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施設名 都道府県

新札幌中央薬局 北海道

なの花薬局苫小牧双葉店 北海道

日本調剤　旭川薬局 北海道

日本調剤　医大前調剤薬局 北海道

日本調剤　北十二条調剤薬局 北海道

日本調剤　札医大前薬局 北海道

（一社）あおもり健康企画　大野あけぼの薬局 青森県

日本調剤　弘前薬局 青森県

日本調剤　岩手医大前薬局 岩手県

アイン薬局台原 宮城県

青葉の杜薬局　東北大病院前店 宮城県

日本調剤　東北大前薬局 宮城県

ひかり薬局大学病院前調剤センター 宮城県

ひかり薬局台原 宮城県

アイン薬局　県立中央店 山形県

アイン薬局　県立中央2号店 山形県

日本調剤　山形大前薬局 山形県

けや木薬局 福島県

アイン薬局　つくば天久保店 茨城県

クオール薬局つくば桐の葉モール店 茨城県

なの花薬局水戸駅前店 茨城県

あきやま薬局 栃木県

ピノキオ薬局南河内店 栃木県

アイン薬局 前橋店 群馬県

あずまみまもり薬局 群馬県

共創未来 太田薬局 群馬県

プラス薬局高崎吉井店 群馬県

ウエルシア薬局上尾弁財店 埼玉県

はなまる薬局 新座店 埼玉県

みどりの薬局 埼玉県

あやめ薬局　下志津店 千葉県

かえで薬局 千葉県

クオール薬局　いのはなテラス店 千葉県

つなぐ薬局　柏 千葉県

とまと薬局　千葉中央店 千葉県

ファーコス薬局だいした 千葉県

日本調剤　北里薬局 神奈川県

阪神調剤薬局　相模原協同病院前店 神奈川県

薬樹薬局宮前平２号店 神奈川県

一般社団法人日本医療薬学会 地域薬学ケア専門薬剤師認定制度

地域薬学ケア専門薬剤師研修施設（連携施設）名簿
≪ 施設数 ： １８８施設 ≫
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施設名 都道府県

アイン薬局 板橋店 東京都

アイン薬局　西新宿店 東京都

アイン薬局　三崎店 東京都

スエヤス調剤薬局文京店 東京都

すばる薬局 東京都

つなぐ薬局　足立 東京都

ノムラ薬局高尾店 東京都

ファーコス薬局新宿 東京都

薬局ホームケアファーマシー田無店 東京都

ゆうま薬局 東京都

蘭調剤薬局 東京都

和同会薬局　駿河台店 東京都

和同会薬局　湯島店 東京都

飯山土屋薬局 長野県

茅野土屋薬局 長野県

長野県薬剤師会会営薬局 長野県

日本調剤　佐久薬局 長野県

若里土屋薬局 長野県

アイン薬局富山大学病院前店 富山県

アイン薬局富山西店 富山県

特定非営利活動法人とやまコミュメデ・ラボ　やくとファーマシー大島 富山県

福野ひまわり薬局 富山県

兼六薬局 石川県

コトブキ薬局七尾店 石川県

太平寺らいふ薬局 石川県

てまり南部薬局 石川県

フラワー薬局南ヶ丘病院店 石川県

若葉らいふ薬局 石川県

株式会社ナチュラルライフ　木田らいふ薬局 福井県

福井県薬業株式会社　なごみ薬局　和田店 福井県

うさぎ薬局草薙店 静岡県

うさぎ薬局　高島店 静岡県

杏林堂薬局浜松医大調剤センター 静岡県

㈲やまうち薬局　相生町店 静岡県

レモン薬局三方原店 静岡県

アイン薬局 小牧店 愛知県

沖勘六薬局 愛知県

ココカラファイン薬局　八事日赤前店 愛知県

スギ薬局名古屋大学病院店 愛知県

スズキ調剤薬局 愛知県

センター調剤薬局　豊田厚生病院前店 愛知県

日本調剤　中村薬局 愛知県

アイン薬局まつなみ健康増進クリニック店 岐阜県
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ピノキオ薬局　蘇原店 岐阜県

