬局　材木町〒355-0016 （後発調２）第3010号      平成30年 3月 1日
     店 東松山市材木町２－２９
     0493-81-7777  (0493-81-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907360,016,0 しらさぎ薬局 〒349-1155 （後発調２）第2767号      平成29年10月 1日
     加須市砂原２８３－１
     0480-72-8193  (0480-72-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908370,002,8 有限会社　土橋薬局 〒361-0022 （後発調２）第2246号      平成28年10月 1日
     行田市桜町２－２５－１３
     048-556-2226  (048-554-1228)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  909370,027,5 パルシィー薬局　行田〒361-0023 （後発調２）第2642号      平成29年 7月 1日
     長野店 行田市長野２－２９－３８
     048-556-4193  (048-556-1149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910370,032,5 トーア薬局 〒361-0023 （後発調２）第1777号      平成28年 4月 1日
     行田市長野天沼１２６３－７
     048-556-1402  (048-555-3834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911370,036,6 ミキ薬局　埼玉行田店〒361-0032 （後発調２）第1778号      平成28年 4月 1日
     行田市佐間１－２７－３
     048-555-3191  (048-555-3291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912370,040,8 薬樹薬局　もちだ 〒361-0056 （後発調２）第1933号      平成28年 5月 1日
     行田市持田３－４－１１
     048-555-3762  (048-555-3760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913370,051,5 ポプリ薬局 〒361-0057 （後発調２）第1780号      平成28年 4月 1日
     行田市城西１－６－９
     048-556-7752  (050-12147446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914370,056,4 薬局アポック　行田店〒361-0021 （後発調２）第2758号      平成29年10月 1日
     行田市富士見町２－１７－１
     048-564-1200  (048-564-1201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915370,060,6 薬局マツモトキヨシ　〒361-0023 （後発調２）第2101号      平成28年 7月 1日
     行田長野店 行田市長野１－４９－２４
     048-553-1311  (048-553-1311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916370,064,8 ウエルシア薬局行田谷〒361-0062 （後発調２）第2781号      平成29年11月 1日
     郷店 行田市谷郷２－１０５０－１
     048-555-1145  (048-555-1146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917370,066,3 ウエルシア薬局　行田〒361-0056 （後発調２）第2446号      平成29年 2月 1日
     持田店 行田市持田１－１０－１５
     048-556-3425  (048-556-3483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918370,067,1 ファーコス薬局　行田〒361-0032 （後発調２）第1781号      平成28年 4月 1日
     行田市佐間２－１６－３６
     048-550-1007  (048-553-1009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919370,068,9 三平薬局　行田店 〒361-0025 （後発調２）第2006号      平成28年 6月 1日
     行田市埼玉４６７３－５
     048-577-3402  (048-577-3403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920370,069,7 アイン薬局　行田店 〒361-0056 （後発調２）第2178号      平成28年 8月 1日
     行田市持田３９３－４
     048-553-0354  (048-556-6642)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  921370,070,5 アイン薬局　行田新店〒361-0056 （後発調２）第2114号      平成28年 7月 1日
     行田市持田４２１－１
     048-564-6140  (048-564-6145)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922370,072,1 行田駅前薬局 〒361-0046 （後発調２）第2297号      平成28年 9月 1日
     行田市壱里山町１８－６
     048-553-7476  (048-553-7476)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923370,073,9 スギ薬局　行田門井店〒361-0044 （後発調２）第2853号      平成29年12月 1日
     行田市門井町２－３－１５
     048-594-8156  (048-594-8157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924380,031,5 飛鳥薬局 〒347-0066 （後発調２）第1904号      平成28年 4月 1日
     加須市本町２－３０
     0480-62-1102  (0480-62-1103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925380,036,4 飛鳥薬局　愛宕店 〒347-0057 （後発調２）第1967号      平成28年 5月 1日
     加須市愛宕１－９－５
     0480-62-7522  (0480-62-7512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926380,047,1 あすなろ薬局 〒347-0032 （後発調２）第2024号      平成28年 6月 1日
     加須市花崎１－２８－４
     0480-66-0810  (0480-66-0885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927380,048,9 ファーコス薬局　みの〒347-0015 （後発調２）第2314号      平成28年11月 1日
     り 加須市南大桑１４９５－４
     0480-65-0417  (0480-65-0481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928380,051,3 モリ薬局 〒347-0056 （後発調２）第1782号      平成28年 4月 1日
     加須市土手２－１５－７４
     0480-63-2101  (0480-63-2102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929380,054,7 はなさき薬局 〒347-0016 （後発調２）第2172号      平成28年 8月 1日
     加須市花崎北１丁目１６－１３
     0480-53-9490  (0480-53-9492)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930380,056,2 カワチ薬局　加須店 〒347-0033 （後発調２）第2664号      平成29年 7月 1日
     加須市下高柳１－３
     0480-67-3221  (0480-67-3222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931380,058,8 飛鳥薬局　富士見町店〒347-0045 （後発調２）第1783号      平成28年 4月 1日
     加須市富士見町１４－２１　
     0480-63-3050  (0480-63-3051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932380,061,2 株式会社　飛鳥薬局　〒347-0042 （後発調２）第2100号      平成28年 7月 1日
     志多見店 加須市志多見４３６－５　
     0480-64-1005  (0480-64-1006)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  933380,062,0 株式会社　飛鳥薬局　〒347-0058 （後発調２）第1784号      平成28年 4月 1日
     不動ヶ丘店 加須市岡古井１０７－２
     0480-63-0002  (0480-63-0100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934380,066,1 いきいき薬局加須店 〒347-0028 （後発調２）第2262号      平成28年10月 1日
     加須市南小浜６３１－１１
     0480-48-7931  (0480-48-7932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935380,068,7 きりん薬局加須店 〒347-0011 （後発調２）第2959号      平成30年 2月 1日
     加須市北小浜４０４－１
     048-053-9960  (048-053-9961)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936390,025,5 ひかり薬局 〒348-0047 （後発調２）第2525号      平成29年 4月 1日
     羽生市下新郷１０５４－２
     048-560-3309  (048-560-3311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937390,038,8 ひまわり薬局 〒348-0065 （後発調２）第2522号      平成29年 4月 1日
     羽生市大字藤井下組１４７－４
     048-565-5526  (048-565-5527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938390,040,4 クオール薬局　羽生東〒348-0064 （後発調２）第1924号      平成28年 5月 1日
     店 羽生市藤井上組８７４－３
     048-560-3470  (048-560-3471)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939390,049,5 飛鳥薬局　羽生店 〒348-0052 （後発調２）第2833号      平成29年12月 1日
     羽生市東５－１７－２７　ＡＳＵ
     ＫＡビル１階
     048-560-4025  (048-560-4026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940390,052,9 飛鳥薬局　上新郷店 〒348-0041 （後発調２）第1786号      平成28年 4月 1日
     羽生市上新郷５９３８－２
     048-560-0606  (048-560-0607)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941390,055,2 アイン薬局　羽生店 〒348-0044 （後発調２）第1960号      平成28年 5月 1日
     羽生市上岩瀬５５０－１
     048-501-7052  (048-501-7053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942390,056,0 のぞみ薬局 〒348-0057 （後発調２）第2111号      平成28年 7月 1日
     羽生市北３－１１－１
     048-562-5558  (048-562-5559)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943390,057,8 ウエルシア薬局　イオ〒348-0039 （後発調２）第2863号      平成30年 1月 1日
     ンモール羽生店 羽生市川崎２－２８１－３　イオ
     ンモール羽生１階
     048-560-2191  (048-560-2192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  944420,019,2 ひばり薬局美里店 〒367-0103 （後発調２）第2122号      平成28年 7月 1日
     児玉郡美里町阿那志１０３４－２
     0495-75-1141  (0495-75-1140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945420,021,8 田子調剤薬局 〒369-0306 （後発調２）第2132号      平成28年 8月 1日
     児玉郡上里町大字七本木１７８６
     ー６
     0495-33-1616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946420,033,3 わかくさ薬局　七本木〒369-0306 （後発調２）第2662号      平成29年 7月 1日
     店 児玉郡上里町七本木５３６２
     0495-35-2011  (0495-35-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947420,040,8 萩原薬局 〒369-0305 （後発調２）第1787号      平成28年 4月 1日
     児玉郡上里町神保原町７８７
     0495-33-3017  (0495-34-0845)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948420,044,0 ウエルシア薬局　イオ〒369-0301 （後発調２）第2396号      平成29年 1月 1日
     ンタウン上里店 児玉郡上里町金久保３５９－１
     0495-35-1107  (0495-35-1108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949420,045,7 スギ薬局　上里店 〒369-0306 （後発調２）第1789号      平成28年 4月 1日
     児玉郡上里町大字七本木２２７２
     番地１ウニクス上里内
     0495-35-0810  (0495-33-9035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950420,047,3 みなみ薬局　上里店 〒369-0301 （後発調２）第1788号      平成28年 4月 1日
     児玉郡上里町大字金久保字寺西７
     ５９－１
     0495-34-3888  (0495-34-4100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951420,049,9 上里調剤薬局 〒369-0306 （後発調２）第2506号      平成29年 3月 1日
     児玉郡上里町大字七本木５５７２
     0495-35-3960  (0495-35-3961)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952420,050,7 ファーコス薬局　むさ〒369-0301 （後発調２）第2472号      平成29年 2月 1日
     し上里 児玉郡上里町金久保５３－２７
     0495-71-4007  (0495-71-4008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953420,051,5 きりん薬局 〒367-0103 （後発調２）第1983号      平成28年 4月 1日
     児玉郡美里町阿那志２２５－７
     0495-71-9560  (0495-71-9561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954420,052,3 クスリのアオキ七本木〒369-0306 （後発調２）第2609号      平成29年 6月 1日
     薬局 児玉郡上里町七本木１９０４－１
     0495-71-6710  (0495-71-6720)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  955420,053,1 きりん薬局　上里 〒369-0306 （後発調２）第1914号      平成28年 5月 1日
     児玉郡上里町七本木２３６３－１
     0495-71-9988  (0495-71-9983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956430,026,5 あい薬局 〒367-0021 （後発調２）第2376号      平成28年12月 1日
     本庄市東台４－１－２３
     0495-23-3456  (0495-22-1700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957430,030,7 すや薬局　宮本店 〒367-0054 （後発調２）第1790号      平成28年 4月 1日
     本庄市千代田１－４－２３
     0495-27-2266  (0495-27-2265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958430,037,2 ウエルシア本庄日の出〒367-0022 （後発調２）第2968号      平成30年 3月 1日
     薬局 本庄市日の出４－８６８－１
     0495-25-5381  (0495-25-5382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959430,047,1 みすず薬局 〒367-0051 （後発調２）第2057号      平成28年 7月 1日
     本庄市本庄４丁目４－１５
     0495-27-6633  (0495-27-6634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960430,048,9 みなみ薬局 〒367-0054 （後発調２）第1792号      平成28年 4月 1日
     本庄市千代田３－４－１
     0495-27-6733  (0495-27-6732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961430,049,7 どれみ薬局 〒367-0035 （後発調２）第2013号      平成28年 6月 1日
     本庄市西富田３２７－３
     0495-27-8030  (0495-27-8031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962430,059,6 ウエルシア薬局　本庄〒367-0025 （後発調２）第2969号      平成30年 3月 1日
