
ジェネリック医薬品取扱い薬局
(後発医薬品調剤体制加算1)

2023年5月17日更新分

新規 医療機関名称 郵便番号 医療機関所在地
たんぽぽ薬局　池田店 563-0025 池田市城南一丁目７番１０号

萩原薬局
563-0017 池田市伏尾台三丁目４番１－１１９伏尾台マ

ンション１階
水月薬局 563-0024 池田市鉢塚三丁目１０番１３号
コスモ薬局 563-0022 池田市旭丘一丁目１０番８号
アルカ池田緑丘薬局 563-0026 池田市緑丘二丁目２番１８号
石橋赤壁薬局 563-0032 池田市石橋一丁目１２番４号
ひまわり薬局　池田店 563-0025 池田市城南一丁目２番３号エルセントロ１階
すみれ薬局 563-0056 池田市栄町７－１３

プラザ薬局　池田みどり丘店
563-0026 池田市緑丘２丁目８－１６池田みどり丘クリ

ニックビル１階
ウエルシア薬局　泉大津我孫子店 595-0031 泉大津市我孫子１丁目２－３７
ふじ薬局　上之町店 595-0046 泉大津市上之町６番２２号
阪神調剤薬局　泉大津店 595-0062 泉大津市田中町３－１８　１階
みのり薬局 595-0023 泉大津市豊中町二丁目６番３号片山ビル１階
日本調剤　泉大津薬局 595-0024 泉大津市池浦町４丁目５－５
バーム薬局 595-0066 泉大津市菅原町２番２８号
上条薬局 595-0015 泉大津市二田町二丁目１４番１３号
おづ薬局 595-0024 泉大津市池浦町四丁目５番８号
エコ薬局 595-0041 泉大津市戎町５－１０
ウエルシア薬局　泉大津寿店 595-0014 泉大津市寿町８－３０
原田薬局 595-0006 泉大津市東助松町２丁目６－６
うえまち薬局 598-0007 泉佐野市上町２丁目２－２０
和み薬局 598-0011 泉佐野市高松北一丁目６番９号
さのケンコー薬局 598-0021 泉佐野市日根野７２３２
レザン薬局 598-0072 泉佐野市泉ケ丘三丁目１番４６号
みのり薬局　鶴原店 598-0071 泉佐野市鶴原１丁目２－２０
ヒカリ薬局 598-0043 泉佐野市大西１丁目１３番１６号
水晶薬局 598-0007 泉佐野市上町三丁目９番３１号
イオン薬局日根野店 598-0021 泉佐野市日根野２４９６－１

泉州薬局　りんくう店
598-0048 泉佐野市りんくう往来北１番りんくうタウン

駅ビル東棟２階２５４号
サニー薬局 598-0006 泉佐野市市場西３丁目４－１１
ウエルシア薬局　泉佐野大宮店 598-0053 泉佐野市大宮町６－８
ウエルシア薬局　泉佐野鶴原店 598-0071 泉佐野市鶴原１２３８番
みどり薬局　りんくう店 598-0048 泉佐野市りんくう往来北２－２２
オレンジ薬局　泉佐野店 598-0011 泉佐野市高松北１－２－４０
スギ薬局　日根野店 598-0021 泉佐野市日根野７１０９

○ いぶき野薬局 594-0041 和泉市いぶき野二丁目９番３号
○ つじた薬局　和泉店 594-1102 和泉市和田町１５８番１

スギ薬局　和泉小田店 594-0074 和泉市小田町２丁目１６－５６
すいせん薬局 594-0073 和泉市和気町４丁目５番１号Ｂ店舗

阪和薬局
594-0071 和泉市府中町７丁目５－５８ハイム森田１階

Ａ号
ウエルシア薬局　和泉和気店 594-0073 和泉市和気町二丁目１１－７
ダイエー光明池店薬局 594-1101 和泉市室堂町８４１－１　２階
はつが野薬局 594-1106 和泉市はつが野３丁目１－７
みどり薬局 594-0076 和泉市肥子町一丁目１０番３７号
すみれ薬局 594-0003 和泉市太町１５８－１８
キモト薬局 594-0065 和泉市観音寺町８４２番地の１

オガワ薬局
594-0004 和泉市王子町二丁目１１番３９号カームネス

ハイツ１階
コシモ薬局　本店 594-0071 和泉市府中町一丁目６番７号
スギ薬局　和泉府中店 594-0076 和泉市肥子町二丁目２番６８号
くるみ薬局 594-0023 和泉市伯太町２丁目２４－４
オレンジ薬局　信太山店 594-0023 和泉市伯太町６丁目９－９　１階
スギ薬局　和泉和田店 594-1102 和泉市和田町２７６番地１
ウエルシア薬局　和泉唐国店 594-1151 和泉市唐国町一丁目１６－６
戎薬局　北信太店 594-0002 和泉市上町６６１－１
ココカラファイン薬局　和泉市立総合医療センター店594-0073 和泉市和気町４丁目５－１
ウエルシア薬局　和泉鶴山台店 594-0003 和泉市太町５５７番地
コアラ薬局　光明池店 594-0031 和泉市伏屋町３－７－３１
スギ薬局　和泉府中東店 594-0071 和泉市府中町４丁目２１－１２

さくら薬局　和泉府中店
594-0071 和泉市府中町７丁目２－５ロイヤルフラット

和泉１階
○ スギ薬局　茨木駅前通り店 567-0888 茨木市駅前４丁目２番２８号
○ くるみ薬局　デュオ 567-0883 茨木市大手町１－１６
○ 大阪茨木さくら薬局 567-0035 茨木市見付山２丁目１－５
○ まる薬局　南茨木店 567-0876 茨木市天王２丁目１０－２４日伸ビル１階

イオン薬局　イオンスタイル新茨木 567-0824 茨木市中津町１８－１

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 1／19
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スギ薬局　茨木平田店 567-0845 茨木市平田２丁目１９－３５
こころ薬局 567-0882 茨木市元町１番２３号
スギ薬局　茨木水尾店 567-0891 茨木市水尾一丁目１６番７号

スギ薬局　総持寺駅前店
567-0806 茨木市庄２丁目１９－１３サンプラザ総持寺

１階
なの花薬局　南茨木駅前店 567-0876 茨木市天王２丁目６－１５
あかね薬局 567-0001 茨木市安威一丁目１３番１号

ドレミ薬局
567-0868 茨木市沢良宜西一丁目４番１２号パロス沢良

宜１０１－Ａ号室

ハセベ薬局
567-0802 茨木市総持寺駅前町６番１３号大紅ビル内１

階
中島薬局 567-0022 茨木市三島町１番９号
三愛薬局 567-0844 茨木市大同町２－２７

ヤマト薬局
567-0868 茨木市沢良宜西一丁目２番１５号タウンハイ

ツ南茨木１０６号
ヤマト薬局 567-0868 茨木市沢良宜西一丁目１４番３７号

とらたに薬局
567-0006 茨木市耳原一丁目１７番２２号プランドール

耳原１－Ａ
アピス薬局　花園店 567-0017 茨木市花園二丁目２番２２号
そうごう薬局　茨木さくら店 567-0884 茨木市新庄町１３番２５号
さくら薬局　北店 567-0027 茨木市西田中町３番５０号
フタバサニー薬局 567-0009 茨木市山手台三丁目３０番３０号
アピス薬局　高田店 567-0011 茨木市高田町１１番１号
スギ薬局　鮎川店 567-0831 茨木市鮎川四丁目１番１０号

いぐち薬局
567-0882 茨木市元町２番１３号　プランドール松本ビ

ル１階
メティス下穂積薬局 567-0041 茨木市下穂積一丁目３番１０３号
三愛薬局　舟木店 567-0828 茨木市舟木町１番２２号

イオン薬局　茨木店
567-0033 茨木市松ケ本町８番３０号３イオン茨木

ショッピングセンター１階
ＯＧＰ薬局　茨木店 567-0851 茨木市真砂３丁目１２－１９

きららみらい薬局
567-0034 茨木市中穂積３丁目１－２５サンハイム東１

階
光薬局 567-0888 茨木市駅前３丁目６－１
スギ薬局　中津店 567-0824 茨木市中津町２２－２５
光薬局　ＪＲ店 567-0032 茨木市西駅前町５－３０佐々木ビル１階
マキノ薬局 567-0021 茨木市三島丘２丁目６－３
日新堂薬局　茨木別院町南店 567-0884 茨木市新庄町２－１８

ウエルシア薬局　イオンタウン茨木太田店
567-0014 茨木市城の前町２－１イオンタウン茨木太田

１Ｆ
○ ウエルシア薬局　狭山茱萸木店 589-0013 大阪狭山市茱萸木四丁目４４８－２
○ サン薬局 589-0006 大阪狭山市金剛１丁目３－４

栞（しおり）薬局 589-0004 大阪狭山市東池尻４丁目１３３３
アピス薬局　金剛店 589-0022 大阪狭山市西山台１－１４－１０
ティエス調剤薬局　くみのき店 589-0012 大阪狭山市東茱萸木４丁目１１２６番地
さやか薬局　大阪狭山店 589-0011 大阪狭山市半田五丁目２６３７－２
くすのき薬局 589-0008 大阪狭山市池尻自由丘一丁目２番５号
奥平薬局 589-0023 大阪狭山市大野台二丁目１３番５号
キタバ薬局 589-0011 大阪狭山市半田１丁目６２２－６
くれよん薬局　さやま店 589-0006 大阪狭山市金剛２丁目１３番２８号
ウエルシア薬局　大阪狭山池之原店 589-0031 大阪狭山市池之原２丁目１１９３

○
ドレミ薬局

552-0004 大阪市港区夕凪二丁目１６番９号ポートビル
１階

○
青葉堂薬局

546-0044 大阪市東住吉区北田辺四丁目２２番６号田辺
ビル１階

○ あやめ薬局 537-0011 大阪市東成区東今里２丁目１２番２２号

○
イオン薬局　大阪ドームシティ店

550-0023 大阪市西区千代崎３丁目１３番１号イオン大
阪ドームシティ店２階

○ 白菊調剤薬局 550-0015 大阪市西区南堀江１丁目１８番２０号
○ 全快堂薬局 558-0014 大阪市住吉区我孫子三丁目６番２０号
○ 順心堂あびこ薬局 558-0013 大阪市住吉区我孫子東三丁目１番１号

○
ＳＵＮバード薬局

558-0011 大阪市住吉区苅田五丁目１５番１３号Ｓビル
１階

○ うさぎ薬局 558-0056 大阪市住吉区万代東２丁目２番２５号
○ オレンジ薬局　小路店 544-0003 大阪市生野区小路東３丁目２番１３号
○ スギ薬局　林寺店 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目１１番４号
○ キリン堂薬局　大正泉尾店 551-0031 大阪市大正区泉尾５丁目１４番１４号

○
ヤマト薬局

533-0013 大阪市東淀川区豊里六丁目２１番１２号上田
マンション１階

○
阪神調剤薬局　阪急上新庄店

533-0006 大阪市東淀川区上新庄２丁目２４番２３号上
新庄阪急ビル３階

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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○
すみれ薬局