一般社団法人三重県薬剤師会会営津調剤薬局 三重県

一般社団法人三重県薬剤師会会営久居調剤薬局 三重県

イワオ薬局日赤前ミタス伊勢店 三重県

けやき調剤薬局 三重県

こうなん薬局 三重県

ココカラファイン薬局　日赤前店 三重県

ココカラファイン薬局　ミタス伊勢店 三重県

阪神調剤薬局　三重大前店 三重県

フラワー薬局西丸の内店 三重県

モリワキ薬局 三重県

滋賀県薬剤師会会営薬局 滋賀県

日本調剤　滋賀医大前薬局 滋賀県

阪神調剤薬局　草津総合病院前店 滋賀県

フロンティア薬局滋賀医大店 滋賀県

フロンティア薬局本宮店 滋賀県

一般社団法人メディカプラン京都　すこやか薬局 京都府

オーツカ調剤薬局府立医大前店 京都府

日本調剤　船井薬局 京都府

アイン薬局　宝塚店 兵庫県

かもめ薬局中津店 兵庫県

日本調剤　ポートアイランド薬局 兵庫県

阪神調剤薬局　伊丹店 兵庫県

阪神調剤薬局　神戸日赤前店 兵庫県

阪神調剤薬局　神鋼店 兵庫県

阪神調剤薬局　神大店 兵庫県

フロンティア薬局　宝塚店 兵庫県

アイン薬局　阪南中央病院店 大阪府

アイン薬局　八尾店 大阪府

L.H.Wファーマシー東住吉店 大阪府

かるがも薬局豊中店 大阪府

ココカラファイン薬局大阪国際がんセンター店 大阪府

さつき薬局 大阪府

スギ薬局　福町店 大阪府

そうごう薬局　梅田北店 大阪府

そうごう薬局　崇禅寺店 大阪府

なの花薬局中津店 大阪府

日本調剤光明池薬局 大阪府

日本調剤 高槻薬局 大阪府

日本調剤　阪大前薬局 大阪府

ハザマ薬局　茨木彩都店 大阪府

阪神調剤薬局　大阪がんセンター店 大阪府

阪神調剤薬局　阪急上新庄店 大阪府
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ファーコス薬局ふくしま 大阪府

ファーマシイ薬局しまね医大前 島根県

アイン薬局　岡大病院店 岡山県

あかり薬局平島西店 岡山県

あかり薬局本店 岡山県

Ｅ薬局津山店 岡山県

Ｅ薬局竜操店 岡山県

岡薬局田中店 岡山県

日本調剤　岡大前薬局 岡山県

日本調剤　北長瀬薬局 岡山県

マスカット薬局倉敷店 岡山県

ぎおん薬局 広島県

ココカラファイン薬局　安佐市民病院前店 広島県

純薬株式会社　第一薬局廿日市 広島県

のぞみ薬局本店 広島県

アイン薬局　徳島大学病院店 徳島県

安西番町薬局 香川県

きむら調剤薬局 香川県

スター薬局大野原店 香川県

あい薬局本店 愛媛県

エビスヤ薬局志津川店 愛媛県

ゆき薬局 愛媛県

㈱アインファーマシーズ　かじくり薬局 山口県

三栄堂薬局 山口県

大賀薬局　九大病院東門前店 福岡県

株式会社　大賀薬局野芥調剤店 福岡県

さくら薬局　和白店 福岡県

サンキュー薬局　小倉駅北口店 福岡県

サンキュードラッグ千代ケ崎薬局 福岡県

総合メディカル株式会社　そうごう薬局天神中央店 福岡県

阪神調剤薬局　博多駅ビル店 福岡県

福岡市薬剤師会薬局七隈店 福岡県

福岡市薬剤師会薬局百道店 福岡県

福神調剤薬局春日店 福岡県

脇園薬局 福岡県

タイヘイ薬局Aコープ店 佐賀県

タイヘイ薬局メディカルモールおぎ店 佐賀県

タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店 佐賀県

あおかた調剤薬局 長崎県

アイン薬局長崎中央店 長崎県

井手薬局在宅療養支援つむぎ 長崎県

さわせ薬局　大村店 長崎県

どりぃむ薬局 長崎県
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ヤクシン薬局大村駅前店 長崎県

有限会社あい調剤薬局 長崎県

たかだ調剤薬局 大分県

ふるさと薬局 大分県

南佐調剤薬局中央店 大分県

輔仁薬局日赤前店 大分県

(有)キムラ薬局　本店 大分県

泗水中央薬局 熊本県

託麻中央薬局 熊本県

日本調剤　熊本薬局 熊本県

薬局セントラルファーマシー長嶺 熊本県

日本調剤　宮大前薬局 宮崎県

海浜薬局 鹿児島県

とも調剤薬局 鹿児島県

南国タケシタ薬局　市立病院前店 鹿児島県

ひだまり薬局 鹿児島県

南日本薬剤センター薬局 鹿児島県

南日本薬剤センター薬局中山店 鹿児島県

もみじ薬局 鹿児島県

すこやか薬局ライカム店 沖縄県
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