     西五十子店 本庄市五十子二丁目５番５号
     0495-27-6271  (0495-27-6272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963430,071,1 薬局児玉 〒367-0212 （後発調２）第2638号      平成29年 6月 1日
     本庄市児玉町児玉５９４－２
     0495-73-3800  (0495-73-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964430,073,7 ウエルシア薬局　本庄〒367-0064 （後発調２）第2449号      平成29年 2月 1日
     万年寺店 本庄市万年寺１－１１－３３
     0495-27-6611  (0495-27-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965430,075,2 ほほえみ薬局 〒367-0051 （後発調２）第1793号      平成28年 4月 1日
     本庄市本庄１－１－２本町ハイツ
     １０８号室
     0495-27-5066  (0495-27-5067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  966430,076,0 すや薬局　栗崎店 〒367-0032 （後発調２）第1794号      平成28年 4月 1日
     本庄市栗崎１１４－２
     0495-22-3616  (0495-22-7169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967430,077,8 ファーマみらい本庄薬〒367-0023 （後発調２）第2227号      平成28年 9月 1日
     局 本庄市寿２－６－２８
     0495-27-6172  (0495-27-6173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968430,081,0 よつば薬局　本庄駅前〒367-0041 （後発調２）第2019号      平成28年 6月 1日
     店 本庄市駅南１－１３－３笑和園ビ
     ル　１階
     0495-71-9961  (0495-71-9962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969430,083,6 かえで薬局　本庄児玉〒367-0217 （後発調２）第1791号      平成28年 4月 1日
     店 本庄市児玉町八幡山３０５－２
     0495-71-6741  (0495-71-6742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970430,085,1 クスリのアオキけや木〒367-0042 （後発調２）第2147号      平成28年 8月 1日
     薬局 本庄市けや木３－１９－１４
     0495-71-6553  (0495-71-6554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971430,086,9 ふくろう薬局 〒367-0053 （後発調２）第2546号      平成29年 4月 1日
     本庄市中央１－７－２３
     0495-71-7296  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972430,087,7 ぽかぽか薬局 〒367-0000 （後発調２）第2208号      平成28年 9月 1日
     本庄市１２１６番地３
     0495-71-8505  (0495-71-8504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973430,090,1 もみの木薬局 〒367-0030 （後発調２）第2815号      平成29年10月 1日
     本庄市早稲田の杜３－１４－６
     0495-71-7721  (0495-71-7722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974450,016,1 さとみ薬局 〒369-1203 （後発調２）第2123号      平成28年 7月 1日
     大里郡寄居町大字寄居１２３４－
     ３
     0485(81)5920  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975450,051,8 寄居薬剤師会薬局 〒369-1201 （後発調２）第2966号      平成30年 3月 1日
     大里郡寄居町大字用土３９２番地
     ２
     048-579-0980  (048-579-0981)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976450,057,5 薬局あじさい　寄居店〒369-1203 （後発調２）第1795号      平成28年 4月 1日
     大里郡寄居町大字寄居１１５２－
     ２
     048-586-0677  (048-586-0677)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  977450,059,1 薬局　あかはま 〒369-1211 （後発調２）第2142号      平成28年 8月 1日
     大里郡寄居町赤浜９６３－１１
     048-582-4771  (048-582-4771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978450,060,9 にこにこ薬局 〒369-1201 （後発調２）第2053号      平成28年 7月 1日
     大里郡寄居町用土５４０２－７
     048-579-2500  (048-579-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979450,064,1 ウエルシア薬局　寄居〒369-1216 （後発調２）第2644号      平成29年 7月 1日
     富田店 大里郡寄居町富田３２５０－３
     048-577-2502  (048-577-2503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980460,047,4 さつき薬局 〒366-0824 （後発調２）第1796号      平成28年 4月 1日
     深谷市西島町３ー１３ー１２
     048-571-9682  (048-571-9683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981460,052,4 同仁藥局 〒366-0824 （後発調２）第1797号      平成28年 4月 1日
     深谷市西島町３－１３－１４
     048-574-1134  (048-574-1241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982460,061,5 飛鳥薬局　深谷店 〒366-0052 （後発調２）第1798号      平成28年 4月 1日
     深谷市上柴町西６丁目４－１５
     048-551-3693  (048-551-3692)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983460,071,4 つばめ薬局 〒369-1108 （後発調２）第1799号      平成28年 4月 1日
     深谷市田中２６４３ー９
     048-583-5530  (048-583-5574)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984460,075,5 ひばり薬局　花園店 〒369-1244 （後発調２）第2247号      平成28年10月 1日
     深谷市黒田３６０－２
     048-584-4848  (048-584-4800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985460,077,1 のぞみ薬局 〒369-1246 （後発調２）第1800号      平成28年 4月 1日
     深谷市小前田２０６０－２
     048-579-2781  (048-579-2782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986460,079,7 花園みなみ薬局 〒369-1246 （後発調２）第2681号      平成29年 8月 1日
     深谷市小前田６２８－１０
     048-579-1810  (048-579-1811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987460,080,5 ウエルシア薬局　花園〒369-1245 （後発調２）第2350号      平成28年12月 1日
     店 深谷市荒川４４０番
     048-579-1366  (048-579-1367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988460,082,1 ふたば薬局 〒366-0052 （後発調２）第1801号      平成28年 4月 1日
     深谷市上柴町西２－１２－１７
     048-571-8262  (048-571-8263)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  989460,087,0 げんき童薬局 〒366-0801 （後発調２）第1802号      平成28年 4月 1日
     深谷市上野台２４５６－８
     048-551-3111  (048-551-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990460,097,9 ひばり薬局　循環器・〒369-1105 （後発調２）第2750号      平成29年10月 1日
     呼吸器病センター前店深谷市本田７０８３－６
     048-578-1234  (048-578-1100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991460,101,9 なごみ薬局 〒369-1246 （後発調２）第1905号      平成28年 4月 1日
     深谷市小前田２７９９－１
     048-598-4189  (048-598-4188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992460,102,7 いろは薬局 〒366-0052 （後発調２）第1803号      平成28年 4月 1日
     深谷市上柴町西２－１４－４
     048-598-5762  (048-598-5662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993460,106,8 かしわ薬局 〒366-0012 （後発調２）第1804号      平成28年 4月 1日
     深谷市江原３３２－１
     048-551-6055  (048-551-6056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994460,112,6 深谷スマイル薬局 〒366-0818 （後発調２）第2094号      平成28年 7月 1日
     深谷市萱場３８－３
     048-501-7811  (048-501-7812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995460,117,5 ホームケア薬局 〒366-0042 （後発調２）第2144号      平成28年 8月 1日
     深谷市東方町２－３－１　
     048-575-4193  (048-573-4884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996460,118,3 上柴薬局 〒366-0052 （後発調２）第1589号      平成28年 4月 1日
     深谷市上柴町西２－１４－４４
     048-551-2555  (048-551-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997460,119,1 阪神調剤薬局　深谷店〒366-0035 （後発調２）第2585号      平成29年 5月 1日
     深谷市原郷３９８－５　
     048-551-6600  (048-551-6601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998460,121,7 みるく薬局 〒366-0042 （後発調２）第1806号      平成28年 4月 1日
     深谷市東方町１－１０－２９　
     048-598-5422  (048-598-5423)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999460,123,3 ひばり薬局　国済寺店〒366-0033 （後発調２）第2411号      平成29年 1月 1日
     深谷市国済寺４０４－１（３１街
     区１８画地）
     048-574-0225  (048-574-0130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1000460,124,1 中央薬局　国済寺店 〒366-0033 （後発調２）第2061号      平成28年 7月 1日
     深谷市国済寺４０４－６
     048-577-6056  (048-577-6057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001460,126,6 ウエルシア薬局　深谷〒366-0052 （後発調２）第2900号      平成30年 2月 1日
     上柴西店 深谷市上柴町西３－１７－１６
     048-551-7125  (048-551-7126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002460,129,0 クスリのアオキ　上柴〒366-0051 （後発調２）第2910号      平成30年 2月 1日
     東薬局 深谷市上柴町東３－５－３
     048-577-4892  (048-577-4893)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003460,133,2 ムサシノ薬局 〒366-0052 （後発調２）第2436号      平成29年 2月 1日
     深谷市上柴町西３－８－１４
     048-598-8145  (048-598-8146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004460,134,0 ウエルシア薬局　深谷〒369-1246 （後発調２）第2821号      平成29年12月 1日
     小前田店 深谷市小前田２６４０－１
     048-584-7255  (048-584-7256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005460,137,3 いなり町薬局 〒366-0026 （後発調２）第2816号      平成29年10月 1日
     深谷市稲荷町１－３－１５
     048-594-2811  (048-594-2812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006480,019,9 有限会社　ヨモダ薬局〒369-1304 （後発調２）第1906号      平成28年 4月 1日
     秩父郡長瀞町大字本野上１４４－
     １
     0494-66-0073  (0494-66-2110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007480,027,2 やよい薬局 〒369-1305 （後発調２）第2038号      平成28年 6月 1日
     秩父郡長瀞町長瀞１３５６－１
     0494-66-4301  (0494-66-4302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008480,029,8 ウエルシア薬局　秩父〒368-0072 （後発調２）第2818号      平成29年12月 1日
     横瀬店 秩父郡横瀬町大字横瀬４２７３－
     １
     0494-27-7100  (0494-27-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009480,037,1 イチワタ薬局　親鼻店〒369-1412 （後発調２）第2255号      平成28年10月 1日
     秩父郡皆野町皆野１９９４－１
     0494-26-7801  (0494-26-7802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010480,038,9 金子薬局 〒368-0105 （後発調２）第2345号      平成28年10月 1日
     秩父郡小鹿野町小鹿野２０２７－
     ９
     0494-75-0126  (0494-75-4472)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1011480,039,7 アセルト薬局 〒368-0072 （後発調２）第2604号      平成29年 4月 1日
     秩父郡横瀬町横瀬４３３１－３
     0494-21-3300  (0494-21-3301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012480,041,3 ひまわり薬局 〒368-0072 （後発調２）第2605号      平成29年 6月 1日
     秩父郡横瀬町横瀬４３７８－３
     0494-25-0053  (0494-25-0054)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013490,035,3 斎藤薬局 〒368-0032 （後発調２）第1815号      平成28年 4月 1日
     秩父市熊木町２０－１０
     0494-22-1044  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014490,042,9 秩父薬剤師会調剤セン〒368-0056 （後発調２）第1937号      平成28年 5月 1日
     ター　寺尾薬局 秩父市寺尾１４４７－１
     0494-24-5581  (0494-24-5599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015490,045,2 有限会社　五野上薬局〒368-0051 （後発調２）第2167号      平成28年 8月 1日
     　中村店 秩父市中村町２－７－１４
     0494-22-0311  (0494-22-6998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016490,046,0 ウエルシア秩父宮地薬〒368-0024 （後発調２）第2899号      平成30年 2月 1日
     局 秩父市上宮地町２６－１５
     0494-27-0172  (0494-27-0173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017490,049,4 ウエルシア秩父影森薬〒369-1872 （後発調２）第2291号      平成28年11月 1日
     局 秩父市上影森字原３０６