533-0021 大阪市東淀川区下新庄５丁目１１番１２号
仙田ハイツ　１Ｆ

○ マルキ薬局 557-0001 大阪市西成区山王三丁目１９番１７号

○
アンデス薬局

557-0045 大阪市西成区玉出西２丁目６番６号ヒラヤマ
ビル１Ｆ１０Ｂ

○
青葉堂薬局

547-0013 大阪市平野区長吉長原東一丁目７番１６号
１０５号

○ スギ薬局　平野西店 547-0033 大阪市平野区平野西６丁目２番２２号
○ 青葉堂薬局　住之江店 559-0024 大阪市住之江区新北島三丁目２番２６号

○
スギ薬局　堺筋本町店

541-0053 大阪市中央区本町一丁目５番６号　大阪山甚
ビル１階

○
ぷらっと薬局

542-0067 大阪市中央区松屋町９番１号セントラル
フォーラム松屋町１階

○ 谷町センター薬局 540-0012 大阪市中央区谷町４丁目６－２谷町ビル１階

○
コクミン薬局　なんばＣＩＴＹ店

542-0076 大阪市中央区難波５丁目１番６０号ナンバシ
ティ本館２Ｆ

ふれあい薬局 546-0023 大阪市東住吉区矢田五丁目２番２０号
ひまわり薬局　上６店 543-0001 大阪市天王寺区上本町６丁目４番１２号

アカカベ薬局　肥後橋店
550-0002 大阪市西区江戸堀１丁目１２番８号明治安田

生命肥後橋ビル１Ｆ
あけぼの薬局 550-0015 大阪市西区南堀江４丁目１５番１６号

あびこ薬局
558-0013 大阪市住吉区我孫子東２丁目４番２７号ロイ

ヤルハイツあびこ１０５号
なでしこ薬局 544-0003 大阪市生野区小路東２丁目２３番３号　１階
ミナミ薬局 557-0014 大阪市西成区天下茶屋二丁目５番１８号
オレンジ薬局　北梅田店 531-0072 大阪市北区豊崎一丁目１１番２９号
みどり薬局　城東店 536-0014 大阪市城東区鴫野西四丁目１番２４号
ウエルシア薬局　都島友渕店 534-0016 大阪市都島区友渕町二丁目１０番２１号
フォーユー薬局　南港店 559-0034 大阪市住之江区南港北１丁目２６番１６号

スギ薬局　木川東店
532-0012 大阪市淀川区木川東４丁目１番１号ルシェン

ヌ新大阪１階
アップルプラス薬局 538-0044 大阪市鶴見区放出東三丁目３２番１３号

キリン堂薬局　堺筋本町店
541-0053 大阪市中央区本町１丁目８番１２号オーク堺

筋本町ビル１階
スギ薬局　南住吉店 558-0041 大阪市住吉区南住吉３丁目１３番１号
あおぞら薬局 544-0023 大阪市生野区林寺６丁目８番２１号

スギ薬局　昭和町駅前店
545-0021 大阪市阿倍野区阪南町２丁目１番１号和光ビ

ル１階

つばさ薬局
535-0002 大阪市旭区大宮二丁目１７番１４号　アイリ

ス千林大宮１階
フレンド薬局 547-0032 大阪市平野区流町一丁目１番６号

いまにし薬局
547-0034 大阪市平野区背戸口４丁目１１番２６号マン

ションふじ１階

タカス薬局
532-0006 大阪市淀川区西三国２丁目８番１７号タカス

ビル１Ｆ

マエカワ薬局
555-0001 大阪市西淀川区佃３丁目２番２６号千船駅前

ビル１階
カイセイ薬局 543-0042 大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目３番２４号
日本調剤あべの薬局 545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７号１０３号

しらかば薬局
545-0021 大阪市阿倍野区阪南町５丁目２３番１５号西

田辺林ビルディング１階
ミック薬局　京阪千林店 535-0012 大阪市旭区千林２丁目１８番３号

天神橋ゆーあい薬局
530-0041 大阪市北区天神橋４丁目７番２号南扇町ビル

１Ｆ

クオール薬局梅田ガーデン店
530-0001 大阪市北区梅田３丁目３番２０号明治安田生

命大阪梅田ビル地下１階
調剤薬局ツルハドラッグ蒲生四丁目駅前店 536-0005 大阪市城東区中央一丁目１３番１８号　１階
キリン堂薬局　都島本通店 534-0021 大阪市都島区都島本通一丁目５番２０号

スギ薬局　京橋駅西店
534-0024 大阪市都島区東野田町１丁目６番１号Ｋぶ

らっと１階
スギ薬局　出戸店 547-0015 大阪市平野区長吉長原西一丁目３番２６号

レモン薬局
532-0011 大阪市淀川区西中島３丁目３番９号グランプ

リビル１Ｆ

アカカベ船場薬局
541-0058 大阪市中央区南久宝寺町２丁目１番９号船場

メディカルビル１階
ウエルシア薬局　大阪本町店 541-0053 大阪市中央区本町２丁目３－１４

共創未来　阪神薬局
553-0006 大阪市福島区吉野３丁目１５番１６号ロジュ

マン松原１階
ファーマシィ薬局あい 543-0027 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番６１号
コクミン薬局　万代店 558-0056 大阪市住吉区万代東二丁目４番１５号

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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らいふ薬局　住吉店
558-0041 大阪市住吉区南住吉二丁目２３番１２号ルミ

エール住吉１階
キンキ薬局 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町４丁目１番１９号１Ｆ

コスモファーマシー薬局
535-0021 大阪市旭区清水三丁目７番２２号村瀬マン

ション１階

クオール薬局　野江駅前店
536-0007 大阪市城東区成育２丁目１１番２号フローラ

ルステージ成育１階

クオール薬局京橋駅前店
534-0024 大阪市都島区東野田町２丁目９番７号Ｋ２ビ

ル１階
ウエルシア薬局　平野駅前店 547-0041 大阪市平野区平野北１丁目９番１８号

コスモファーマ薬局　北加賀屋店
559-0011 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１２番６号ト

アノビル１階
スギ薬局　東加賀屋店 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋一丁目１番２３号
オレンジ薬局 532-0034 大阪市淀川区野中北二丁目６番１５号
ホーム薬局　十三店 532-0034 大阪市淀川区野中北２丁目６番１４号
うしお薬局築港 552-0021 大阪市港区築港一丁目１４番２号
マルゼン薬局 544-0034 大阪市生野区桃谷二丁目９番１３号

オレンジ薬局　アポロ店
545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番３１号き

んえいアポロビル１階
かるがも薬局　昭和町店 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町一丁目２１番２２号

ツルハ薬局大阪公立大学病院前店
545-0051 大阪市阿倍野区旭町１丁目１番１７号サンビ

ル阿倍野　１Ｆ

スピカ薬局　西田辺店
545-0022 大阪市阿倍野区播磨町１丁目２３番８号ケ

イ・クリスタル１０１号室
西薬局　柴島店 533-0024 大阪市東淀川区柴島２丁目１２番２号

ファミリー薬局　岸里店
557-0052 大阪市西成区潮路一丁目７番１１号Ｆｅｌｉ

ｚ岸里１階
マルゼン薬局 530-0041 大阪市北区天神橋六丁目７番１４号

アピス薬局　難波中店
556-0011 大阪市浪速区難波中一丁目１３番３号新風ビ

ル１階

くるみ薬局　喜連瓜破店
547-0024 大阪市平野区瓜破二丁目１番１７号ヴィズビ

ル１００号

アルカ加美南薬局
547-0003 大阪市平野区加美南一丁目２番２７号加美グ

リーンテラス１階

クリーム薬局
559-0004 大阪市住之江区住之江２丁目６番９号れいわ

ビル１Ｆ
赤あんど薬局 542-0012 大阪市中央区谷町九丁目３番１１号

アカカベ薬局　淡路町店
541-0047 大阪市中央区淡路町３丁目２番１３号ゼルコ

ヴァビル１階
イオン薬局野田阪神店 553-0001 大阪市福島区海老江一丁目１番２３号２階
スギ薬局　鷹合店 546-0014 大阪市東住吉区鷹合１丁目１３番６号
コスモス薬局　駒川店 546-0043 大阪市東住吉区駒川５丁目１７番１０号

四天王寺パール薬局
543-0074 大阪市天王寺区六万体町５番１９号メープル

夕陽丘１Ｆ

カルナ薬局
550-0024 大阪市西区境川１丁目３番２号ラポール境川

１Ｆ西側

辻中薬局
558-0015 大阪市住吉区我孫子西二丁目１１番１９号安

友マンション１号室
コクミン薬局大阪府立病院前店 558-0055 大阪市住吉区万代四丁目１番７号
スギ薬局　住吉苅田店 558-0011 大阪市住吉区苅田５丁目１３番５号

スギ薬局　あびこ駅前店
558-0013 大阪市住吉区我孫子東３丁目１番１号泰清ビ

ル１階
アカカベ薬局　東淀川菅原店 533-0022 大阪市東淀川区菅原４丁目２番２２号
ミワ薬局 536-0014 大阪市城東区鴫野西五丁目２番３３号

しろくま調剤薬局都島店
534-0014 大阪市都島区都島北通１丁目２２番３４号１

０１号室
いずほ薬局 558-0015 大阪市住吉区我孫子西二丁目２番２６号
スギ薬局　生江店 535-0004 大阪市旭区生江１丁目３番２号

なかつ薬局
531-0072 大阪市北区豊崎５丁目１番２号松村ビル１０

２号

ひだまり薬局
532-0004 大阪市淀川区西宮原３丁目３番８２号シャー

メゾンダイワ１階
玉造アップル薬局 537-0024 大阪市東成区東小橋１丁目５番４号１階
つなぐ薬局　玉造駅前店 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町２－２田中ビル１階
れもん薬局 544-0005 大阪市生野区中川六丁目９番１４号
平尾カイセイ薬局 551-0012 大阪市大正区平尾四丁目２３番１８号

大阪千林さくら薬局
535-0022 大阪市旭区新森七丁目１５番２号福子ハイツ

１０１
あけぼの薬局　千林店 535-0012 大阪市旭区千林２丁目１番２０号

オレンジ薬局　梅田芝田店
530-0012 大阪市北区芝田１丁目１０番８号山中ビル１

階

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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マルゼン薬局
534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目１番１号山形ビ

ル１階
さくら薬局　大阪野中北店 532-0034 大阪市淀川区野中北二丁目６番１３号

おぐら薬局
542-0064 大阪市中央区上汐二丁目６番１１号モリワキ

ビル１階
Ｖ・ｄｒｕｇ　西淀川みてじま薬局 555-0012 大阪市西淀川区御幣島１丁目１８番２０号
東小橋薬局 537-0024 大阪市東成区東小橋一丁目８番９号
調剤薬局マツモトキヨシ　西成店 557-0034 大阪市西成区松３丁目１番５号
スギ薬局　城東東中浜店 536-0023 大阪市城東区東中浜五丁目７番７号
フロンティア薬局　北古市店 536-0001 大阪市城東区古市１丁目２０番１４号

愛生保健薬局
540-0034 大阪市中央区島町一丁目１番３号愛生ビル１

階

カメイ調剤薬局　北田辺駅前店
546-0043 大阪市東住吉区駒川１丁目６番１８号メゾン

セドーレ１Ｆ

幸生堂薬局
543-0052 大阪市天王寺区大道四丁目１０番１５号ＮＫ

Ｍ－１ビル１階

ユーアイ薬局
554-0014 大阪市此花区四貫島１丁目５番１１号セント

ビル１階
森本薬局 533-0014 大阪市東淀川区豊新四丁目２６番７号

たんぽぽ薬局　井高野店
533-0002 大阪市東淀川区北江口４丁目１８番３号ひま

わり荘１階
ハッピー薬局　緑風会病院前店 547-0034 大阪市平野区背戸口一丁目２２番１０号

エイム薬局　つるはし店
543-0023 大阪市天王寺区味原町１３番９号サンエイ下

味原第２ビル１階
ひむか薬局　豊里店 533-0013 大阪市東淀川区豊里七丁目１９番２５号
かるがも薬局　天下茶屋店 557-0015 大阪市西成区花園南二丁目７番１３号１Ｆ
ほんじょう薬局　長柄店 531-0062 大阪市北区長柄中２丁目１番４号