     0494-21-1488  (0494-21-1489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018490,052,8 サンワ薬局 〒368-0045 （後発調２）第1808号      平成28年 4月 1日
     秩父市道生町２番６号
     0494-24-4130  (0494-24-4130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019490,058,5 フレンド薬局　秩父店〒368-0045 （後発調２）第1809号      平成28年 4月 1日
     秩父市道生町７－９
     0494-27-7050  (0494-27-7051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020490,060,1 フレンド薬局　大野原〒368-0005 （後発調２）第1810号      平成28年 4月 1日
     店 秩父市大野原字宿東９７１－１　
     0494-21-7405  (0494-21-7406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021490,066,8 影森薬局 〒369-1871 （後発調２）第1811号      平成28年 4月 1日
     秩父市下影森２０８１－１
     0494-21-2200  (0494-21-2203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022490,068,4 ひまわり薬局　秩父店〒368-0054 （後発調２）第2097号      平成28年 7月 1日
     秩父市別所３６０－１
     0494-24-3300  (0494-26-6306)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1023490,070,0 イチワタ薬局　影森店〒369-1871 （後発調２）第2165号      平成28年 9月 1日
     秩父市下影森植木２０６８－６
     0494-26-6688  (0494-26-6685)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024490,073,4 なでしこ薬局 〒368-0033 （後発調２）第1813号      平成28年 4月 1日
     秩父市野坂町１－１１－２５　田
     村ビル１Ｆ
     0494-26-7105  (0494-26-7106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025490,075,9 えがお薬局　秩父店 〒368-0042 （後発調２）第1814号      平成28年 4月 1日
     秩父市東町１１－１０
     0494-25-2500  (0494-26-5717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026490,078,3 アサヒ調剤薬局 〒368-0032 （後発調２）第2606号      平成29年 4月 1日
     秩父市熊木町４－５
     0494-24-7896  (0494-24-6864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027490,079,1 えびす薬局 〒368-0013 （後発調２）第2690号      平成29年 8月 1日
     秩父市永田町２－１４
     0494-27-8020  (0494-27-8021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028490,081,7 あおぞら薬局 〒368-0044 （後発調２）第2791号      平成29年11月 1日
     秩父市本町５－１１
     0494-53-8110  (0494-53-8113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029490,082,5 アイランド薬局 〒368-0026 （後発調２）第2608号      平成29年 4月 1日
     秩父市相生町１５－６
     0494-27-2800  (0494-27-2801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030490,084,1 タジマ薬局　公園ばし〒368-0051 （後発調２）第2858号      平成29年11月 1日
     店 秩父市中村町４－９－１４
     0494-53-9806  (0494-53-9807)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031510,045,8 有限会社　オダ薬局 〒352-0011 （後発調２）第2096号      平成28年 7月 1日
     新座市野火止６－２４－２１
     048-478-6104  (048-478-6086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032510,060,7 ナツメ薬局 〒352-0033 （後発調２）第2747号      平成29年10月 1日
     新座市石神１丁目４－９
     048-480-4111  (048-480-4112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033510,065,6 はなまる薬局　新座店〒352-0001 （後発調２）第2126号      平成28年 7月 1日
     新座市東北１－６－１
     048-487-6866  (048-470-5830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1034510,070,6 ウエルシア薬局　新座〒352-0011 （後発調２）第2864号      平成30年 1月 1日
     野火止店 新座市野火止６－１６－１３
     048-480-4305  (048-480-4306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035510,071,4 あおい調剤薬局　新座〒352-0011 （後発調２）第2269号      平成28年10月 1日
     駅前店 新座市野火止５－１－３９
     048-480-3567  (048-480-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036510,073,0 あすなろ薬局 〒352-0006 （後発調２）第1816号      平成28年 4月 1日
     新座市新座３－３－１８－１０５
     号
     048-478-2622  (048-478-2623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037510,076,3 薬局くすりの福太郎　〒352-0011 （後発調２）第2198号      平成28年 8月 1日
     新座店 新座市野火止５－３－１１
     048-480-4123  (048-480-4123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038510,080,5 かもめ薬局 〒352-0006 （後発調２）第1817号      平成28年 4月 1日
     新座市新座１－１３－２
     048-483-2275  (048-483-2275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039510,082,1 新座薬局 〒352-0001 （後発調２）第2074号      平成28年 7月 1日
     新座市東北１－７－３
     048-486-6177  (048-486-6183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040510,084,7 クリエイトエス・ディ〒352-0035 （後発調２）第2933号      平成30年 2月 1日
     ー新座栗原店薬局 新座市栗原３－１０－１０
     042-438-4551  (042-438-4553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041510,085,4 ウエルシア薬局　新座〒352-0011 （後発調２）第2865号      平成30年 1月 1日
     市役所前店 新座市野火止１－１４－１４
     048-483-7515  (048-483-7516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042510,086,2 花みずき薬局 〒352-0015 （後発調２）第1818号      平成28年 4月 1日
     新座市池田２－５－５
     048-475-7151  (048-475-7151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043510,088,8 ドリーム薬局 〒352-0001 （後発調２）第2356号      平成28年12月 1日
     新座市東北２－３０－１５　川島
     屋ビル１階
     048-424-5936  (048-424-5937)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044510,092,0 みなみ薬局　野火止店〒352-0011 （後発調２）第1819号      平成28年 4月 1日
     新座市野火止８－１－２３
     048-485-1567  (048-485-1261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1045510,093,8 ドラッグセイムス　西〒352-0035 （後発調２）第2941号      平成30年 2月 1日
     武ひばりヶ丘薬局 新座市栗原５－１２－１７
     042-439-7669  (042-439-7668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046510,095,3 日本調剤　新座薬局 〒352-0011 （後発調２）第1820号      平成28年 4月 1日
     新座市野火止５－１０－２２　
     048-480-4811  (048-480-4812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047510,099,5 すばる薬局　新座店 〒352-0011 （後発調２）第1821号      平成28年 4月 1日
     新座市野火止６－３－２９みずほ
     館１７　１Ｆ
     048-424-5697  (048-424-5698)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048510,100,1 メロディー薬局　野火〒352-0011 （後発調２）第2691号      平成29年 8月 1日
     止店 新座市野火止７－５－７４
     048-424-5880  (048-424-5881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049510,104,3 かくの木　菅沢薬局 〒352-0017 （後発調２）第2320号      平成28年11月 1日
     新座市菅沢１－１－３７
     048-485-1275  (048-485-1276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050510,106,8 アイセイ薬局　新座店〒352-0011 （後発調２）第2348号      平成28年10月 1日
     新座市野火止５－２－３５－１Ｆ
     048-483-6669  (048-481-3666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051520,031,6 たちばな薬局 〒363-0028 （後発調２）第1823号      平成28年 4月 1日
     桶川市下日出谷西一丁目３２番地
     の１
     048-786-7903  (048-786-7908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052520,039,9 有限会社　前田薬局　〒363-0023 （後発調２）第1985号      平成28年 6月 1日
     朝日店 桶川市朝日１－２７－８
     048-770-2361  (048-770-2362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053520,046,4 ひまわり薬局　桶川南〒363-0015 （後発調２）第2200号      平成28年 8月 1日
     店 桶川市南１－３－１４
     048-772-5640  (048-772-5640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054520,054,8 セイジョー薬局　桶川〒363-0022 （後発調２）第2360号      平成28年12月 1日
     店 桶川市若宮１－４　
     048-789-5013  (048-789-5013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055520,056,3 共創未来　桶川薬局 〒363-0008 （後発調２）第2507号      平成29年 3月 1日
     桶川市坂田１７３６－３
     048-777-3008  (048-777-3195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1056520,057,1 みらい薬局　上日出谷〒363-0026 （後発調２）第1824号      平成28年 4月 1日
     店 桶川市大字上日出谷１１６５－１
     048-783-3614  (048-783-3615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057520,058,9 薬局日本メディカル 〒363-0022 （後発調２）第2005号      平成28年 6月 1日
     桶川市若宮１－５－２　パトリア
     桶川４Ｆ
     048-856-9041  (048-856-9042)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058520,059,7 エース薬局 〒363-0022 （後発調２）第2344号      平成28年10月 1日
     桶川市若宮１－７－１８
     048-787-4864  (048-787-4864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059520,060,5 パル薬局　桶川店 〒363-0011 （後発調２）第2785号      平成29年11月 1日
     桶川市北１－２２－１０
     048-788-1991  (048-788-1991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060530,017,3 有限会社　エフエムメ〒364-0006 （後発調２）第2104号      平成28年 7月 1日
     ディカル　アオキ薬局北本市北本２丁目１６９番号
     048-593-0366  (048-593-3520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061530,022,3 なかまる薬局 〒364-0013 （後発調２）第1907号      平成28年 4月 1日
     北本市中丸５－２１－５
     048-593-4218  (048-593-4218)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062530,023,1 ひまわり薬局 〒364-0032 （後発調２）第1825号      平成28年 4月 1日
     北本市緑３－２９１
     048-591-9655  (048-591-9658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063530,025,6 さつき薬局　西高尾店〒364-0035 （後発調２）第1826号      平成28年 4月 1日
     北本市西高尾３－８０－５サンラ
     イズ西高尾１０２
     048-593-0017  (048-593-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064530,029,8 薬局アポック　北本店〒364-0033 （後発調２）第2584号      平成29年 5月 1日
     北本市本町６－２４０豊田ビル１
     Ｆ
     048-590-1336  (048-590-1337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065530,041,3 あけぼの薬局　北本店〒364-0007 （後発調２）第1955号      平成28年 5月 1日
     北本市東間２－８４
     048-590-3277  (048-590-3288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066530,043,9 そうごう薬局　北本店〒364-0023 （後発調２）第1827号      平成28年 4月 1日
     北本市下石戸下４９４－９
     048-593-4851  (048-593-4852)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1067530,044,7 ひまわり薬局　山中店〒364-0004 （後発調２）第1828号      平成28年 4月 1日
     北本市山中１－１６６－２
     048-591-8881  (048-591-8823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068530,047,0 ウエルシア薬局　プラ〒364-0014 （後発調２）第2395号      平成29年 1月 1日
     ザ北本店 北本市二ツ家四丁目８８－７
     048-590-5686  (048-590-5687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069530,048,8 ひまわり薬局　本町店〒364-0033 （後発調２）第1829号      平成28年 4月 1日
     北本市本町４－２０－２
     048-593-0100  (048-593-0100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070530,051,2 さくら薬局　北本石戸〒364-0025 （後発調２）第2045号      平成28年 6月 1日
     宿店 北本市石戸宿１－９３－５
     048-590-7777  (048-590-7007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071530,053,8 ウエルシア薬局　北本〒364-0013 （後発調２）第2447号      平成29年 2月 1日
     中丸店 北本市中丸２－３
     048-590-4710  (048-590-4711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072530,058,7 飛鳥薬局　北本店 〒364-0013 （後発調２）第2628号      平成29年 6月 1日
     北本市中丸８－２１９
     048-590-1160  (048-590-1161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073530,061,1 スギ薬局　北本南店 〒364-0028 （後発調２）第2699号      平成29年 8月 1日
     北本市下石戸７－３７
     048-578-8727  (048-578-8728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074530,062,9 みらい薬局　東間店 〒364-0007 （後発調２）第2540号      平成29年 4月 1日
     北本市東間７－２４０
     048-578-8694  (048-578-8695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075530,064,5 北本薬局 〒364-0031 （後発調２）第2951号      平成30年 2月 1日
     北本市中央２－６２－１Ｆ
     048-580-7772  (048-580-7773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076570,020,8 みどり薬局 〒349-0111 （後発調２）第2051号      平成28年 7月 1日
     蓮田市東３－７－４
     048-769-8336  (048-769-8343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077570,027,3 ノエル薬局 〒349-0135 （後発調２）第2768号      平成29年10月 1日
     蓮田市井沼９８８－３
     048-766-4193  (048-766-4191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1078570,032,3 薬樹薬局　蓮田 〒349-0123 （後発調２）第2115号      平成28年 7月 1日
     蓮田市本町２番１８号ヤマナカビ
     ル１階
     048-765-5751  (048-765-5752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079570,049,7 ポプラ薬局 〒349-0123 （後発調２）第2175号      平成28年 9月 1日
     蓮田市本町２－１３
     048-769-6611  (048-769-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080570,053,9 芙蓉堂薬局　在宅サポ〒349-0111 （後発調２）第2300号      平成28年11月 1日
     ート店 蓮田市東６－２－１１ＭＫビル２
     階
     048-812-8808  (048-764-0655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081570,054,7 ポプラ薬局　見沼店 〒349-0127 （後発調２）第2129号      平成28年 8月 1日
     蓮田市見沼町９－１
     048-765-5111  (048-765-5050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082570,055,4 芙蓉堂薬局　蓮田西口〒349-0122 （後発調２）第2751号      平成29年10月 1日
     店 蓮田市上２－２－４
     048-689-3374  (048-689-3384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083570,056,2 あんず薬局　蓮田店 〒349-0111 （後発調２）第2399号      平成29年 1月 1日
     蓮田市東１－１－１９
     048-720-8916  (048-720-8926)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084570,057,0 スギ薬局　蓮田山ノ内〒349-0128 （後発調２）第3031号      平成30年 3月 1日
     店 蓮田市山ノ内７－１
     048-765-8008  (048-878-9411)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085570,059,6 ひまわり薬局　蓮田店〒349-0131 （後発調２）第2776号      平成29年10月 1日
     蓮田市根金１８１３－１０
     048-767-1066  (048-766-6166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086600,003,8 クスリのクボタ薬局 〒350-0233 （後発調２）第1830号      平成28年 4月 1日
     坂戸市南町５－３
     049-281-2828  (049-283-1525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087600,004,6 クスリのクボタ薬局　〒350-0272 （後発調２）第1831号      平成28年 4月 1日
     北坂戸店 坂戸市末広町３－１０
     049-283-5718  (049-283-5906)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088600,044,2 有限会社　ユニコ調剤〒350-0223 （後発調２）第1930号      平成28年 5月 1日
     薬局 坂戸市八幡２－９－９
     049-283-5194  (049-289-3292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1089600,054,1 マリオン薬局　坂戸店〒350-0275 （後発調２）第1832号      平成28年 4月 1日
     坂戸市伊豆の山町２２－９
     049-288-6531  (049-288-6533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090600,069,9 はなまる薬局　坂戸店〒350-0202 （後発調２）第2322号      平成28年11月 1日
     坂戸市小沼８４４－３
     049-280-9393  (049-280-8193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091600,071,5 サンタの健康薬局坂戸〒350-0233 （後発調２）第2055号      平成28年 7月 1日
     店 坂戸市南町２４－５　長久保ビル
     １０２
     049-280-4411  (049-280-4410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092600,074,9 ミドリ薬局　溝端店 〒350-0274 （後発調２）第1833号      平成28年 4月 1日
     坂戸市溝端町７－６
     049-281-8727  (049-289-5078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093600,081,4 明倫堂薬局 〒350-0245 （後発調２）第2423号      平成29年 1月 1日
     坂戸市四日市場４７７－１
     049-279-5211  (049-279-5215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094600,084,8 関間調剤薬局 〒350-0215 （後発調２）第1834号      平成28年 4月 1日
     坂戸市関間１－１－１０
     049-284-3621  (049-284-3426)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095600,093,9 せんし堂薬局　一本松〒350-0242 （後発調２）第2574号      平成29年 5月 1日
     店 坂戸市厚川１４－２３
     049-298-7491  (049-298-7496)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096600,097,0 あおぞら薬局　清水町〒350-0222 （後発調２）第2669号      平成29年 7月 1日
     店 坂戸市清水町４６－４０　ライフ
     ルマンション１０２号室
     049-277-5507  (049-277-5509)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097600,098,8 ひまわり薬局　坂戸店〒350-0233 （後発調２）第2302号      平成28年11月 1日
     坂戸市南町３０－１９
     049-299-8346  (049-299-8347)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098600,102,8 ウエルシア薬局　坂戸〒350-0233 （後発調２）第2975号      平成30年 3月 1日
     南町店 坂戸市南町５－１２
     049-280-8500  (049-280-8501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099600,104,4 そうごう薬局　坂戸店〒350-0206 （後発調２）第2028号      平成28年 6月 1日
     坂戸市中小坂８９９－３１
     049-288-1175  (049-288-1190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1100600,105,1 アイン薬局　坂戸店 〒350-0233 （後発調２）第2231号      平成28年 9月 1日
     坂戸市南町３１－８
     049-288-6630  (049-288-6631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101600,106,9 ウエルシア薬局　坂戸〒350-0269 （後発調２）第2903号      平成30年 2月 1日
     にっさい花みず木店 坂戸市にっさい花みず木４－１８
     －１
     049-280-8010  (049-280-8011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102600,110,1 まごころ薬局　北坂戸〒350-0274 （後発調２）第2365号      平成28年12月 1日
     店 坂戸市溝端町７－３
     049-227-3472  (049-227-3473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103600,111,9 スギ薬局　坂戸千代田〒350-0214 （後発調２）第2889号      平成30年 1月 1日
     店 坂戸市千代田２－６－７０　ヤオ
     コー坂戸千代田店１階
     049-277-3520  (049-277-3530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104600,113,5 アイセイ薬局　坂戸西〒350-0262 （後発調２）第2347号      平成28年10月 1日
     店 坂戸市新堀２７０－１０
     049-288-0408  (049-284-2715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105600,114,3 ウエルシア薬局　坂戸〒350-0229 （後発調２）第2612号      平成29年 6月 1日
     薬師町店 坂戸市薬師町２３７３－１
     049-288-5120  (049-288-5121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106600,115,0 ウエルシア薬局　坂戸〒350-0214 （後発調２）第2713号      平成29年 9月 1日
     若葉駅東口店 坂戸市千代田３－１５－１
     049-288-5131  (049-288-5132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107600,117,6 ぺんぎん薬局　緑町店〒350-0234 （後発調２）第2874号      平成30年 1月 1日
     坂戸市緑町３－５　コーポ小見野
     １０１号室
     049-283-2029  (049-283-2028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108610,015,0 有限会社　光栄薬局 〒340-0114 （後発調２）第1835号      平成28年 4月 1日
     幸手市東５－７－２４
     0480-42-5469  (0480-42-4379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109610,031,7 さくらんぼ薬局 〒340-0113 （後発調２）第1836号      平成28年 4月 1日
     幸手市大字幸手５２６２－４
     0480-40-6030  (0480-40-6031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110610,047,3 たちばな薬局　幸手店〒340-0113 （後発調２）第1837号      平成28年 4月 1日
     幸手市幸手１８０－１
     0480-40-1807  (0480-40-1808)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1111610,055,6 セキ薬局　幸手北店 〒340-0111 （後発調２）第2235号      平成28年 9月 1日
     幸手市北２－２０－６
     0480-40-3200  (0480-40-3200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112610,060,6 みすず薬局 〒340-0163 （後発調２）第2801号      平成29年11月 1日
     幸手市中川崎７５６－８
     0480-44-0202  (0480-44-0566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113610,061,4 エムハート薬局　幸手〒340-0156 （後発調２）第2041号      平成28年 6月 1日
     南店 幸手市南２－６－１１
     0480-40-1133  (0480-40-1144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114610,065,5 クオール薬局　幸手中〒340-0113 （後発調２）第2707号      平成29年 7月 1日
     央店 幸手市幸手２０６０－５
     0480-40-5343  (0480-40-5340)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115610,067,1 クオール薬局　幸手西〒340-0156 （後発調２）第3038号      平成30年 2月 1日
     口店 幸手市南３－１６－１５
     0480-40-3180  (0480-40-3181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116620,014,1 わかば薬局 〒350-2206 （後発調２）第2118号      平成28年 7月 1日
     鶴ケ島市藤金８７９－３
     049-286-6467  (049-286-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117620,033,1 横井薬局 〒350-2202 （後発調２）第1838号      平成28年 4月 1日
     鶴ケ島市五味ケ谷１２３３－１９
     0492-86-6089  (0492-86-6089)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118620,043,0 薬局アポック　鶴ヶ島〒350-2213 （後発調２）第2361号      平成28年12月 1日
     池ノ台店 鶴ケ島市大字脚折１４４０番３５
     049-279-7033  (049-279-7034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119620,049,7 薬局アポック　若葉店〒350-2201 （後発調２）第2799号      平成29年11月 1日
     鶴ケ島市富士見１－２－１　東棟
     ２Ｆ
     049-272-5055  (049-272-5056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120620,051,3 ケン調剤薬局 〒350-2213 （後発調２）第1839号      平成28年 4月 1日
     鶴ケ島市脚折１５０－１
     049-271-3071  (049-271-3070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121620,056,2 さくら薬局 〒350-2213 （後発調２）第1840号      平成28年 4月 1日
     鶴ケ島市脚折１８６４－８
     049-292-0117  (049-292-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1122620,057,0 スギ薬局　ワカバウォ〒350-2201 （後発調２）第3035号      平成30年 3月 1日
     ーク店 鶴ケ島市富士見１－２－１　ヤオ
     コーワカバウォーク店北館１階
     049-272-5060  (049-272-5061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123620,059,6 とまと薬局 〒350-2203 （後発調２）第1841号      平成28年 4月 1日
     鶴ケ島市上広谷６４８－３
     049-298-6006  (049-298-6007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124620,060,4 もしもし薬局 〒350-2201 （後発調２）第1836号      平成28年 4月 1日
     鶴ケ島市富士見１－８－２０　サ
     ンハイツ若葉１０２
     049-286-3954  (049-286-3955)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125620,061,2 ウエルシア薬局　鶴ヶ〒350-2206 （後発調２）第2822号      平成29年12月 1日
     島藤金店 鶴ヶ島市藤金８７８－５
     049-272-3307  (049-272-3308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126620,062,0 ウエル薬局　藤金店 〒350-2206 （後発調２）第1842号      平成28年 4月 1日
     鶴ヶ島市藤金６５０－５
     049-299-8939  (049-299-6939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127620,063,8 とまと薬局　一本松店〒350-2227 （後発調２）第1843号      平成28年 4月 1日
     鶴ヶ島市新町２－２３－２０
     049-227-3551  (049-227-3552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128620,064,6 あおぞら薬局　鶴ヶ島〒350-2201 （後発調２）第2135号      平成28年 7月 1日
     店 鶴ヶ島市富士見２－２８－６