かるがも薬局　鶴見店
538-0052 大阪市鶴見区横堤２丁目２３番５号一徳ビル

１Ｆ
平和薬局 553-0001 大阪市福島区海老江７－９－２０
あけぼの薬局　福島店 553-0003 大阪市福島区福島７丁目１９番１１号

共創未来　福島薬局
553-0006 大阪市福島区吉野２丁目９番１７号ＫＨＫ

コート西野田１Ｆ

おくたに薬局
553-0006 大阪市福島区吉野１丁目２１番９号レジデン

スＫ１０１号

くるみ薬局
553-0001 大阪市福島区海老江１丁目２番１７号阪神野

田駅前ノースサイドビル１階

プラザ薬局　新福島店
553-0003 大阪市福島区福島５丁目１７番２１号　池田

ビル１階
コトブキ薬局　福島店 553-0003 大阪市福島区福島四丁目２番３３号
イキミ薬局　中央体育店 552-0023 大阪市港区港晴三丁目１番１１号
コスモス薬局 552-0007 大阪市港区弁天二丁目２番９号勝本ビル１階
八幡屋薬局 552-0014 大阪市港区八幡屋一丁目１６番１４号

バード薬局
552-0004 大阪市港区夕凪二丁目１７番５号　辻産業ビ

ル１階
元気薬局　波除店 552-0001 大阪市港区波除３丁目４番２３号１階

コトブキグループ　かえで薬局
552-0012 大阪市港区市岡２丁目６番２３号茂久ビル１

階
天美薬局東田辺店 546-0032 大阪市東住吉区東田辺三丁目６番１７号

スピカ薬局　針中野店
546-0011 大阪市東住吉区針中野三丁目１番３０号アク

ティオーレ針中野
グリーン薬局 546-0014 大阪市東住吉区鷹合２丁目１７番６号
美章園保健薬局 546-0041 大阪市東住吉区桑津５丁目２番１６号
あゆみ薬局　田辺店 546-0044 大阪市東住吉区北田辺６丁目１６番２号１Ｆ
ヒノデ薬局 546-0003 大阪市東住吉区今川７丁目１３番２９号１Ｆ
はな薬局　北田辺店 546-0044 大阪市東住吉区北田辺４丁目１１番２４号
アサヒ薬局 555-0001 大阪市西淀川区佃２－２－６０

フタバ薬局　千船店
555-0001 大阪市西淀川区佃三丁目１９番１１号ルネッ

サンスクレージュ１階
スギ薬局　姫島店 555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目１６番４７号

すずらん薬局
555-0032 大阪市西淀川区大和田５丁目４番２１号　１

Ｆ
あおぞら薬局 555-0024 大阪市西淀川区野里３丁目６番８号
おはな薬局 555-0034 大阪市西淀川区福町２丁目８番６号

さくら薬局
555-0023 大阪市西淀川区花川１丁目１７番１３号横川

ビル１階

あおば薬局
537-0003 大阪市東成区神路１丁目４番２４号ラ・リビ

エール１階

あすなろ薬局
537-0001 大阪市東成区深江北二丁目８番２１号サン

アーク深江橋１階１０２号
すばる調剤薬局　新深江店 537-0013 大阪市東成区大今里南５丁目１番５号

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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しろくま調剤薬局　今里店 537-0013 大阪市東成区大今里南１丁目５番１１号１Ｆ
カナリヤ薬局 543-0072 大阪市天王寺区生玉前町３番２５号

サエラ薬局　上本町店
543-0027 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２号ウェルラ

イフ上本町２０７号
あだち薬局 543-0072 大阪市天王寺区生玉前町２番９号１階

スギ薬局　天王寺細工谷店
543-0027 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番２２号ＶＩＴＡ

ＭＯＭＯＹＡＭＡ　１階

スギ薬局　天王寺駅前店
543-0056 大阪市天王寺区堀越町１６番１０号　大信ビ

ル１階

オレンジ薬局
550-0027 大阪市西区九条一丁目２８番１４号セントラ

ルハイツ１階
アスカ薬局 550-0027 大阪市西区九条一丁目１２番１４号

ゆうあい薬局
550-0027 大阪市西区九条一丁目１４番３号新道ハイツ

１階１０１号
ときわ薬局 550-0012 大阪市西区立売堀一丁目７番８号

あみだ池漢方薬局
550-0014 大阪市西区北堀江二丁目１５番１０号クラフ

トビル１階
エムスタ薬局 550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目１１番１２号

クローバー薬局
550-0005 大阪市西区西本町一丁目６番９号川田ビル１

Ｆ

スギ薬局　四ツ橋店
550-0013 大阪市西区新町一丁目４番２４号大阪四ツ橋

新町ビル１階

かるがも薬局　新町店
550-0013 大阪市西区新町１丁目３３番１号Ｏｎｅ　Ｓ

ｈｉｎｍａｃｈｉ　１Ｆ
かるがも薬局　九条店 550-0027 大阪市西区九条１丁目１３番１０号
ファン薬局　日生病院前 550-0006 大阪市西区江之子島２丁目２－２

カイセイ薬局
550-0006 大阪市西区江之子島１丁目８番２１号クロー

バーハイツ江戸堀１１０号
コトブキ薬局　ドーム前店 550-0024 大阪市西区境川１丁目１番１５号１階
アルファ辻中薬局 558-0041 大阪市住吉区南住吉四丁目５番１５号

住・星和薬局
558-0051 大阪市住吉区東粉浜三丁目１２番１３号星乃

第一ビル１階
いずほ薬局 558-0032 大阪市住吉区遠里小野一丁目２番１７号
のぞみ薬局　粉浜店 558-0051 大阪市住吉区東粉浜三丁目２３番２０号
スギ薬局　あびこ東店 558-0013 大阪市住吉区我孫子東一丁目９番６号
さとみ薬局 558-0041 大阪市住吉区南住吉２丁目１番１１号

みとう薬局　センター店
558-0003 大阪市住吉区長居４丁目１１番３号長居岡本

マンション１０３号
ウエルシア薬局住吉南住吉店 558-0041 大阪市住吉区南住吉１丁目１９番２０号
万代薬局 558-0003 大阪市住吉区長居２丁目４番３号
シルク薬局 558-0033 大阪市住吉区清水丘一丁目４番１７号

くるーず薬局　万代店
558-0055 大阪市住吉区万代五丁目１４番１号スペース

サプライ２０１ビル１階

コクミン薬局　東粉浜店
558-0051 大阪市住吉区東粉浜３丁目２２番９号西尾ビ

ル１階

すばる薬局
558-0054 大阪市住吉区帝塚山東３丁目８番２０号帝塚

山ＯＺビル１階
あかつき薬局 558-0032 大阪市住吉区遠里小野１丁目１２番１１号

オレンジ薬局　あびこ店
558-0013 大阪市住吉区我孫子東２丁目１番２１号丸山

マンション１階
そうごう薬局　万代店 558-0055 大阪市住吉区万代３丁目３番３８号
ことぶき漢方薬局 544-0024 大阪市生野区生野西２－５－１２
吉村薬局 544-0023 大阪市生野区林寺二丁目５番１号

すみれ薬局
544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１１番６号フルラー

レ１階
オレンジ薬局 544-0012 大阪市生野区巽西一丁目２番１２号
アップル薬局 544-0025 大阪市生野区生野東二丁目５番４号
かるがも薬局　寺田町店 544-0024 大阪市生野区生野西二丁目３番８号
ツル薬局 544-0002 大阪市生野区小路二丁目２６番４号

カナリヤ薬局　鶴橋店
544-0034 大阪市生野区桃谷二丁目６番２４号丸尾ハイ

ツ１階

ファミリー薬局　桃谷店
544-0034 大阪市生野区桃谷五丁目４番２３号日天ビル

１０１
吉村薬局 544-0021 大阪市生野区勝山南四丁目１４番１７号

アシスト薬局
544-0033 大阪市生野区勝山北１丁目９番６号エスピー

勝山北１０１号
オレンジ薬局　寺田町店 544-0023 大阪市生野区林寺一丁目３番１２号
スギ薬局　桃谷店 544-0034 大阪市生野区桃谷１丁目１１番３０号
サリサ薬局 544-0022 大阪市生野区舎利寺３丁目１０番７号
オリーブ薬局　田島店 544-0011 大阪市生野区田島１丁目１６番１号
萬寿薬局 544-0021 大阪市生野区勝山南４丁目１６番６号

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 6／19
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あゆみ薬局 544-0015 大阪市生野区巽南３丁目１６番２号　１Ｆ

みとう薬局　西田辺店
545-0021 大阪市阿倍野区阪南町五丁目２４番２２号ツ

インハイツ栄和１階

そうごう薬局　阿倍野店
545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目７番１５号タ

カヨシビル１Ｆ

調剤薬局セントバーナード
545-0004 大阪市阿倍野区文の里２丁目１１番２５号１

階

クオール薬局　天王寺店
545-0051 大阪市阿倍野区旭町１丁目１番１０号竹澤ビ

ル１階

スギ薬局　昭和町北店
545-0011 大阪市阿倍野区昭和町１丁目９番２４号富士

ホームビル昭和町１階

おだいじに薬局　あべの店
545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目１２番２号１

００
さくら薬局 551-0032 大阪市大正区北村二丁目１４番２４号
カネシロ薬局 551-0012 大阪市大正区平尾四丁目２０番１４号
わかば薬局 551-0001 大阪市大正区三軒家西二丁目１３番２１号

あい薬局
551-0012 大阪市大正区平尾４丁目２２番１２号福本ビ

ル１階
撫子平尾薬局 551-0012 大阪市大正区平尾３丁目２２番３号１階
なかずみ薬局 551-0021 大阪市大正区南恩加島３丁目７番１２号
コトブキグループ　エビス薬局 551-0031 大阪市大正区泉尾１丁目２４番６号１Ｆ

コトブキ薬局　泉尾店
551-0031 大阪市大正区泉尾４丁目１７番１２号東洋プ

ラザ泉尾１０３Ａ

さくら薬局　大阪三軒家東店
551-0002 大阪市大正区三軒家東５丁目５番２０号　１

階
新光堂薬局 554-0014 大阪市此花区四貫島二丁目２１番１号
幸生堂薬局 554-0022 大阪市此花区春日出中２丁目１６番２３号
あいりー薬局 554-0013 大阪市此花区梅香１丁目２２番１３号１Ｆ
フクモト薬局 554-0012 大阪市此花区西九条三丁目１３番５号　１階
安田薬局　瑞光本店 533-0005 大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番２１号

オーケー薬局
533-0006 大阪市東淀川区上新庄二丁目１６番６号アー

バンライフ２１・１階１０１号

江口橋コスモ薬局
533-0005 大阪市東淀川区瑞光四丁目１２番２７号アゼ

リアマンション１階
淀川保健薬局 533-0014 大阪市東淀川区豊新三丁目２２番１５号
ひまわり薬局 533-0022 大阪市東淀川区菅原六丁目２番２０号

あけぼの薬局　上新庄店
533-0005 大阪市東淀川区瑞光一丁目１２番１２号シセ

イビル１０５号

アビック薬局　淡路店
533-0023 大阪市東淀川区東淡路４丁目２８番１４号

イーズメディテラス１Ｆ

ヤマト薬局
533-0033 大阪市東淀川区東中島５丁目１８番２１号

ファースト東中島１０１
コスモスミルフィー薬局　小松店 533-0004 大阪市東淀川区小松１丁目１０番３０号１階
クローバー薬局 533-0014 大阪市東淀川区豊新５丁目１６番１６号１Ｆ
きらら薬局 533-0005 大阪市東淀川区瑞光４丁目７番１４号１Ｆ
さくら薬局　大阪上新庄駅前店 533-0004 大阪市東淀川区小松１丁目１２番２４号
さくら薬局　大阪小松店 533-0004 大阪市東淀川区小松１丁目９番６号
マルコ薬局 535-0002 大阪市旭区大宮二丁目１７番２４号１階
オーケー薬局　新森店 535-0022 大阪市旭区新森二丁目４番９号
ファルコ薬局　森小路店 535-0002 大阪市旭区大宮一丁目１１番１２号
フォーユー薬局 535-0022 大阪市旭区新森七丁目１５番１６号
クオール薬局清水店 535-0021 大阪市旭区清水３丁目２７番１７号
コトブキ薬局 557-0014 大阪市西成区天下茶屋三丁目１１番地７号
西田薬局 557-0001 大阪市西成区山王一丁目５番１７号
米田薬局 557-0041 大阪市西成区岸里一丁目１番４号
関西薬局 557-0063 大阪市西成区南津守七丁目５番７号