     049-227-3990  (049-227-3997)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129620,066,1 ひかりの薬局 〒350-2227 （後発調２）第2633号      平成29年 6月 1日
     鶴ケ島市新町２－２１－１０
     049-286-8885  (049-286-8885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130620,067,9 ミドリ薬局　若葉店 〒350-2201 （後発調２）第2588号      平成29年 5月 1日
     鶴ヶ島市富士見２－１－９
     049-285-0002  (049-285-0002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131620,068,7 クオール薬局　鶴ヶ島〒350-2211 （後発調２）第2760号      平成29年10月 1日
     店 鶴ヶ島市脚折町６丁目２８番１号
     049-298-6089  (049-298-6490)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132620,070,3 藤沢薬局 〒350-2204 （後発調２）第2709号      平成29年 8月 1日
     鶴ケ島市鶴ケ丘７０－２３
     049-287-6867  (049-287-6864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1133630,008,1 もりと薬局 〒350-1211 （後発調２）第2036号      平成28年 6月 1日
     日高市森戸新田１０２－７
     042-986-0093  (042-986-0094)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134630,011,5 わかば薬局　日高店 〒350-1213 （後発調２）第1980号      平成28年 5月 1日
     日高市高萩１６１１－４
     042-985-8148  (042-985-8149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135630,015,6 今牧薬局　かやま店 〒350-1231 （後発調２）第1845号      平成28年 4月 1日
     日高市鹿山３８７－１３
     042-985-0479  (042-985-0478)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136630,017,2 アポック日高センター〒350-1241 （後発調２）第2284号      平成28年10月 1日
     前薬局　２号店 日高市山根１３８５－１
     042-984-0070  (042-984-0071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137630,018,0 アポック高麗川駅前薬〒350-1249 （後発調２）第2408号      平成29年 1月 1日
     局 日高市高麗川一丁目１番地２７
     042-984-0055  (042-984-0056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138630,020,6 株式会社　ハート薬局〒350-1242 （後発調２）第2215号      平成28年 9月 1日
     日高市北平沢５１２－１
     042-986-0013  (042-986-1313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139630,023,0 薬局アポック　高萩店〒350-1213 （後発調２）第2085号      平成28年 7月 1日
     日高市高萩６０５－１
     042-984-2200  (042-984-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140640,001,4 株式会社　中里薬局 〒342-0056 （後発調２）第2298号      平成28年11月 1日
     吉川市平沼１３４
     048-982-0049  (048-982-0045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141640,003,0 有限会社　双葉薬局 〒342-0054 （後発調２）第1846号      平成28年 4月 1日
     吉川市吉川団地１－７－１０２
     048-982-6348  (048-982-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142640,013,9 ひまわり薬局 〒342-0037 （後発調２）第2012号      平成28年 6月 1日
     吉川市富新田２５６－３
     048-983-2120  (048-983-2138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143640,017,0 サンリツ薬局　吉川店〒342-0017 （後発調２）第2139号      平成28年 8月 1日
     吉川市上笹塚３丁目２３１－２
     0489-84-6400  (0489-84-6401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1144640,020,4 薬局くすりの福太郎　〒342-0045 （後発調２）第2197号      平成28年 8月 1日
     吉川駅前店 吉川市木売１－５－３　吉川情報
     サービスセンタービル１階
     048-984-6280  (048-984-6280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145640,021,2 そうごう薬局　吉川店〒342-0045 （後発調２）第2286号      平成28年10月 1日
     吉川市木売３７５－２
     048-984-4133  (048-984-4134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146640,023,8 かのん薬局 〒342-0055 （後発調２）第2016号      平成28年 6月 1日
     吉川市吉川３２６－２
     048-984-6420  (048-984-6421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147640,026,1 ブレーメン薬局　みわ〒342-0022 （後発調２）第1847号      平成28年 4月 1日
     のえ店 吉川市加藤６６２－１
     048-940-2981  (048-940-2982)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148640,027,9 そうごう薬局　吉川美〒342-0044 （後発調２）第1848号      平成28年 4月 1日
     南店 吉川市木売新田４０－３
     048-981-7281  (048-981-7282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149640,028,7 そうごう薬局　吉川け〒342-0033 （後発調２）第2054号      平成28年 7月 1日
     やき通り店 吉川市中曽根２－６－６
     048-982-4861  (048-982-4862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150640,029,5 セキ薬局　吉川店 〒342-0050 （後発調２）第1849号      平成28年 4月 1日
     吉川市栄町８９６
     048-984-1900  (048-984-1900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151640,030,3 吉川みなみ薬局 〒342-0038 （後発調２）第1850号      平成28年 4月 1日
     吉川市美南５－６－４
     048-940-7152  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152640,031,1 そうごう薬局　吉川中〒342-0055 （後発調２）第2263号      平成28年10月 1日
     央店 吉川市吉川２４９－１
     048-940-7041  (048-940-7042)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153640,032,9 シーエス吉川薬局 〒342-0056 （後発調２）第1851号      平成28年 4月 1日
     吉川市平沼１１４－１
     048-984-5240  (048-984-5163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154640,033,7 吉川ゆうき薬局 〒342-0038 （後発調２）第2904号      平成30年 2月 1日
     吉川市美南５－３１－２
     048-940-0615  (048-940-0620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1155640,034,5 薬局マツモトキヨシ　〒342-0041 （後発調２）第2301号      平成28年10月 1日
     吉川駅前通り店 吉川市保１－２７－６
     048-981-8553  (048-981-8553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156640,035,2 イオン薬局　吉川美南〒342-0038 （後発調２）第2914号      平成30年 2月 1日
     店 吉川市美南３－２３－１
     048-984-0704  (048-984-0705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157640,036,0 あおぞら薬局 〒342-0036 （後発調２）第2894号      平成29年12月 1日
     吉川市高富２－１０－２０
     048-984-3201  (048-984-3208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158650,008,6 リズム薬局　東大宮店〒337-0051 （後発調２）第1923号      平成28年 5月 1日
     さいたま市見沼区東大宮７－７６
     －３－１０５
     048-689-2312  (048-689-2313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159650,010,2 クオール薬局　東浦和〒336-0926 （後発調２）第2189号      平成28年 8月 1日
     店 さいたま市緑区東浦和７－６－２
     １
     048-873-0311  (048-810-4611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160650,015,1 あさひ調剤薬局　植竹〒331-0813 （後発調２）第2891号      平成30年 1月 1日
     店 さいたま市北区植竹町１－５６１
     048-654-4193  (048-654-1139)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161650,020,1 ほんだ薬局 〒330-0061 （後発調２）第1853号      平成28年 4月 1日
     さいたま市浦和区常盤二丁目９番
     ６号
     048-825-1880  (048-825-1880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162650,031,8 アリス調剤薬局 〒337-0051 （後発調２）第1871号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区東大宮４－４８
     －１
     048-651-9836  (048-651-9841)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163650,033,4 あい薬局　上木崎店 〒330-0071 （後発調２）第2943号      平成30年 2月 1日
     さいたま市浦和区上木崎２丁目３
     番３５号
     048-831-1593  (048-827-1095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164650,034,2 サイトウ薬局　常盤店〒330-0061 （後発調２）第2793号      平成29年11月 1日
     さいたま市浦和区常盤１０－１０
     －１８
     048-827-1331  (048-827-1332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1165650,050,8 ユーアイ薬局 〒331-0077 （後発調２）第1854号      平成28年 4月 1日
     さいたま市西区中釘２３７２－１
     １
     048-626-1565  (048-626-1565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166650,051,6 みやこ薬局　桜丘店 〒338-0006 （後発調２）第2692号      平成29年 8月 1日
     さいたま市中央区八王子３丁目１
     ５番３号
     048-859-6958  (048-859-6959)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167650,057,3 サン＆グリーン薬局さ〒336-0021 （後発調２）第2259号      平成28年10月 1日
     いたま南 さいたま市南区別所６－１８－７
     048-866-7968  (048-866-7969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168650,059,9 あおば調剤薬局 〒331-0823 （後発調２）第2387号      平成29年 1月 1日
     さいたま市北区日進町２－９２５
     －３
     048-662-2155  (048-662-2156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169650,069,8 オリーブ薬局 〒338-0013 （後発調２）第2877号      平成30年 1月 1日
     さいたま市中央区鈴谷二丁目５４
     ８―７
     048-851-6326  (048-851-6327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170650,073,0 いちご薬局 〒330-0856 （後発調２）第1855号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区三橋２－４８４
     －３
     048-622-1541  (048-622-1591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171650,077,1 アクト薬局　大久保店〒338-0815 （後発調２）第2425号      平成29年 1月 1日
     さいたま市桜区五関１５０－１
     048-840-0232  (048-840-0233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172650,079,7 すみれ薬局 〒331-0811 （後発調２）第1856号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区吉野町２丁目１９
     ２―７
     048-661-7337  (048-661-7337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173650,085,4 さと薬局　下落合店 〒338-0002 （後発調２）第1857号      平成28年 4月 1日
     さいたま市中央区下落合２－２１
     －１３
     048-831-6677  (048-831-6617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174650,093,8 つくし薬局 〒336-0911 （後発調２）第2278号      平成28年10月 1日
     さいたま市緑区大字三室２１８９
     －２
     048-810-5950  (048-810-5951)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1175650,097,9 はなまる薬局　七里店〒337-0012 （後発調２）第2324号      平成28年11月 1日
     さいたま市見沼区東宮下２７２－
     １
     048-685-9393  (048-685-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176650,118,3 ケイ薬局　パレスホテ〒330-0854 （後発調２）第2746号      平成29年10月 1日
     ル店 さいたま市大宮区桜木町１－７－
     ５　パレスホテル大宮２階
     048-647-4899  (048-647-4899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177650,121,7 青葉薬局 〒336-0026 （後発調２）第2829号      平成29年12月 1日
     さいたま市南区辻４－７－３
     048-866-0023  (048-866-1123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178650,126,6 たんぽぽ薬局 〒337-0051 （後発調２）第2908号      平成30年 2月 1日
     さいたま市見沼区東大宮６－２３
     －５
     048-680-5391  (048-680-5392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179650,131,6 ウエルシア薬局　さい〒331-0804 （後発調２）第2646号      平成29年 7月 1日
     たま土呂店 さいたま市北区土呂町１－５９－
     ３
     048-662-5433  (048-662-5437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180650,137,3 南浦和薬局 〒336-0024 （後発調２）第1952号      平成28年 5月 1日
     さいたま市南区根岸３－３－１１
     048-836-2922  (048-836-2933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1181650,146,4 サンドラッグ浦和花月〒336-0932 （後発調２）第2268号      平成28年10月 1日
     薬局 さいたま市緑区中尾２６０－１
     048-875-5365  (048-810-4862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182650,152,2 おか調剤薬局　さいた〒336-0912 （後発調２）第2079号      平成28年 7月 1日
     ま東店 さいたま市緑区馬場１－６－１　
     小牧ビル１Ｆ
     048-875-3502  (048-875-3602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183650,153,0 阪神調剤薬局　浦和店〒336-0911 （後発調２）第2029号      平成28年 6月 1日
     さいたま市緑区三室２４６６－２
     048-810-5730  (048-810-5731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184650,161,3 創健薬局　南浦和店 〒336-0024 （後発調２）第2596号      平成29年 5月 1日
     さいたま市南区根岸１－４－８
     048-865-3988  (048-865-3988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1185650,164,7 株式会社　ムサシ薬局〒336-0021 （後発調２）第1996号      平成28年 6月 1日
     さいたま市南区別所７－２－１
     048-865-8989  (048-865-8987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186650,169,6 リズム薬局　日進店 〒331-0823 （後発調２）第2594号      平成29年 5月 1日
     さいたま市北区日進町２－１６５
     ０第８ハクサンハイツ２－１０２
     048-661-8631  (048-661-8632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187650,172,0 坂本薬局 〒336-0926 （後発調２）第2547号      平成29年 4月 1日
     さいたま市緑区東浦和４－１－１
     ５
     048-810-5855  (048-810-5860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188650,175,3 エース薬局 〒337-0051 （後発調２）第1927号      平成28年 5月 1日
     さいたま市見沼区東大宮７－７２
     －３７
     048-682-1701  (048-682-1702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189650,181,1 ひばり薬局　四谷店 〒336-0032 （後発調２）第1858号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区四谷２－１－５
     048-710-5283  (048-710-5284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190650,183,7 いずみ薬局 〒330-0071 （後発調２）第2304号      平成28年11月 1日
     さいたま市浦和区上木崎４－１２
     －１
     048-823-3166  (048-823-3167)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191650,185,2 コスモ薬局　岩槻 〒339-0054 （後発調２）第1942号      平成28年 5月 1日
     さいたま市岩槻区仲町１－１２－
     ２６
     048-749-8282  (048-749-8281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192650,192,8 ことぶき薬局　大宮店〒330-0855 （後発調２）第2856号      平成29年12月 1日
     さいたま市大宮区上小町３９７－
     １　メゾンジュネス１０１
     048-644-3450  (048-644-3451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193650,206,6 志宝薬局　北浦和店 〒330-0074 （後発調２）第1959号      平成28年 5月 1日
     さいたま市浦和区北浦和３－１１
     －１第２北浦和メゾン１Ｆ
     048-824-5066  (048-824-5339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194650,208,2 けやき薬局 〒339-0054 （後発調２）第2474号      平成29年 2月 1日
     さいたま市岩槻区仲町１－２－２
     ３
     048-790-0050  (048-797-5528)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1195650,216,5 ひだまり薬局 〒331-0046 （後発調２）第1859号      平成28年 4月 1日
     さいたま市西区宮前町４０７－１
     048-625-5339  (048-625-5339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196650,223,1 ミラドラ岩槻薬局 〒339-0067 （後発調２）第1860号      平成28年 4月 1日
     さいたま市岩槻区西町１丁目１－
     ２６　１階
     048-749-5070  (048-749-5071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197650,225,6 サイトウ薬局　うらわ〒330-0063 （後発調２）第2792号      平成29年11月 1日
     高砂店 さいたま市浦和区高砂１－２－１
     エイペックスタワー浦和１０６
     048-795-7831  (048-795-7832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198650,229,8 わかば薬局南与野店 〒338-0013 （後発調２）第2655号      平成29年 7月 1日
     さいたま市中央区鈴谷２－７１７
     －１
     048-816-5777  (048-816-5777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199650,231,4 ウエルシア薬局さいた〒331-0822 （後発調２）第2978号      平成30年 3月 1日
     ま奈良町店 さいたま市北区奈良町３９－２
     048-662-8818  (048-662-8818)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200650,233,0 北浦和中央薬局 〒338-0011 （後発調２）第1862号      平成28年 4月 1日
     さいたま市中央区新中里１－３－
     ３　Ｂ号室
     048-815-8055  (048-815-8056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201650,238,9 アイリス薬局 〒336-0926 （後発調２）第2872号      平成30年 1月 1日
     さいたま市緑区東浦和１－２１－
     １１
     048-874-3611  (048-874-3611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202650,241,3 ライオン薬局 〒336-0015 （後発調２）第1863号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区太田窪２９２４－
     ５
     048-884-6730  (048-884-6731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203650,244,7 みんなの薬局 〒338-0013 （後発調２）第2817号      平成29年12月 1日
     さいたま市中央区鈴谷８－９－２
     048-851-1370  (048-851-1380)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204650,245,4 イオン薬局　浦和美園〒336-0967 （後発調２）第3011号      平成30年 3月 1日
     店 さいたま市緑区美園五丁目５０番
     地１
     048-812-6389  (048-812-6390)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1205650,249,6 スギ薬局　浦和上木崎〒330-0071 （後発調２）第2869号      平成30年 1月 1日
     店 さいたま市浦和区上木崎４－９－
     １５ヤオコー浦和上木崎店２階
     048-814-2700  (048-814-2704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206650,252,0 スギ薬局　岩槻西町店〒339-0067 （後発調２）第2850号      平成29年12月 1日
     さいたま市岩槻区西町２－５－１
     ヤオコー岩槻西町店内　１階
     048-749-2511  (048-758-6435)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207650,255,3 つぐみ薬局 〒337-0017 （後発調２）第2063号      平成28年 7月 1日
     さいたま市見沼区風渡野３２２－
     １
     048-688-8727  (048-688-8727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208650,256,1 スギ薬局　浦和元町店〒330-0073 （後発調２）第3033号      平成30年 3月 1日
     さいたま市浦和区元町２－２３－
     ２７
     048-871-1225  (048-884-0146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209650,259,5 アサイ薬局　西口店 〒337-0051 （後発調２）第1864号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区東大宮４－１２
     －７　クリフビル２階
     048-661-8371  (048-661-8388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210650,260,3 鈴木薬局　東大宮駅前〒337-0051 （後発調２）第2837号      平成29年12月 1日
     店 さいたま市見沼区東大宮４丁目１
     ９―７
     048-778-7105  (048-778-7105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211650,265,2 ハルビ薬局 〒331-0812 （後発調２）第2325号      平成28年11月 1日
     さいたま市北区宮原町３丁目５７
     ０番地　メゾン・ド・レイ１Ｆ
     048-663-1308  (048-663-1430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212650,267,8 ドラッグセイムス　東〒337-0051 （後発調２）第2848号      平成29年12月 1日
     大宮西口薬局 さいたま市見沼区東大宮２－３５
     －２
     048-666-0905  (048-669-2552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213650,268,6 トリム薬局　さいたま〒338-0824 （後発調２）第1866号      平成28年 4月 1日
     店 さいたま市桜区上大久保８８９－
     ７
     048-851-0081  (048-851-0082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1214650,269,4 ファーマライズ薬局　〒338-0014 （後発調２）第2450号      平成29年 2月 1日
     さいたま店 さいたま市中央区上峰１－２２－
     ８
     048-855-0567  (048-855-3252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215650,271,0 こもれび薬局 〒331-0052 （後発調２）第2382号      平成29年 1月 1日
     さいたま市西区三橋６－１７４３
     －３
     048-626-0231  (048-626-0231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216650,272,8 ひまわり薬局 〒336-0017 （後発調２）第2896号      平成30年 2月 1日
     さいたま市南区南浦和３－４３－
     ９　神野様方１階
     048-871-1193  (048-871-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217650,275,1 サイトウ薬局　うらわ〒330-0064 （後発調２）第1965号      平成28年 5月 1日
     岸町店 さいたま市浦和区岸町２－９－２
     ８
     048-762-3018  (048-762-3017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218650,277,7 富士薬品　北浦和薬局〒330-0061 （後発調２）第2317号      平成28年11月 1日
     さいたま市浦和区常盤９－３４－
     １８
     048-833-8934  (048-834-3335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219650,278,5 共創未来　さいたま薬〒336-0911 （後発調２）第2226号      平成28年 9月 1日
     局 さいたま市緑区三室２４５９
     048-810-5671  (048-810-5672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220650,281,9 鈴木薬局　宮原店 〒331-0812 （後発調２）第2092号      平成28年 7月 1日
     さいたま市北区宮原町３－３９９
     048-653-8284  (048-653-8284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221650,288,4 ドラッグセイムス与野〒338-0013 （後発調２）第2481号      平成29年 2月 1日
     鈴谷薬局 さいたま市中央区鈴谷４－５－１
     ５
     048-859-6571  (048-859-6572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222650,289,2 ひばり薬局　花の丘店〒331-0045 （後発調２）第1867号      平成28年 4月 1日
     さいたま市西区内野本郷５７８－
     ４
     048-779-8763  (048-779-8764)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1223650,290,0 スギ薬局　日進店 〒331-0823 （後発調２）第2851号      平成29年12月 1日
     さいたま市北区日進町二丁目１９
     １６番８　ヨークマート日進店２
     階
     048-669-1355  (048-663-1522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224650,296,7 さくら薬局　東大宮店〒337-0051 （後発調２）第1868号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区東大宮２－２４
     －２
     048-669-2605  (048-669-2606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225650,299,1 さくら薬局　今羽店 〒331-0801 （後発調２）第2577号      平成29年 5月 1日
     さいたま市北区今羽町３７－１２
     048-653-1650  (048-653-1651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226650,300,7 雄飛堂薬局　文蔵店 〒336-0025 （後発調２）第1908号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区文蔵３－１１－３
     048-866-1501  (048-866-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227650,301,5 雄飛堂薬局　本郷町店〒331-0802 （後発調２）第2270号      平成28年10月 1日
     さいたま市北区本郷町５５７－２
     048-652-1234  (048-652-1234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228650,304,9 あいあい薬局　浦和美〒336-0967 （後発調２）第1948号      平成28年 5月 1日
     園店 さいたま市緑区美園６丁目９番地
     １１　エスイーシーコンタクトビ
     ル１Ｆ
     048-812-6767  (048-812-6769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229650,308,0 ひばり薬局　鈴谷店 〒338-0013 （後発調２）第1870号      平成28年 4月 1日
     さいたま市中央区鈴谷６－８－１
     ８
     048-764-8690  (048-764-8691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230650,310,6 メディスンショップ大〒337-0016 （後発調２）第1934号      平成28年 5月 1日
     宮七里薬局 さいたま市見沼区東門前４３－１
     　松澤ビル
     048-795-6027  (048-795-6028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231650,315,5 サイトウ薬局　北浦和〒330-0074 （後発調２）第2277号      平成28年10月 1日
     西口店 さいたま市浦和区北浦和４－３－
     １　かとれあビル
     048-815-5885  (048-815-5882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1232650,316,3 株式会社　武蔵野調剤〒338-0001 （後発調２）第3002号      平成30年 3月 1日
     薬局　中央店 さいたま市中央区上落合９－１１
     －１２
     048-762-3970  (048-762-3971)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233650,325,4 スギ薬局　岩槻駅東口〒339-0057 （後発調２）第2717号      平成29年 9月 1日
     店 さいたま市岩槻区本町３丁目２番
     ５号　岩槻ＷＡＴＳＵ東館１階
     048-749-2055  (048-756-3565)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234650,326,2 ひばり薬局　内野本郷〒331-0045 （後発調２）第2088号      平成28年 7月 1日
     店 さいたま市西区内野本郷４４９－
     １２