グレス薬局
557-0001 大阪市西成区山王一丁目８番３号ドゥスプラ

ンドゥール　１階

ミキ薬局
557-0043 大阪市西成区玉出東１丁目８番２２号北村マ

ンション１０２号
まもる薬局 557-0052 大阪市西成区潮路２丁目４番２７号
共創未来　鶴見橋薬局 557-0031 大阪市西成区鶴見橋１丁目６番１０号
さくら薬局　大阪鶴見橋店 557-0031 大阪市西成区鶴見橋１丁目６番１６号１Ｆ
なごみ薬局 557-0032 大阪市西成区旭１丁目５番４号１階

元気薬局
557-0033 大阪市西成区梅南二丁目５番１３号ほほえみ

ハウス弐番館１階
ひまわり薬局 557-0044 大阪市西成区玉出中２丁目１５番２１号

なみはや薬局　玉出店
557-0045 大阪市西成区玉出西２丁目４番８号ルミナス

玉出１階
新梅田コクミン薬局 530-0002 大阪市北区曽根崎新地一丁目堂島地下街１号
日本調剤扇町薬局 530-0026 大阪市北区神山町１４番２２号

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 7／19
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カーム薬局
530-0033 大阪市北区池田町１７番１７号　マンション

池田１階
すばる薬局 530-0047 大阪市北区西天満四丁目６番１２号
カマダ薬局 530-0041 大阪市北区天神橋三丁目６番１５号

クローバー薬局
530-0041 大阪市北区天神橋二丁目５番１５号グラン・

ピア南森町１階

アピス薬局新梅田店
531-0076 大阪市北区大淀中３丁目１１番３２号ドムー

ル北三番館１階Ｅ号

イキイキ薬局
530-0046 大阪市北区菅原町２番１４号　１０３ＢＬＤ

Ｇ１階

東梅田薬局
530-0051 大阪市北区太融寺町８番１７号プラザ梅田ビ

ル１階
薬師堂薬局 531-0074 大阪市北区本庄東２丁目８番６号
そうごう薬局　梅田北店 530-0016 大阪市北区中崎１丁目１番１号

フタツカ薬局　梅田北
530-0012 大阪市北区芝田２丁目７番１８号ルーシッド

スクエア梅田ビル１階
あべや薬局 556-0024 大阪市浪速区塩草三丁目４番７号
アサヒ薬局 556-0005 大阪市浪速区日本橋五丁目４番１号
みなみ薬局 556-0013 大阪市浪速区戎本町一丁目６番２１号

桜川調剤薬局
556-0022 大阪市浪速区桜川２丁目２番３１号ザクロ

コーポレーション桜川ビル１階

アーベインなんば薬局
556-0017 大阪市浪速区湊町２丁目１番３４号アーベイ

ンなんば１階

ファミリー薬局　なんば店
556-0022 大阪市浪速区桜川１丁目２番６号ＺｅｎⅡ１

０１

アピス薬局　蒲生店
536-0015 大阪市城東区新喜多二丁目６番２２号第２ア

ヴィタシオンＡＲＡＧＡＮＥ
アイ薬局　緑橋店 536-0023 大阪市城東区東中浜三丁目３番５号

オレンジ薬局
536-0002 大阪市城東区今福東三丁目１０番１８号スギ

タ今福北ハイツ１階Ｂ
ななみ薬局 536-0013 大阪市城東区鴫野東２丁目１２番１６号
モリタ薬局 536-0004 大阪市城東区今福西３丁目８番２６号１０１
ミント薬局 536-0024 大阪市城東区中浜二丁目１８番７号　１階

なないろ薬局　蒲生店
536-0005 大阪市城東区中央１－９－３３泉秀園城東ビ

ル２階
ダルマ薬局 536-0008 大阪市城東区関目一丁目１４番１５号
てるてる薬局 536-0008 大阪市城東区関目３丁目１２番１号１階
サポート薬局 536-0022 大阪市城東区永田３丁目２番６号２Ｆ
はなまる薬局 536-0001 大阪市城東区古市３丁目２３番２３号
エリア薬局 534-0022 大阪市都島区都島中通三丁目１３番２２号
ベル薬局ローレルスクエア店 534-0016 大阪市都島区友渕町一丁目６番２－１

都島センター薬局
534-0021 大阪市都島区都島本通一丁目７番１９号都島

楠風ビル１階
マザー薬局 534-0002 大阪市都島区大東町３丁目４番２４号１階

あすか薬局　都島店
534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目２４番９号　１

階
あけぼの薬局　都島店 534-0001 大阪市都島区毛馬町２－１１－３６－１０５

都島パール薬局
534-0023 大阪市都島区都島南通２丁目４番１０号ウエ

ストハイツ５５　１Ｃ
マルゼン薬局　京橋店 534-0024 大阪市都島区東野田町５丁目６番８号
中山薬局 547-0011 大阪市平野区長吉出戸一丁目１１番７８号
ふくろう薬局 547-0043 大阪市平野区平野東一丁目２番１４号
イオン薬局喜連瓜破駅前店 547-0024 大阪市平野区瓜破二丁目１番１３号
十全薬局 547-0047 大阪市平野区平野元町１０番２３－１０３号
宮町ハート薬局 547-0046 大阪市平野区平野宮町二丁目９番１４号
さくら薬局　大阪背戸口店 547-0034 大阪市平野区背戸口三丁目９番３０号
スギ薬局　喜連西店 547-0026 大阪市平野区喜連西２丁目１１番３７号
青葉堂薬局 547-0034 大阪市平野区背戸口５丁目６番２７号

さくら薬局　大阪長原東店
547-0013 大阪市平野区長吉長原東３丁目２番５号１０

３
たけは薬局 547-0002 大阪市平野区加美東１丁目９番１８号１Ｆ
スギ薬局　加美中店 547-0004 大阪市平野区加美鞍作一丁目１０番３７号
ウエルシア薬局　平野長吉長原店 547-0015 大阪市平野区長吉長原西三丁目４番１５号

花美月薬局
547-0021 大阪市平野区喜連東１丁目７番２１号ラオー

ブⅢ１０１
ウエルシア薬局　平野瓜破西店 547-0025 大阪市平野区瓜破西二丁目８番１０号
ウエルシア薬局　平野加美東店 547-0002 大阪市平野区加美東６丁目２番２号
宮薬局 559-0033 大阪市住之江区南港中五丁目５番７５号

日本薬局
559-0017 大阪市住之江区中加賀屋三丁目１０番１８号

ドリーム中加賀屋１階
順心堂南港薬局 559-0033 大阪市住之江区南港中二丁目１番９９号

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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ファミリー薬局
559-0017 大阪市住之江区中加賀屋二丁目２番３号コー

ポラスクラッセ１階

住之江星和薬局
559-0017 大阪市住之江区中加賀屋三丁目１０番１８号

ドリーム中加賀屋１階
おぐら薬局　新北島店 559-0024 大阪市住之江区新北島一丁目８番２０号
ウエルシア薬局　住之江浜口西店 559-0006 大阪市住之江区浜口西３丁目８番１８号１Ｆ

ひまわり薬局
559-0017 大阪市住之江区中加賀屋１丁目１４番２２号

メゾンパシフィック１Ｆ

みどり薬局
532-0003 大阪市淀川区宮原四丁目４番２－６号新大阪

グランドハイツ１階

マルゼン薬局　西三国店
532-0006 大阪市淀川区西三国二丁目２番２４号レジデ

ンス大和２　　１階
コスモ薬局 532-0005 大阪市淀川区三国本町二丁目１８番３０号

マルゼン薬局
532-0032 大阪市淀川区三津屋北一丁目５番２２号グラ

ンディール三津屋１階

スマイル薬局　東三国店
532-0002 大阪市淀川区東三国二丁目３２番２１号１０

６

かえで薬局
532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目１１番３１号レー

ベネックス１階
あゆみ薬局　東三国店 532-0002 大阪市淀川区東三国五丁目１番８号

春日野薬局　塚本店
532-0026 大阪市淀川区塚本二丁目２４番２０号ティー

オーコート塚本

マックスバリュ淀川三国店薬局
532-0005 大阪市淀川区三国本町二丁目１３番２号マッ

クスバリュ淀川三国店２階

かえで薬局　淀川店
532-0023 大阪市淀川区十三東三丁目５番１２号ストロ

ング第５新大阪１０１号室
スギ薬局　新大阪宮原店 532-0003 大阪市淀川区宮原４丁目４番４８号
マルイファーム薬局 532-0003 大阪市淀川区宮原２丁目７番２３号１Ｆ
きららみらい薬局 532-0013 大阪市淀川区木川西３丁目３番１９号１階

ブリック薬局新大阪店
532-0003 大阪市淀川区宮原１丁目６番１号新大阪ブ

リックビル１階
ほのか薬局 532-0031 大阪市淀川区加島三丁目中８番１６号　１Ｆ
そうごう薬局　西宮原店 532-0004 大阪市淀川区西宮原三丁目３番９８号　１階
オリーブ調剤薬局 532-0002 大阪市淀川区東三国５丁目１１番１７号１階
さくら薬局　大阪加島２丁目店 532-0031 大阪市淀川区加島２丁目４番７号　１階

サンプラザ薬局新大阪
532-0012 大阪市淀川区木川東３丁目３－３２サンスク

エア新大阪１Ｆ
わかば薬局 532-0026 大阪市淀川区塚本５丁目６番２３号

ふじ薬局
538-0053 大阪市鶴見区鶴見五丁目５番１６号メゾン・

シュールプラージュ１階
つるみ薬局 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮四丁目１９番８号
キリン薬局 538-0053 大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４６号
あすか薬局 538-0044 大阪市鶴見区放出東二丁目１０番２１号
イオン薬局鶴見緑地店 538-0053 大阪市鶴見区鶴見四丁目１７番１号
ウエルシア薬局　鶴見緑店 538-0054 大阪市鶴見区緑四丁目２番６１号
ウエルシア薬局　鶴見浜店 538-0035 大阪市鶴見区浜２丁目２番６６号
鶴見ファーマライズ薬局 538-0053 大阪市鶴見区鶴見４丁目１番２号１０２
アップルプラス薬局 538-0043 大阪市鶴見区今津南２丁目５番３５号
ワカノウラ薬局 542-0081 大阪市中央区南船場三丁目５番１７号
ライフ薬局 542-0081 大阪市中央区南船場一丁目１８番２５号