     048-782-9533  (048-782-9534)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235650,331,2 イオン薬局　北浦和店〒330-0061 （後発調２）第3030号      平成30年 3月 1日
     さいたま市浦和区常盤１０－２０
     －２９　
     048-822-3946  (048-822-3948)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236650,335,3 ほのぼの薬局 〒337-0017 （後発調２）第1954号      平成28年 5月 1日
     さいたま市見沼区大字風渡野字川
     東３４
     048-812-5024  (048-812-5674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237650,337,9 あい薬局　南浦和店 〒336-0017 （後発調２）第2318号      平成28年11月 1日
     さいたま市南区南浦和２－１２－
     １８　松永ビル１階
     048-813-0055  (048-813-0066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238650,339,5 さつき薬局 〒331-0814 （後発調２）第1586号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区東大成町２－２５
     ４
     048-651-4193  (048-651-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239650,341,1 大和田鈴薬局 〒337-0053 （後発調２）第1872号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区大和田町１－９
     ３７－１
     048-812-7151  (048-812-7152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240650,342,9 スター調剤薬局 〒331-0061 （後発調２）第1873号      平成28年 4月 1日
     さいたま市西区西遊馬１２５９
     048-623-5700  (048-623-5550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1241650,344,5 あおぞら調剤薬局 〒330-0842 （後発調２）第2022号      平成28年 6月 1日
     さいたま市大宮区浅間町１－１８
     ８
     048-648-7400  (048-648-7400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242650,346,0 ファミリー薬局　奈良〒331-0822 （後発調２）第2824号      平成29年12月 1日
     町店 さいたま市北区奈良町１６３－２
     048-661-2539  (048-661-2540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243650,347,8 サン＆グリーン薬局　〒336-0015 （後発調２）第1977号      平成28年 5月 1日
     だいたくぼ さいたま市南区太田窪１９８０－
     ４
     048-826-5890  (048-811-1230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244650,354,4 雄飛堂薬局　浦和原山〒336-0931 （後発調２）第2312号      平成28年11月 1日
     店 さいたま市緑区原山４－４－１
     048-813-7703  (048-813-7708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245650,355,1 ファーコス薬局　浦和〒338-0013 （後発調２）第2143号      平成28年 8月 1日
     さいたま市中央区鈴谷５－１４－
     ２２
     048-851-6934  (048-851-6935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246650,357,7 ファーコス薬局　与野〒338-0003 （後発調２）第1874号      平成28年 4月 1日
     さいたま市中央区本町東１－６－
     １　大野ビル１０１
     048-851-0777  (048-851-0778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247650,358,5 ファーコス薬局　東大〒331-0814 （後発調２）第2876号      平成30年 1月 1日
     成 さいたま市北区東大成町２－８０
     －１　東和ビル１階
     048-661-2880  (048-661-2881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248650,360,1 浦和ハート薬局 〒336-0041 （後発調２）第1875号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区広ケ谷戸２９９－
     ２
     048-826-6154  (048-826-6154)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249650,362,7 ドラッグセイムス吉敷〒330-0843 （後発調２）第2945号      平成30年 2月 1日
     薬局 さいたま市大宮区吉敷町３－２１
     ２
     048-658-1235  (048-658-1236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250650,363,5 すずらん薬局　七里店〒337-0005 （後発調２）第1876号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区小深作５６８－
     ５
     048-872-6941  (048-872-6942)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1251650,366,8 ナチュール仲町薬局 〒330-0062 （後発調２）第2180号      平成28年 8月 1日
     さいたま市浦和区仲町２－９－１
     ７
     048-832-2000  (048-832-2000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252650,368,4 コーカ堂調剤薬局 〒336-0932 （後発調２）第2806号      平成29年11月 1日
     さいたま市緑区中尾５７７－１
     048-873-6231  (048-873-6232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253650,371,8 アイン薬局　浦和美園〒336-0967 （後発調２）第2635号      平成29年 6月 1日
     店 さいたま市緑区美園４－１８－６
     048-829-7893  (048-829-7895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254650,373,4 ドラッグセイムス　見〒337-0014 （後発調２）第2847号      平成29年12月 1日
     沼大谷薬局 さいたま市見沼区大字大谷１７８
     ３
     048-681-5561  (048-681-5562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255650,384,1 日本調剤　南浦和薬局〒336-0017 （後発調２）第1877号      平成28年 4月 1日
     さいたま市南区南浦和２－４２－
     １５
     048-813-1180  (048-813-1181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256650,386,6 アクト薬局　土呂店 〒331-0804 （後発調２）第2424号      平成29年 1月 1日
     さいたま市北区土呂町１－１５－
     ３８　明治ビル１Ｆ
     048-651-3455  (048-651-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257650,393,2 あすなろ薬局　南与野〒338-0013 （後発調２）第1878号      平成28年 4月 1日
     店 さいたま市中央区鈴谷２－６３５
     －１
     048-711-1293  (048-711-1295)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258650,400,5 さくらそう薬局　北浦〒338-0011 （後発調２）第2199号      平成28年 8月 1日
     和店 さいたま市中央区新中里１－１－
     １－２
     048-799-3741  (048-799-3745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259650,404,7 雄飛堂薬局　原山２号〒336-0931 （後発調２）第2556号      平成29年 4月 1日
     店 さいたま市緑区原山４－４－１　
     048-711-2272  (048-711-2274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260650,407,0 ドラッグセイムス　東〒336-0926 （後発調２）第2206号      平成28年 8月 1日
     浦和薬局 さいたま市緑区東浦和１－４－１
     ６　
     048-810-5366  (048-810-5367)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1261650,408,8 さくら薬局　南浦和店〒336-0017 （後発調２）第2995号      平成30年 3月 1日
     さいたま市南区南浦和２－２－１
     ７　幸メゾン１Ｆ
     048-885-1337  (048-885-1337)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262650,417,9 そよ風薬局　大宮店 〒331-0814 （後発調２）第1879号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区東大成町２－４３
     ７　
     048-782-7690  (048-782-7691)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263650,421,1 氷川薬局 〒330-0805 （後発調２）第2997号      平成30年 3月 1日
     さいたま市大宮区寿能町２－７０
     －２　
     048-658-8777  (048-658-8778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264650,423,7 パーク薬局 〒330-0053 （後発調２）第1880号      平成28年 4月 1日
     さいたま市浦和区前地３－１７－
     ２２　
     048-883-5739  (048-883-5661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265650,424,5 志宝薬局　日進店 〒331-0823 （後発調２）第2656号      平成29年 7月 1日
     さいたま市北区日進町３－４２６
     －３
     048-669-1589  (048-669-1590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266650,426,0 デイリーケアセイジョ〒336-0025 （後発調２）第1882号      平成28年 4月 1日
     ー薬局　南浦和西口店さいたま市南区文蔵２－２－１
     048-836-4300  (048-836-4302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267650,430,2 かえで薬局　東大宮店〒337-0051 （後発調２）第2512号      平成29年 3月 1日
     さいたま市見沼区東大宮４－２－
     ２　ロマーナ伍番館１０２　
     048-793-6046  (048-793-6046)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268650,433,6 ウエルシア薬局さいた〒336-0931 （後発調２）第2527号      平成29年 4月 1日
     ま原山２号店 さいたま市緑区原山１－２－２　
     048-811-1900  (048-811-1901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269650,435,1 キリン堂薬局　北浦和〒330-0074 （後発調２）第1881号      平成28年 4月 1日
     駅前店 さいたま市浦和区北浦和１－１－
     １１登坂ビル２階
     048-813-1260  (048-813-1261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270650,436,9 レジーナ薬局　浦和駅〒330-0063 （後発調２）第1883号      平成28年 4月 1日
     前店 さいたま市浦和区高砂２－７－７
     048-815-7707  (048-815-7708)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1271650,439,3 イオン薬局　第二浦和〒336-0967 （後発調２）第1884号      平成28年 4月 1日
     美園店 さいたま市緑区美園五丁目５０番
     地１
     048-812-6356  (048-812-6358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272650,441,9 心愛薬局　本郷店 〒331-0802 （後発調２）第1885号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区本郷町１３５－２
     048-671-9341  (048-671-9342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273650,454,2 全快堂薬局　七里店 〒337-0016 （後発調２）第1886号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区東門前２６－３
     048-797-8201  (048-797-8202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274650,455,9 くろす薬局 〒330-0801 （後発調２）第2981号      平成30年 3月 1日
     さいたま市大宮区土手町２－１－
     ４
     048-782-8897  (048-782-8897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275650,459,1 たから薬局　原山店 〒336-0931 （後発調２）第2761号      平成29年10月 1日
     さいたま市緑区原山１－１２－１
     ４
     048-711-6820  (048-711-6821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276650,460,9 わかくさ薬局　北与野〒338-0001 （後発調２）第1887号      平成28年 4月 1日
     店 さいたま市中央区上落合３－３－
     ５
     048-829-9440  (048-829-9441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277650,463,3 ぽっぽ薬局 〒330-0852 （後発調２）第1976号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区大成町１－１１
     ８－２
     048-783-5111  (048-668-2222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278650,469,0 かおる薬局 〒331-0815 （後発調２）第1889号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区大成町４丁目３１
     ８－３
     048-783-5113  (048-783-5114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279650,470,8 志宝薬局　与野本町店〒338-0003 （後発調２）第3000号      平成30年 3月 1日
     さいたま市中央区本町東３－４－
     １マルミビル１Ｆ
     048-859-8077  (048-859-8078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280650,472,4 与野調剤薬局 〒338-0002 （後発調２）第2794号      平成29年11月 1日
     さいたま市中央区下落合１０２４
     048-822-5360  (048-833-9659)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1281650,474,0 菜の花調剤 〒330-0856 （後発調２）第1909号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区三橋２－８７３
     －３
     048-640-1077  (048-640-1078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282650,476,5 ファルマプリベ薬局 〒330-0061 （後発調２）第2032号      平成28年 6月 1日
     さいたま市浦和区常盤９－１９－
     ９武蔵野ビル　１Ｆ
     048-822-4955  (048-822-5050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283650,480,7 神明台薬局 〒330-0065 （後発調２）第2827号      平成29年12月 1日
     さいたま市浦和区神明１－２３－
     ６
     048-823-7222  (048-823-7223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284650,481,5 スギ薬局　浦和駅東口〒330-0056 （後発調２）第3032号      平成30年 3月 1日
     店 さいたま市浦和区東仲町１１番５
     号　ガーデンビル１階
     048-829-7826  (048-829-7827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285650,488,0 ソーシン薬局　南浦和〒336-0026 （後発調２）第1890号      平成28年 4月 1日
     店 さいたま市南区 １－２６－８
     048-864-5268  (048-864-5268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286650,490,6 あおぞら調剤薬局　大〒330-0844 （後発調２）第1891号      平成28年 4月 1日