セレブ薬局　天満店
540-0012 大阪市中央区谷町一丁目５番６号サンユー天

満橋ビル１階

春日野薬局　谷町店
542-0012 大阪市中央区谷町七丁目１番４４号ＴＡＮＣ

Ｅ谷町１階

セガミ薬局　御堂筋本町店
541-0051 大阪市中央区備後町四丁目１番３号１０１御

堂筋三井ビル１階
ファーマシィ薬局とくい 540-0025 大阪市中央区徳井町１丁目３番１４号　１階

スギ薬局　北久宝寺店
541-0057 大阪市中央区北久宝寺町１丁目９番１号セン

トピアビル１階

きらめき薬局
540-0012 大阪市中央区谷町４丁目６番３号シーダプレ

イスⅡ３０１号

あい薬局
540-0008 大阪市中央区大手前三丁目１番４３号プリム

ローズ１Ｆ

カメイ調剤薬局　心斎橋店
542-0081 大阪市中央区南船場三丁目５番１１号心斎橋

フロントビル４階

法円坂薬局
540-0012 大阪市中央区谷町４丁目３番２号コオノビル

１階

阪神調剤薬局　大阪がんセンター店
540-0008 大阪市中央区大手前３丁目１番４３号大阪府

新別館南館Ｂ１階

アイン薬局大阪日本橋店
542-0073 大阪市中央区日本橋１丁目３番１号三共日本

橋ビル８Ｆ

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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のぞみ薬局　道修町店 541-0045 大阪市中央区道修町４丁目５番１０号
あけぼの薬局　貝塚店 597-0001 貝塚市近木町２－１
二色ファミリー薬局 597-0062 貝塚市澤６４７番地の２
ツバキ薬局 597-0072 貝塚市畠中３０番地の１
イオン薬局　貝塚店 597-0053 貝塚市地藏堂７４－２
しろくま薬局 597-0084 貝塚市鳥羽１５９－７
ウエルシア薬局　貝塚清児店 597-0041 貝塚市清児５０４
オレンジ薬局　二色店 597-0091 貝塚市二色２丁目９－２
さくら薬局 582-0007 柏原市上市４丁目１－９
ファーマシィ薬局こくぶ 582-0026 柏原市旭ケ丘３丁目１－６８
三晃薬局 582-0028 柏原市玉手町２５－３７
グレープ薬局 582-0018 柏原市大県１丁目６－３

スギ薬局　柏原玉手店
582-0028 柏原市玉手町２４番３２号デイリーカナート

イズミヤ玉手店内
あけぼの薬局　柏原店 582-0005 柏原市法善寺一丁目６－６
スマイル薬局 582-0005 柏原市法善寺４丁目１０－２２
キリン堂薬局　河内磐船店 576-0036 交野市森北１丁目１７－２２

星のまち薬局
576-0041 交野市私部西一丁目３３番２５号交栄ビル１

階
アイ薬局 576-0016 交野市星田五丁目２３番５号
大仏町さくら薬局 576-0051 交野市倉治３丁目５０－３

スギ薬局　交野店
576-0041 交野市私部西一丁目３３番２０号じゃんぼス

クエア交野店１階
池田薬局 576-0016 交野市星田３丁目３７－１１
スギ薬局　倉治店 576-0051 交野市倉治３丁目５－１４
ひかり薬局　交野店 576-0043 交野市松塚３９－３０
古川橋まこと薬局 571-0030 門真市末広町２５－５
サンライトげんき薬局　門真宮前店 571-0074 門真市宮前町１７－１
ベル薬局 571-0079 門真市野里町９番２５号
東門真薬局 571-0002 門真市岸和田三丁目１番２５号
ひかり薬局 571-0048 門真市新橋町８番２９号　新橋ハーバー１階
つかさ薬局　古川橋店 571-0066 門真市幸福町１番４３号
みどり薬局　萱島店 571-0071 門真市上島町２１番１２号
サンライトげんき薬局　門真店 571-0013 門真市千石東町２番４６号小川ビル１階
きららみらい薬局 571-0062 門真市宮野町１番４号
アカカベ門真団地薬局 571-0016 門真市島頭４丁目１０－７
そうごう薬局　大和田店 571-0063 門真市常称寺町１６－５６関西スーパー２階
サカエ薬局 571-0047 門真市栄町５－６シティライフ門真１０２
パイン薬局　大和田店 571-0079 門真市野里町９－１５大西第２ビル１階

阪神調剤薬局　京阪大和田店
571-0062 門真市宮野町６－６ノースマンション１０Ａ

号室

三光天薬局
586-0022 河内長野市本多町１７５－１シェーネスハイ

ム日野谷１階
ウエルシア薬局　河内長野滝谷店 586-0001 河内長野市木戸３丁目３０－１７
くるみ薬局 586-0033 河内長野市喜多町１９３番地の２
三光天薬局　三日市店 586-0048 河内長野市三日市町２４３－１
美加の台薬局 586-0044 河内長野市美加の台一丁目３８番２号
吉井薬局 586-0015 河内長野市本町２３番１５号
コクミン薬局　千代田店 586-0001 河内長野市木戸一丁目３３番１６号
オリーブ薬局 586-0009 河内長野市木戸西町二丁目１番２７号
コクミン薬局　大阪南医療センター前店 586-0001 河内長野市木戸町６７８－１
ゆうしん薬局 586-0026 河内長野市寿町３－４８

グリーン薬局
586-0009 河内長野市木戸西町３丁目１－１５山原ビル

１階
ウエルシア薬局　河内長野西片添店 586-0047 河内長野市西片添町１２－２５
サン薬局 586-0015 河内長野市本町２７－１０
ガーベラ薬局 586-0027 河内長野市千代田台町３－１
イルカ薬局　河内長野店 586-0001 河内長野市木戸町６８３－４

○ スギ薬局　岸和田上松店 596-0827 岸和田市上松町三丁目５番９号
○ 幸生堂薬局 596-0001 岸和田市磯上町３丁目１３－２
○ ウエルシア薬局　岸和田尾生店 596-0816 岸和田市尾生町６丁目８－５２

ウエルシア薬局　岸和田加守店 596-0042 岸和田市加守町１丁目１－３０
ふじ薬局 596-0042 岸和田市加守町三丁目６番１６号

共創未来　岸和田薬局
596-0042 岸和田市加守町２丁目７－３０ハートハイツ

おおぎり１階
みらい薬局　三田店 596-0808 岸和田市三田町７４８－１
ウエルシア薬局　岸和田神須屋店 596-0833 岸和田市神須屋町８２
スギ薬局　岸和田小松里店 596-0821 岸和田市小松里町２１０４
山本保健薬局 596-0076 岸和田市野田町一丁目８番６号
泉州薬局 596-0823 岸和田市下松町一丁目１３番２５号
スギ薬局　岸和田北店 596-0801 岸和田市箕土路町一丁目１０番３８号

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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みらい薬局　東ヶ丘店 596-0807 岸和田市東ケ丘町８０８－１６１
スギ薬局　岸和田山直店 596-0808 岸和田市三田町１２番地１
サンライトげんき薬局　岸和田店 596-0827 岸和田市上松町１丁目９－４
東岸和田薬局 596-0825 岸和田市土生町８丁目１４－２５
みらい薬局　久米田店 596-0812 岸和田市大町４４０－７
アイン薬局　岸和田店 596-0825 岸和田市土生町２丁目３３８６

ニューロン薬局　岸和田店
596-0045 岸和田市別所町一丁目１４番２８号Ｋ・ル・

フタールビル１Ｆ
つじた薬局 596-0823 岸和田市下松町９１１－７

みのり薬局
596-0004 岸和田市荒木町２丁目２－２２平成ビル１０

１号

岸和田薬局
596-0825 岸和田市土生町５丁目１－３４プリマード東

岸和田１０１
ウエルシア薬局　岸和田額原店 596-0822 岸和田市額原町５７２
ツバキ薬局 596-0825 岸和田市土生町６１番１号

○ 川口薬局 591-8023 堺市北区中百舌鳥町五丁７９６番地の４
○ 青葉堂薬局 591-8022 堺市北区金岡町１３８２－１

○
キリン堂薬局　フレスポしんかな店

591-8021 堺市北区新金岡町５丁１－１フレスポしんか
な１階

キリン薬局 591-8044 堺市北区中長尾町一丁７番２１号
スギ薬局　中百舌鳥店 591-8022 堺市北区金岡町３０４７番地３
オレンジ薬局 591-8025 堺市北区長曾根町３０６９番地６
イオン薬局堺北花田店 591-8008 堺市北区東浅香山町四丁１番１２号
八千代薬局 591-8041 堺市北区東雲東町一丁２番２５号

アップ薬局　中百舌鳥店
591-8023 堺市北区中百舌鳥町２丁２３番ポルト中百舌

鳥ビル１階
ウエルシア薬局　堺中百舌鳥店 591-8023 堺市北区中百舌鳥町２丁２
かるがも薬局　なかもず店 591-8023 堺市北区中百舌鳥町３丁３４１－１

あおい薬局
591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町４丁２５０－１アーバ

ンスカイハイツ１Ｆ
○ きずな薬局 590-0048 堺市堺区一条通１５－２３山和ビル１階

かなで薬局 590-0064 堺市堺区南安井町１丁２－１４

コクミン薬局　高島屋堺店
590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９高島屋堺店地下

１階

泉薬局　堺店
590-0971 堺市堺区栄橋町二丁２番２３号ベルメゾン堺

１０３号
スマイル薬局　三国ヶ丘店 590-0024 堺市堺区向陵中町２丁６－３
スギ薬局　堺東雲店 590-0013 堺市堺区東雲西町３丁６－２５
ナオール薬局　宿院店 590-0957 堺市堺区中之町西１丁１－１０堀ビルＢ１
浅香山グリーン薬局 590-0018 堺市堺区今池町四丁５番２８号
銀座薬局 590-0076 堺市堺区北瓦町２－１－２７
マルイチ薬局 590-0007 堺市堺区北庄町二丁１番１５号
ビタミンファーマシー薬局 590-0014 堺市堺区田出井町１番１－１００号
高橋薬局 590-0807 堺市堺区旭ケ丘南町三丁２番３０号
けやき薬局 590-0026 堺市堺区向陵西町１丁１－１
スギ薬局　堺旭ヶ丘店 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町１丁１－２１
山本薬局 590-0943 堺市堺区車之町東１丁１－１
すずらん薬局　堺店 590-0064 堺市堺区南安井町１丁２－７
ウエルシア薬局　堺深井沢町店 599-8236 堺市中区深井沢町３２３７
スギ薬局　堺福田店 599-8242 堺市中区陶器北１６９７－１
ウエルシア薬局　堺深井水池店 599-8237 堺市中区深井水池町３０９４
東和薬局 599-8272 堺市中区深井中町１２４９番地１
はるな薬局 599-8237 堺市中区深井水池町３７７－１

深井ファミリー薬局
599-8236 堺市中区深井沢町３１４７－１　コーポ山内

１階
キリン薬局　堺中店 599-8232 堺市中区新家町５８９－７
岡薬局 599-8253 堺市中区深阪１－１０－３９
アップ薬局 599-8234 堺市中区土塔町３３３０番地
ファーコス薬局　さわまち 599-8272 堺市中区深井中町１２５２番地１号
くれよん薬局 599-8233 堺市中区大野芝町２４２－９
エコ薬局　大野芝店 599-8233 堺市中区大野芝町１８０番地
スギ薬局　深井中町店 599-8272 堺市中区深井中町１２１６－７

ラハイナ薬局
599-8236 堺市中区深井沢町３３４１－１ヴィラ深井１

０１
○ ウエルシア薬局　堺諏訪ノ森店 592-8347 堺市西区浜寺諏訪森町西２丁１３５－２
○ ウエルシア薬局　堺山田店 593-8316 堺市西区山田１丁１１５２

上野芝ＭＹ薬局 593-8302 堺市西区北条町１丁１－２２
エコ薬局　鳳店 593-8325 堺市西区鳳南町三丁１９９－１１６
ウエルシア薬局　堺上野芝店 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町６丁６－４３
堺市薬剤師会会営薬局 592-8335 堺市西区浜寺石津町東四丁２番１４号
ツバキ薬局 593-8322 堺市西区津久野町１丁１７－３０

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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2023年5月17日更新分

さくら薬局　堺浜寺船尾西店 592-8342 堺市西区浜寺船尾町西４丁５５７
中垣薬局 593-8311 堺市西区上６５１番１号

つくし薬局
593-8326 堺市西区鳳西町一丁７５番１号昭和ハイツ１

０１
幸生堂薬局 593-8301 堺市西区上野芝町四丁１７番１４号
木下薬局 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中二丁１８６番地２号
鳳さくら薬局 593-8311 堺市西区上６６４番２
北条おおた薬局 593-8302 堺市西区北条町１丁３６－４１
サツキ薬局 592-8343 堺市西区浜寺元町１丁１０－１　１階

ダイエーおおとり店薬局
593-8324 堺市西区鳳東町７丁７３３ダイエーおおとり

店１階
一休薬局 593-8322 堺市西区津久野町１丁１－１　１Ｆ
マルイチ薬局 593-8324 堺市西区鳳東町２丁１７０－４
くぼ薬局 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町２丁９－４０
浜寺ファーマライズ薬局 592-8346 堺市西区浜寺公園町１丁１２－１０
イズミ薬局　諏訪森店 592-8349 堺市西区浜寺諏訪森町東３丁３７１－１
クスリのアオキ萩原天神南薬局 599-8112 堺市東区日置荘原寺町１６９－１
スギ薬局　堺白鷺店 599-8107 堺市東区白鷺町３丁１２－４７
グリーン薬局 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁１０番１８号
アツミ薬局 599-8114 堺市東区日置荘西町一丁１５番２２号
あしたば北野田薬局 599-8122 堺市東区丈六１６０番地６

キタバ薬局
599-8123 堺市東区北野田１０８４番地ベルヒル北野田

２階

スギ薬局　北野田店
599-8122 堺市東区丈六１８３番地１８ダイエー北野田

店１階
いるか薬局 599-8114 堺市東区日置荘西町１丁２１－１８

○ ウエルシア薬局　堺泉田中店 590-0126 堺市南区泉田中１６４
ココカラファイン薬局　泉ヶ丘駅店 590-0105 堺市南区竹城台１－１－１泉ヶ丘駅２階

泉ヶ丘フタツカ薬局
590-0115 堺市南区茶山台１丁６－１ステーションプラ

ザ泉ヶ丘３Ｆ

ウェーブ光明池薬局
590-0138 堺市南区鴨谷台二丁１番３号光明池アクトビ

ル１階
晴美台まごころ薬局 590-0113 堺市南区晴美台二丁３５番地１１号
豊田薬局 590-0115 堺市南区茶山台三丁２２番３号
薬局白十字 590-0116 堺市南区若松台２丁１－４－１０６
まどか薬局　大庭寺店 590-0153 堺市南区大庭寺７７８－１０
庭代薬局 590-0133 堺市南区庭代台２丁９－３

○ ウエルシア薬局　堺南余部店 587-0052 堺市美原区南余部１９２番１
スギ薬局　堺美原店 587-0051 堺市美原区北余部４７０番地１
ウエルシア薬局　堺美原店 587-0002 堺市美原区黒山１１－１
アカカベ楠公通薬局 575-0023 四條畷市楠公１丁目１５－８
アカカベ薬局　四條畷店 575-0034 四條畷市江瀬美町１２番３号
サンライトげんき薬局　四條畷店 575-0024 四條畷市塚脇町９３８－２
順心堂四條畷薬局 575-0051 四條畷市中野本町８－４０
イオン薬局　イオンスタイル四條畷 575-0001 四條畷市砂４丁目３－２　１階
クオール薬局　四條畷店 575-0013 四條畷市田原台５丁目１８－１４
晴れのひ薬局　西店 575-0002 四條畷市岡山５丁目１－２３

○ スギ薬局　吹田清水店 565-0805 吹田市清水１２番１３号

カイセイ薬局　健都店
564-0002 吹田市岸部中４丁目８－３２マザーズ岸部１

０２号室
フロンティア薬局　山田西店 565-0824 吹田市山田西１丁目２６番１５号
アイン薬局　吹田店 564-0023 吹田市日の出町２７－１３
ひかり薬局 565-0822 吹田市山田市場７番１号１０１
ウエルシア薬局　吹田泉店 564-0041 吹田市泉町５丁目９－４２
スギ薬局　吹田店 565-0823 吹田市山田南５２－５

ココカラファイン薬局　吹田グリーンプレイス店
564-0082 吹田市片山町二丁目４－１１グリーンプレイ

ス　イーストゾーン
前田薬局 565-0823 吹田市山田南３０番８号
上山手薬局 565-0841 吹田市上山手町３０番６号－１０２
竹見台薬局 565-0863 吹田市竹見台三丁目６番１５号
スギ薬局　佐井寺店 565-0836 吹田市佐井寺３丁目２０－３２

アオキ薬局
564-0051 吹田市豊津町１５－１７江坂第６ライオンズ

マンション１階
山田クレハ薬局 565-0824 吹田市山田西二丁目４Ａ１－１０７

クローバー薬局
565-0804 吹田市新芦屋上２２－１ＬｉＭ千里丘１０４

号
アイン薬局　南千里店 565-0862 吹田市津雲台１丁目２－１１

かるがも薬局　江坂店
564-0063 吹田市江坂町一丁目２１番３９号土泰第一ビ

ル
アップルプラス薬局 564-0036 吹田市寿町２丁目８－７

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 12／19
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ウエルシア薬局　吹田健都店
564-0018 吹田市岸部新町３－３３ｐａｔｏｎａ吹田健

都１０１
さくら薬局　吹田駅前店 564-0027 吹田市朝日町５－１１シップスビル１階
キリン堂薬局　吹田亥子谷店 565-0824 吹田市山田西１－１３－１

クローバー薬局　五月が丘店
565-0834 吹田市五月が丘北２５番４０号ユタカビル１

階
中央第一薬局 565-0851 吹田市千里山西五丁目１番１号
かもめ薬局　阪急山田店 565-0824 吹田市山田西四丁目２番７０号
クローバー薬局 564-0023 吹田市日の出町１１番２９号
はるか薬局 565-0823 吹田市山田南２９番ルネ千里丘４－１０７号
くるみ薬局 564-0041 吹田市泉町五丁目１１番１２ー２１１号
スギ薬局　吹田金田店 564-0045 吹田市金田町２８番１０号
たかの台薬局 565-0861 吹田市高野台１丁目６－１２
豊津ゆーあい薬局 564-0062 吹田市垂水町１丁目７－１４

ツバサ薬局　吹田店
565-0824 吹田市山田西四丁目４番２６号　ドエル高松

１０１
千里たかの台薬局 565-0861 吹田市高野台一丁目４－４

スギ薬局　豊津店
564-0062 吹田市垂水町二丁目４番３７号ＦＬＡＴ３４

豊津　豊津振興ビル１階

アイン薬局岸辺店
564-0018 吹田市岸部新町５番４５号ビエラ岸辺健都２

Ｆ

アイン薬局健都店
564-0018 吹田市岸部新町５番４５号ビエラ岸辺健都１

Ｆ
ユニバーサル薬局千里山店 565-0844 吹田市千里山霧が丘９番１号
マザー薬局 564-0027 吹田市朝日町１８－１０
あゆみ薬局　竹見台店 565-0863 吹田市竹見台４丁目２－１－１０１

薬局マツモトキヨシ　トナリエ南千里店
565-0862 吹田市津雲台１丁目１－３０トナリエ南千里

２階

ココカラファイン薬局　佐井寺店
565-0837 吹田市佐井寺南が丘１７番１号関西スーパー

佐井寺店内
ファン薬局　江坂店 564-0051 吹田市豊津町１－３１ヨシタケビル２Ｆ
オレンジ薬局　岸辺店 564-0018 吹田市岸部新町５－４５ビエラ岸辺健都２Ｆ

○ ウエルシア薬局摂津市駅前店 566-0012 摂津市庄屋２丁目２－４４
クローバー薬局 566-0034 摂津市香露園８－２
ニューロン薬局　南千里丘店 566-0021 摂津市南千里丘４番２５号
別府薬局 566-0041 摂津市北別府町４－６

三晃堂薬局
566-0011 摂津市千里丘東二丁目１０番１フォルテ摂津

地下１階

ニューロン薬局
566-0001 摂津市千里丘二丁目１２番１０号　１０３号

室
コーナン薬局 566-0011 摂津市千里丘東二丁目１１番２３号
ニューロン薬局　香露園店 566-0034 摂津市香露園３３番１０号
つの國薬局 566-0054 摂津市鳥飼八防一丁目８番８号
ひとつや薬局 566-0074 摂津市東一津屋４－１０ルッツ南摂津１階
フタバ薬局 566-0035 摂津市鶴野１丁目１－２
ほしぞら薬局 566-0011 摂津市千里丘東３丁目８－１３
ウエルシア薬局　泉南新家店 590-0503 泉南市新家４４８４－１４

ウエルシア薬局　イオンりんくう泉南店
590-0535 泉南市りんくう南浜３－１２イオンモールり

んくう泉南１階
コスモファーマ薬局　泉南店 590-0521 泉南市樽井二丁目３３番２８号
タルイ薬局 590-0521 泉南市樽井六丁目２６番１６号
ピーチ薬局 590-0505 泉南市信達大苗代１１２３－２４
キリン堂薬局　樽井店 590-0521 泉南市樽井４丁目３－１０

○ アトリア薬局 598-0091 泉南郡田尻町大字嘉祥寺６６５－１
かるがも薬局　関西医療大学前店 590-0400 泉南郡熊取町若葉２丁目１０－５０
オレンジ薬局　七山店 590-0421 泉南郡熊取町七山２丁目４－１
山本保健薬局　吉見店 598-0092 泉南郡田尻町吉見６７５－３２
みのり薬局 590-0406 泉南郡熊取町大久保東一丁目２番１８号
忠岡プラザ薬局 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東１丁目４０－２５
アカカベ扇町薬局 574-0033 大東市扇町１０番５号

アカカベ薬局　住道駅前店
574-0026 大東市住道２丁目７－１２ツインフラッツ１

階

スギ薬局　カナートモール住道店
574-0042 大東市大野一丁目３－１カナートモール住道

１階
太陽薬局 574-0026 大東市住道２－２－１１１

阪神調剤薬局　大東店
574-0046 大東市赤井１丁目４－３ポップタウン住道オ

ペラパーク３１６

ハロードラッグすみのどう薬局
574-0042 大東市大野二丁目１番１６号アウローラビル

１階
あすか薬局　新町店 574-0037 大東市新町１４－５メゾン橋喜
アカカベ薬局　野崎参道店 574-0015 大東市野崎１丁目７－１７

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 13／19
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かるがも薬局　大東店 574-0011 大東市北条５丁目２－５
すみれ薬局 574-0002 大東市錦町９－１２
サンライトげんき薬局　阪奈病院前店 574-0014 大東市寺川１丁目１－１０
スギ薬局　高石駅前店 592-0014 高石市綾園一丁目１４番２８号
あかね薬局 592-0005 高石市千代田五丁目１８番１３号
エンジェル薬局 592-0002 高石市羽衣一丁目１０番１４号
いちばんぼし薬局 592-0005 高石市千代田一丁目９番２１号
まんてん堂薬局 592-0003 高石市東羽衣３丁目１５－１６
つつじ薬局 592-0014 高石市綾園７丁目５－６８
フミヨ薬局 592-0014 高石市綾園１丁目１２－２４
太田薬局 592-0013 高石市取石一丁目１３番２号－１階
ウエルシア薬局　高石東羽衣店 592-0003 高石市東羽衣四丁目８－２２

○
ラパン薬局

569-1127 高槻市西真上１丁目３６番８号ソレイユ西真
上１階

かえで薬局　城南店 569-0056 高槻市城南町二丁目４６番１号
アイン薬局高槻店 569-0802 高槻市北園町１１－１４高槻北園町ビル１階
オオサカ薬局 569-0086 高槻市松原町１６－１３
かるがも薬局　富田店 569-0826 高槻市寿町１丁目１－５
高槻薬局 569-0802 高槻市北園町１６－１０
コアラ薬局 569-0814 高槻市富田町三丁目１番９号