     宮店 さいたま市大宮区下町３－７－１
     　Ｓ１０１号
     048-788-2866  (048-788-2867)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287650,491,4 あいあい薬局　岩槻店〒339-0061 （後発調２）第1892号      平成28年 4月 1日
     さいたま市岩槻区岩槻６８６２－
     ２
     048-876-9078  (048-876-9079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288650,492,2 さくらそう薬局 〒338-0831 （後発調２）第1913号      平成28年 5月 1日
     さいたま市桜区南元宿１－１５－
     ２５
     048-789-7415  (048-789-7416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289650,495,5 ドラッグセイムス　浦〒330-0055 （後発調２）第2366号      平成28年12月 1日
     和駅東口薬局 さいたま市浦和区東高砂町９－１
     　ＳＵＭＩＤＡ　ＯＮＥ　１Ｆ
     048-813-1670  (048-813-1671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1290650,497,1 そうごう薬局　中浦和〒338-0832 （後発調２）第2309号      平成28年11月 1日
     店 さいたま市桜区西堀５丁目３番４
     ０号
     048-711-9701  (048-711-9702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291650,499,7 彩の森薬局 〒331-0804 （後発調２）第1893号      平成28年 4月 1日
     さいたま市北区土呂町１５２１－
     ２
     048-788-3381  (048-788-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292650,500,2 有限会社　ふれあい薬〒339-0007 （後発調２）第1894号      平成28年 4月 1日
     局　岩槻店 さいたま市岩槻区諏訪３－２－２
     048-793-0200  (048-793-0202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293650,501,0 スギ薬局　大宮堀崎店〒337-0052 （後発調２）第2804号      平成29年11月 1日
     さいたま市見沼区堀崎町５４８番
     地１
     048-878-8371  (048-878-8372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294650,502,8 みどり薬局 〒336-0967 （後発調２）第1896号      平成28年 4月 1日
     さいたま市緑区美園５丁目４３番
     地１８
     048-711-9451  (048-711-9452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295650,507,7 ひまわり薬局 〒330-0851 （後発調２）第1898号      平成28年 4月 1日
     さいたま市大宮区櫛引町１－５１
     ７
     048-782-4637  (048-782-4638)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296650,511,9 アイン薬局　浦和店 〒336-0911 （後発調２）第2330号      平成28年11月 1日
     さいたま市緑区三室字北宿２４６
     ７－１９
     048-810-5685  (048-810-5686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297650,512,7 きらり薬局　岩槻 〒339-0057 （後発調２）第2204号      平成28年 8月 1日
     さいたま市岩槻区本町１－５－３
     　岩波榮一ビル２Ｆ
     048-797-8172  (048-797-8174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298650,513,5 もも木薬局 〒337-0051 （後発調２）第1899号      平成28年 4月 1日
     さいたま市見沼区東大宮２－５９
     －２
     048-665-3922  (048-652-8987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299650,514,3 かばさん薬局　栄和店〒338-0823 （後発調２）第1931号      平成28年 5月 1日
     さいたま市桜区栄和１－８－２５
     048-762-6167  (048-762-6176)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1300650,516,8 みどりの薬局 〒330-0074 （後発調２）第2044号      平成28年 6月 1日
     さいたま市浦和区北浦和１－１６
     －７
     048-741-8662  (048-741-8662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301650,517,6 鈴木薬局　東大宮東口〒337-0051 （後発調２）第2400号      平成29年 1月 1日
     店 さいたま市見沼区東大宮５－５３
     －３
     048-683-2727  (048-683-2727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302650,520,0 りんりん薬局　南中野〒337-0042 （後発調２）第2087号      平成28年 7月 1日
     店 さいたま市見沼区南中野８６０－
     １
     048-741-8842  (048-741-8842)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303650,521,8 日本調剤大宮東口薬局〒330-0846 （後発調２）第2335号      平成28年11月 1日
     さいたま市大宮区大門町２－１０
     ８－５
     048-640-3830  (048-640-3831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304650,523,4 ウェルケア薬局 〒336-0025 （後発調２）第2186号      平成28年 8月 1日
     さいたま市南区文蔵１－９－８　
     ラファミーユ１０１号室
     048-753-9658  (048-753-9659)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305650,524,2 フジハル薬局 〒336-0017 （後発調２）第2653号      平成29年 7月 1日
     さいたま市南区南浦和３－２８－
     ６
     048-883-1277  (048-881-3796)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306650,525,9 エンゼルス薬局 〒331-0823 （後発調２）第2921号      平成30年 2月 1日
     さいたま市北区日進町２－１０８
     １－４　１階
     048-653-0029  (048-729-4373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307650,529,1 日進薬局 〒331-0823 （後発調２）第2939号      平成30年 2月 1日
     さいたま市北区日進町１－３２１
     048-666-8114  (048-666-8115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308650,532,5 かせ薬局 〒331-0047 （後発調２）第2364号      平成28年12月 1日
     さいたま市西区指扇１３９７－２
     ７
     048-780-2162  (048-780-2165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1309650,534,1 南浦和駅前薬局 〒336-0018 （後発調２）第2419号      平成29年 1月 1日
     さいたま市南区南本町２－１２－
     ３
     048-789-6947  (048-789-6948)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310650,538,2 アイセイ薬局　大宮片〒337-0024 （後発調２）第2349号      平成28年10月 1日
     柳店 さいたま市見沼区片柳１３１３－
     ７
     048-615-0011  (048-615-0012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311650,541,6 みやこ薬局　東浦和店〒336-0911 （後発調２）第2724号      平成29年 9月 1日
     さいたま市緑区三室１３２５－５
     048-711-3865  (048-711-3866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312650,542,4 セントラル薬局　武蔵〒336-0021 （後発調２）第2491号      平成29年 3月 1日
     浦和駅前 さいたま市南区別所６－１５－１
     ２
     048-826-6378  (048-826-6379)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313650,550,7 ハーブ薬局 〒336-0025 （後発調２）第2619号      平成29年 6月 1日
     さいたま市南区文蔵２－４－９－
     １０２
     048-826-6285  (048-826-6285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314650,551,5 きらら薬局 〒331-0046 （後発調２）第2629号      平成29年 6月 1日
     さいたま市西区宮前町７９５－１
     048-788-1116  (048-788-1153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315650,553,1 ウェルパーク薬局　東〒336-0926 （後発調２）第2868号      平成30年 1月 1日
     浦和駅前店 さいたま市緑区東浦和５－１０－
     ２
     048-762-6896  (048-762-6897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316650,554,9 サークル薬局　さいた〒338-0001 （後発調２）第2680号      平成29年 8月 1日
     ま中央店 さいたま市中央区上落合８－２－
     １２　メディコムさいたま新都心
     ビル１階
     048-799-2898  (048-799-2891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317650,555,6 ファーマライズ薬局　〒337-0042 （後発調２）第2666号      平成29年 7月 1日
     見沼店 さいたま市見沼区南中野５６０－
     １
     048-680-3580  (048-680-3581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1318650,557,2 コスモ薬局　土呂 〒331-0804 （後発調２）第2884号      平成30年 1月 1日
     さいたま市北区土呂町２－１２－
     ２０　１階
     048-782-9620  (048-782-9621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319650,558,0 セキ薬局　南中野店 〒337-0042 （後発調２）第2696号      平成29年 8月 1日
     さいたま市見沼区南中野６０１
     048-680-7000  (048-680-7000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320650,561,4 クオール薬局　西大宮〒331-0078 （後発調２）第2787号      平成29年11月 1日
     店 さいたま市西区西大宮一丁目１番
     地１１
     048-871-7689  (048-856-9390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321650,562,2 日本調剤　大宮中央薬〒331-0814 （後発調２）第2759号      平成29年10月 1日
     局 さいたま市北区東大成町１－３３
     ３－３
     048-778-9022  (048-778-9122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322650,565,5 有限会社　白田薬局　〒330-0854 （後発調２）第2980号      平成30年 3月 1日
     桜木店 さいたま市大宮区桜木町１－１８
     ２－１
     048-649-1554  (048-649-1553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323650,566,3 グラム薬局　与野店 〒338-0002 （後発調２）第2708号      平成29年 7月 1日
     さいたま市中央区下落合７－１－
     ２５
     048-823-5251  (048-823-5252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324650,567,1 グラム薬局　針ヶ谷店〒330-0075 （後発調２）第2841号      平成29年12月 1日
     さいたま市浦和区針ヶ谷３－１１
     －１５
     048-835-7274  (048-835-7275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325650,569,7 コスモ薬局　上落合 〒338-0001 （後発調２）第2834号      平成29年12月 1日
     さいたま市中央区上落合９－４－
     １６
     048-829-9213  (048-829-9214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326650,570,5 薬局マツモトキヨシ　〒337-0006 （後発調２）第2840号      平成29年12月 1日
     ハレノテラス東大宮店さいたま市見沼区島町３９３
     048-686-2680  (048-686-2680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327650,572,1 ウエスト薬局 〒331-0078 （後発調２）第2870号      平成30年 1月 1日
     さいたま市西区西大宮１－１０－
     １８
     048-782-4157  (048-782-4158)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項 番

平成30年 3月 1日 後発医薬品調剤体制加算２　薬局］ 平成30年 3月28日    189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

 1328650,575,4 スマイル北浦和薬局 〒330-0074 （後発調２）第2775号      平成29年 9月 1日
     さいたま市浦和区北浦和４－３－
     １１　トンボビル１階
     048-826-6516  (048-826-6517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329650,576,2 さくら薬局浦和美園店〒336-0967 （後発調２）第2979号      平成30年 3月 1日
     さいたま市緑区美園４－１７－１
     048-711-7512  (048-711-7513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330650,579,6 かがやき調剤薬局 〒330-0851 （後発調２）第3022号      平成30年 3月 1日
     さいたま市大宮区櫛引町１－２６
     ２－１－１０２
     048-871-9637  (048-871-9647)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331650,580,4 彩芽薬局 〒330-0063 （後発調２）第2923号      平成30年 2月 1日
     さいたま市浦和区高砂２－７－７
     　セブンビル２階
     048-822-8806  (048-822-8807)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332650,585,3 かばさん薬局　南浦和〒336-0018 （後発調２）第2982号      平成29年12月27日
     店 さいたま市南区南本町２－１－２
     　３１１
     048-711-7244  (048-711-7245)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333650,586,1 サエラ薬局　北与野店〒338-0001 （後発調２）第2958号      平成30年 1月 1日
     さいたま市中央区上落合１－１１
     －１５　アスク新都心ビル　１Ｆ
     048-711-5241  (048-711-5242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334660,002,7 セキ薬局　白岡中央店〒349-0217 （後発調２）第3014号      平成30年 3月 1日
     白岡市小久喜９８０－１　
     0480-90-5522  (0480-90-5522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335660,008,4 スギ薬局　新白岡店 〒349-0212 （後発調２）第1901号      平成28年 4月 1日
     白岡市新白岡３－４０－１
     0480-93-7440  (0480-38-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336660,010,0 セキ薬局　新白岡店 〒349-0212 （後発調２）第2695号      平成29年 8月 1日
     白岡市新白岡４－６－１３　ルネ
     新白岡駅前１０７号室
     0480-90-1500  (0480-90-1500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337660,011,8 ひよこ薬局 〒349-0204 （後発調２）第2047号      平成28年 6月 1日
     白岡市篠津字神山１９３５番６
     0480-44-9803  (0480-44-9804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