コクミン薬局　高槻店
569-1044 高槻市上土室五丁目３４番１号阿武野第一マ

ンション１階
ビス薬局 569-1114 高槻市別所新町３－２０

薬局マツモトキヨシ　高槻駅前グリーンプラザ店
569-0804 高槻市紺屋町１番１号グリーンプラザたかつ

き１号館２Ｆ
わかば薬局 569-0826 高槻市寿町三丁目３３番１７号
ナカタ薬局 569-0824 高槻市川添二丁目１１番２号
コーナン薬局 569-0803 高槻市高槻町１０番１号
西町薬局 569-0854 高槻市西町３２番１０号
ＡＢＣ薬局 569-0076 高槻市出丸町６番２号ボストンビル１階
ヘイワドー薬局 569-1041 高槻市奈佐原二丁目１１番２１号
ハート薬局 569-1024 高槻市寺谷町３７番７号

えびす薬局
569-0007 高槻市神内二丁目２８番１３号東ア第１ビル

１０２号
メイプル薬局 569-0007 高槻市神内二丁目２８番５３号
ウイル薬局 569-1145 高槻市富田丘町３番１２号　１０８
イオン薬局高槻店 569-0093 高槻市萩之庄３丁目４７－２
富田駅前ケアーズ薬局 569-0814 高槻市富田町一丁目１２番３号
まかみ薬局 569-1121 高槻市真上町三丁目１２番１４号
ぐんげ薬局 569-1131 高槻市郡家本町６番３号
イシダ薬局 569-1029 高槻市安岡寺町二丁目１８番１号
オーティ薬局 569-0802 高槻市北園町１６番１６号
イルカ薬局 569-0076 高槻市出丸町６－３９
アピス薬局　高槻寿店 569-0826 高槻市寿町３丁目９－２

ポニー薬局
569-1142 高槻市宮田町２丁目５－３０コーポ宮田１０

５号
西冠トモエ薬局 569-0055 高槻市西冠３－３０－１

高槻桜ヶ丘薬局
569-0818 高槻市桜ヶ丘南町２３－５桜ヶ丘医療ビル１

階
アイ薬局　高槻駅前店 569-0805 高槻市上田辺町１－３０　大阪住宅ビル１Ｆ
ファルコ薬局　高槻庄所店 569-0064 高槻市庄所町３番１９号
藤田薬局 569-0803 高槻市高槻町９番３号

よう調剤薬局　芥川店
569-1123 高槻市芥川町１丁目１２－１ＯＭＢルミエー

ル１階１０１号
ウエルシア薬局　高槻古曽部店 569-1115 高槻市古曽部町二丁目１７番３号

さくら保健薬局
569-1026 高槻市緑が丘１丁目３－１中島グリーンビル

１０２
スギ薬局　たかつき本通り店 569-0803 高槻市高槻町１４－１３丸西ビル１階
ＡＢＣ薬局 569-1124 高槻市南芥川町８－２５
ココカラファイン薬局　ＪＲ高槻駅店 569-1116 高槻市白梅町１－１　ＪＲ高槻駅２階
のぞみ薬局　高槻店 569-0856 高槻市玉川新町８－２

○
服部たまご薬局

561-0851 豊中市服部元町一丁目１０番２２号ヒルデン
服部１階

○ 豊中たまご薬局 560-0021 豊中市本町三丁目１番２１号丸善ビル１階

○
笹川薬局　東町店

560-0082 豊中市新千里東町３丁目３番１２０パーク
ホームズ千里中央ザ・レジデンス　パークサ
イド１０４

すずらん薬局 560-0011 豊中市上野西３丁目１６－５３

みどり薬局　緑丘店
560-0005 豊中市西緑丘１丁目１番３１号Ｃｒｉｃｅ

Ｎｉｋｋｏ　緑丘１階
カメイ調剤薬局　豊中緑地公園駅店 561-0872 豊中市寺内二丁目４－１　緑地駅ビル２Ｆ

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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スギ薬局　庄内東店 561-0831 豊中市庄内東町一丁目７番１９号
まい薬局 560-0026 豊中市玉井町１丁目３－１９
なの花薬局　千里中央店 560-0083 豊中市新千里西町一丁目１番４８
ホシ薬局 561-0815 豊中市豊南町南四丁目５番１１号
ハザマ薬局 560-0083 豊中市新千里西町３－３－５
こむぎ薬局　三国橋店 561-0822 豊中市三国１丁目７－１
ココカラファイン薬局　岡町店 561-0881 豊中市中桜塚一丁目１－１　Ｔｉｏ岡町１階
さくら薬局　豊中宮山店 560-0056 豊中市宮山町４－１－２０
ウエルシア薬局　豊中中桜塚店 561-0881 豊中市中桜塚４－６－１０

メディグレイス薬局
560-0021 豊中市本町２丁目４－１４豊中本町ＭＫビル

１０１
冨士薬局 561-0833 豊中市庄内幸町二丁目１番２７号
なの花薬局　豊中店 561-0864 豊中市夕日丘一丁目１番５号

メイプル薬局　東豊中店
560-0003 豊中市東豊中町五丁目１２番１号西谷ハイツ

１０２号

スギ薬局　服部西店
561-0859 豊中市服部豊町二丁目１５番７号阪急オアシ

ス服部西店内

辻田薬局
561-0833 豊中市庄内幸町二丁目１５番１号アルカサー

ル豊中１階１１２号室
ＯＳファーマシー薬局　ほうなん店 561-0816 豊中市豊南町西三丁目３番３号
アピス薬局　上野坂店 560-0012 豊中市上野坂二丁目１４番３４号
日宝堂薬局 561-0832 豊中市庄内西町三丁目６番１９号

みのり薬局
561-0832 豊中市庄内西町４丁目１番２４号日本ペット

商事株式会社本社ビル１階
メロディ薬局 560-0021 豊中市本町２丁目１－４５－１０２
グリーン調剤薬局　岡町店 561-0881 豊中市中桜塚２丁目１８－７
スギ薬局　西緑丘店 560-0005 豊中市西緑丘２丁目８番５号
セレブ薬局 560-0013 豊中市上野東２丁目１９－２７

フルール薬局
561-0832 豊中市庄内西町３丁目１番５号サンパティオ

４階
ラズベリー薬局 561-0851 豊中市服部元町２丁目５番１７号Ｂ号室
あおい薬局 561-0804 豊中市曽根南町１丁目５－１１
はちみつ薬局 561-0834 豊中市庄内栄町二丁目４番６号
さくら薬局　豊中玉井町店 560-0026 豊中市玉井町一丁目９番１９号
アイセイ薬局　豊中少路店 560-0004 豊中市少路２丁目３番２２号

服部マルゼン薬局
561-0859 豊中市服部豊町１－３－１４グランウエスト

１０５
笹川薬局　上新田店 560-0085 豊中市上新田１丁目１０－３１
のぞみ薬局　服部店 561-0858 豊中市服部西町３丁目１番６号

ファーマシーオカムラ薬局
563-0103 豊能郡豊能町東ときわ台三丁目１番２号東と

きわショッピングセンターＢ－５
ファーマシーオカムラ薬局 563-0104 豊能郡豊能町光風台二丁目１１番７号

ハーブ薬局
563-0104 豊能郡豊能町光風台五丁目３２０番地の７８

犬養興産光風台ビル１階
ウエルシア薬局　富田林津々山台店 584-0086 富田林市津々山台五丁目５－１
あけぼの薬局　富田林寿町店 584-0036 富田林市甲田６丁目７３０－１
あおば薬局 584-0045 富田林市山中田町一丁目１９番１７号
ウエルシア薬局　富田林小金台店 584-0083 富田林市小金台１丁目１１－２５
とおやま薬局　板持店 584-0048 富田林市西板持町６丁目３－３
錦薬局 584-0067 富田林市錦織南一丁目３番２号

くるみ薬局
584-0024 富田林市若松町２丁目１３－１６アヴァンセ

２１　１階
トンボ薬局 584-0024 富田林市若松町一丁目３番１５号

ファルコ薬局　寝屋川市駅前店
572-0042 寝屋川市東大利町２－１０丸喜ビルヂィング

１階
スギ薬局　東香里店 572-0801 寝屋川市寝屋１丁目２－８
アイン薬局　香里園店 572-0082 寝屋川市香里本通町８－４－２０２，２０３

ガーデン薬局
572-0048 寝屋川市大利町２１番２号寝屋川大利メディ

カルガーデンズ１階
スギ薬局　寝屋川黒原店 572-0059 寝屋川市黒原新町９番１号
きららみらい薬局 572-0042 寝屋川市東大利町１１番１３号
いぐち薬局　香里新町 572-0085 寝屋川市香里新町９－１０
第二サンヨー薬局 572-0057 寝屋川市黒原旭町２９番５号
京阪薬局 572-0076 寝屋川市仁和寺本町四丁目２番３４号
創田薬局 572-0003 寝屋川市成田南町２０－６
ぽぷら薬局さくら店 572-0028 寝屋川市日新町６番１３号
ＯＧＰ薬局　萱島店 572-0829 寝屋川市萱島信和町２１番３２号
ファルコ薬局　寝屋川店 572-0066 寝屋川市仁和寺町３１－５４－１０１
ドクトル薬局 572-0062 寝屋川市高柳栄町９番３号

イーグル薬局
572-0833 寝屋川市初町２番１１号グリュックビル　１

０１

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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きららみらい薬局 572-0022 寝屋川市緑町４３番１５号
はるか薬局 572-0061 寝屋川市長栄寺町６－１
かじた調剤薬局 572-0837 寝屋川市早子町２－１９グランツ寝屋川１階
ぽぷら薬局　あおい店 572-0013 寝屋川市三井が丘３丁目１６－７
スギ薬局　香里西店 572-0089 寝屋川市香里西之町４－９

クオール薬局香里園テラス店
572-0082 寝屋川市香里本通町８－４かほりまちテラス

２０１
サンヨー薬局 572-0035 寝屋川市池田旭町２４－３２

○ パンダ薬局 583-0883 羽曳野市向野３丁目５１－１
白鳥薬局 583-0852 羽曳野市古市四丁目１番５号
ウエルシア薬局　羽曳野南恵我之荘店 583-0885 羽曳野市南恵我之荘３丁目２－２２
セブン薬局 583-0881 羽曳野市島泉二丁目８番２７号

はびきの薬局
583-0856 羽曳野市白鳥一丁目４－１３Ｄ．Ｈ白鳥ビル

１階
カイセイ薬局 583-0875 羽曳野市樫山９８－１
ひまわり薬局 583-0872 羽曳野市はびきの２丁目８－３

リボン薬局
583-0872 羽曳野市はびきの２丁目７－３６遠藤ビル３

号
オレンジ薬局 599-0202 阪南市下出５５－３

○ そうごう薬局　日下店 579-8003 東大阪市日下町３丁目６番９号
○ スギ薬局　小阪駅東店 577-0801 東大阪市小阪１丁目８番２１号

クローバー薬局 577-0802 東大阪市小阪本町一丁目９番１号
フロンティア薬局　花園店 578-0937 東大阪市花園本町一丁目７番５号
白鳥薬局 577-0823 東大阪市金岡４丁目８番７号
ファーマライズ薬局　花園店 579-8036 東大阪市鷹殿町１７番６号
ウエルシア薬局　東大阪永和店 577-0809 東大阪市永和２丁目１３番５号
ウエルシア薬局　東大阪東山店 579-8027 東大阪市東山町３番５号
スギ薬局　ひょうたん山店 579-8056 東大阪市若草町５番３５号

エムハート薬局　はなぞの店
578-0924 東大阪市吉田１丁目１番２８号パザパはなぞ

の１１１
セガミ薬局　河内永和店 577-0809 東大阪市永和二丁目５番３３号
かるがも薬局　鴻池店 578-0971 東大阪市鴻池本町２番３号
ウエルシア薬局　東大阪森河内東店 577-0062 東大阪市森河内東１丁目２２番１７号
アカカベ薬局　徳庵駅前店 577-0001 東大阪市徳庵本町４番３号
小阪赤壁薬局 577-0802 東大阪市小阪本町一丁目３番２号

アール薬局
577-0055 東大阪市長栄寺１１－９　カーサ・セリオ１

０３号
オガワ薬局 577-0001 東大阪市徳庵本町７番１３号
セガミ薬局　八戸ノ里店 577-0801 東大阪市小阪三丁目４番５４号
コトブキ保健薬局 577-0062 東大阪市森河内東一丁目３０番１４号
ドクトル薬局 579-8041 東大阪市喜里川町２番４号
カイセイ薬局 577-0809 東大阪市永和一丁目４番３号
若江ドクトル薬局 578-0942 東大阪市若江本町二丁目３番１号
河内あさひ薬局 578-0954 東大阪市横枕２－２７　河内第一ビル１階

あいる薬局
579-8013 東大阪市西石切町一丁目１１番３０号新石切

駅前ビル１階
スギ薬局　渋川店 577-0836 東大阪市渋川町一丁目４番１２号
サン薬局　放出店 577-0061 東大阪市森河内西二丁目３０番１８号
てとて薬局 577-0055 東大阪市長栄寺１番６－４号

こぐま薬局
578-0925 東大阪市稲葉三丁目１１－１０ピアザ花園１

階

大阪鴻池駅前さくら薬局
578-0976 東大阪市西鴻池町一丁目２番６号森本ビル１

階
グリーンへルス薬局 577-0837 東大阪市寿町三丁目８番１４号
青葉堂薬局　大蓮店 577-0826 東大阪市大蓮北２丁目４番３号
かいせい薬局 577-0827 東大阪市衣摺４丁目１番７号
アイビー薬局 578-0954 東大阪市横枕２番２５号　横枕ビル１Ｆ
ドナルドン薬局 577-0055 東大阪市長栄寺２１番２５号

イオン薬局　布施駅前店
577-0056 東大阪市長堂１丁目８番３７号イオン布施駅

前店１階
アイル薬局　吉田駅前店 578-0981 東大阪市島之内２丁目１４番１１号１階
グリーンライフ薬局　荒川店 577-0843 東大阪市荒川１丁目１４番１９号
ウエルシア薬局　河内花園駅前店 578-0924 東大阪市吉田１丁目１番３２号
瓢箪山プラザ薬局 579-8058 東大阪市神田町３番３号
ハートさくら薬局 578-0941 東大阪市岩田町三丁目１１番２号
ドクトル薬局　新石切店 579-8027 東大阪市東山町４番８号ＷＳ百光ビル１Ｆ
リープ薬局　小阪駅改札前店 577-0801 東大阪市小阪１丁目８番３８号

ビーグル薬局　元町店
578-0974 東大阪市鴻池元町１０番４６号ラフォーレ鴻

池元町１Ｆ
ヒグチ薬局 577-0034 東大阪市御厨南２丁目１番２６号
阪神調剤薬局　ひょうたん山店 579-8051 東大阪市瓢箪山町７番１６号

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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阪神調剤薬局　御厨店 577-0033 東大阪市御厨東２丁目２番２０号
スギ薬局　菱江店 578-0925 東大阪市稲葉１丁目６番２６号

スギ薬局　東大阪旭町店
579-8048 東大阪市旭町２２番２６号枚岡プラザ本館１

階
○ アピス薬局　枚方市駅店 573-0032 枚方市岡東町１４－４３田口ビル１階

○
サンプラザ薬局くずは駅前

573-1106 枚方市町楠葉一丁目６番６くずはサングリー
ンビル１０２号

○
らくせい薬局

573-0032 枚方市岡東町１２番３ひらかたサンプラザ３
号館４０１号

○
しらゆり薬局

573-1191 枚方市新町１丁目９－６松浦枚方ビル１０１
号

キリン堂薬局　東香里店 573-0075 枚方市東香里二丁目２７番２１号
アイランド薬局　くずは店 573-1105 枚方市南楠葉１丁目２２番６号
たんぽぽ薬局　香里ケ丘店 573-0084 枚方市香里ケ丘５丁目８番地３
アカカベ茄子作薬局 573-0083 枚方市茄子作北町３０番５号
枚方グローバル薬局 573-1133 枚方市招提元町二丁目２０５３－１
うめ薬局　星ヶ丘店 573-0013 枚方市星丘２丁目３７－１２
ユタカ薬局くずは 573-1122 枚方市西船橋二丁目５番１号
サンライトげんき薬局　枚方駅前店 573-0032 枚方市岡東町１５－２０
アピス薬局　枚方店 573-1137 枚方市西招提町２２３３番６
サンプラザ薬局田ノ口 573-1162 枚方市田口１丁目２１－１２－１
ハイタッチ中宮薬局 573-0021 枚方市中宮西之町１５番２０号
やまもと薬局 573-1146 枚方市牧野阪一丁目１７番５号
エルム薬局 573-0164 枚方市長尾谷町二丁目１３番１６号

サンプラザ調剤薬局
573-1103 枚方市楠葉野田一丁目１３番１号サンパ

ティーク樟葉１階１０１号
アカカベ山之上薬局 573-0049 枚方市山之上北町７番１５号
サンプラザ薬局　山田池 573-0001 枚方市田口山二丁目３１番１１号
サエラ薬局　くずは駅前店 573-1121 枚方市楠葉花園町１１番３－１０２号
牧野あおば薬局 573-1142 枚方市牧野下島町１５番２１号
スマイル薬局　長尾店 573-0163 枚方市長尾元町二丁目１番１２号
アシスト薬局　招提店 573-1152 枚方市招提中町二丁目１番３号
サンプラザ薬局　天の川 573-0027 枚方市大垣内町二丁目１７番１０号

ツバサ薬局　香里ヶ丘店
573-0084 枚方市香里ケ丘三丁目１１番１号コノバ香

里ヶ丘Ｂ棟１１５
へいせい薬局 573-1196 枚方市中宮本町４－９
そうごう薬局　光善寺店 573-0064 枚方市北中振３丁目２４－３１ＫＹビル１Ｆ
アカカベ香里薬局 573-0074 枚方市東香里南町３－１２
ユタカ薬局　西招提 573-1137 枚方市西招提町１２５０番１
ツバサ薬局　星ヶ丘店 573-0013 枚方市星丘３丁目１－４８

スギ薬局　くずはモール店
573-1121 枚方市楠葉花園町１０－８５ＫＵＺＵＨＡ

ＭＡＬＬ　南館１階　Ｓ１０３号
クオール薬局　枚方広野店 573-0082 枚方市茄子作東町２６番１５号

さくら保健薬局
573-1197 枚方市禁野本町２丁目１４－６メゾン・ニュ

アージュ１階

ａｋ薬局　枚方くずは店
573-1114 枚方市東山１丁目４９－３２木村マンション

１０１号室
阪神調剤薬局　京阪枚方店 573-1191 枚方市新町１丁目１１－１２
枚方いつき薬局 573-0041 枚方市山之上東町７－１７
オレンジ薬局　枚方店 573-0022 枚方市宮之阪２丁目２４－２０

○ ファーマシィ薬局はーと 583-0027 藤井寺市岡二丁目９番１５号
○ キリン堂薬局　藤井寺店 583-0027 藤井寺市岡１丁目４－１４

ウエルシア薬局　藤井寺小山店 583-0033 藤井寺市小山５丁目２－９
ファーマシィ薬局　藤井寺駅前 583-0027 藤井寺市岡２丁目９－１３

春日丘薬局
583-0026 藤井寺市春日丘１丁目２－３８春日丘ビル１

階

オオサカ薬局
583-0034 藤井寺市小山藤の里町１４番１藤の里ハイツ

１０１号

タイヘイ薬局
583-0036 藤井寺市恵美坂１丁目２番３号ナービス藤井

寺恵美坂１Ｆ
ハーブ薬局 583-0012 藤井寺市道明寺２丁目１１－３
ひまわり薬局 583-0017 藤井寺市藤ケ丘２丁目１０－１４
さくら薬局 583-0027 藤井寺市岡２丁目１－１９
三晃薬局 583-0008 藤井寺市大井４丁目１６－２１
三晃薬局 583-0008 藤井寺市大井４丁目１６－２１

アイセイ薬局　河内天美店
580-0032 松原市天美東八丁目１番９号チエロ・マレ天

美東　１Ｂ
井内薬局 580-0021 松原市高見の里三丁目４番４２号
天美薬局 580-0033 松原市天美南５丁目１７番１８号
みやけ薬局 580-0045 松原市三宅西一丁目３６０番地の１
あお薬局 580-0043 松原市阿保１丁目３－１２塩野ビル１階

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 17／19
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ウエルシア薬局　松原岡店 580-0014 松原市岡３丁目２－１５
フロンティア薬局　一津屋店 580-0003 松原市一津屋１丁目１９－１４
アイセイ薬局　南新町店 580-0023 松原市南新町一丁目１１番２６号
アイセイ薬局　松原店 580-0043 松原市阿保三丁目１５番２４号
アイセイ薬局　松ヶ丘店 580-0042 松原市松ケ丘三丁目３－２３
スギ薬局　松原北新町店 580-0025 松原市北新町四丁目１５２番地の１
セントラル薬局 580-0021 松原市高見の里一丁目１３番１３号
品川薬局 580-0042 松原市松ケ丘１丁目４－２１
Ｖ・ｄｒｕｇ　漢薬堂薬局 580-0015 松原市新堂３丁目４－１０　１階
阪神調剤薬局　水無瀬店 618-0011 三島郡島本町広瀬５丁目４－６
コーナン薬局 618-0012 三島郡島本町高浜三丁目２番３０号

ＡＢＣ薬局
618-0014 三島郡島本町水無瀬一丁目２３番４号島本健

康モール１階

ＡＢＣ薬局
618-0014 三島郡島本町水無瀬１丁目１７－１２島本セ

ンター内

○
池田薬局

562-0036 箕面市船場西２丁目７－１１ニュープライム
ハイツ１階

アップルプラス薬局 562-0012 箕面市白島１丁目１４－７
ちーぷ薬局　箕面店 562-0025 箕面市粟生外院一丁目１１番２１号
箕面坊島ＭＹ薬局 562-0013 箕面市坊島５丁目４－２３
ウエルシア薬局　箕面牧落店 562-0004 箕面市牧落３丁目１－１２
スギ薬局　箕面今宮店 562-0033 箕面市今宮１丁目８－２２
スギ薬局　箕面小野原店 562-0024 箕面市粟生新家４丁目１－１４
ウエルシア薬局　箕面稲店 562-0015 箕面市稲６丁目１５－３
サン薬局 562-0023 箕面市粟生間谷西一丁目１番１４号

あい薬局
562-0004 箕面市牧落三丁目５番１７号メゾン・ド・

ローザス１０１号
なつめ薬局 562-0046 箕面市桜ケ丘一丁目１番４６号
キョウエイ調剤薬局　牧落店 562-0043 箕面市桜井１丁目２７番４４号の１

小野原東薬局
562-0031 箕面市小野原東４丁目２７－３３ドムス小野

原

小野原パール薬局
562-0031 箕面市小野原東５丁目２－８アネックス箕面

１Ｆ

スギ薬局　箕面船場店
562-0036 箕面市船場西二丁目１２番４号ＯＴＣプライ

ムハイツ１０１号
キリン堂薬局　箕面桜ケ丘店 562-0046 箕面市桜ケ丘３丁目１４－１６
箕面白島ＭＹ薬局 562-0012 箕面市白島１丁目２－１５　１階
ゆずき薬局 562-0032 箕面市小野原西６丁目１３－３４

○ 守口まこと薬局 570-0017 守口市佐太東町１丁目２３－１１
みどり薬局　守口店 570-0002 守口市佐太中町六丁目２０番８号
ねね薬局 570-0031 守口市橋波東之町二丁目９番１４号
いわさ薬局 570-0011 守口市金田町一丁目２１番５号
キンダ薬局 570-0011 守口市金田町四丁目３番１７号
一二三薬局 570-0079 守口市金下町一丁目４番１３号
ファミリー薬局 570-0078 守口市平代町６番１５－１０１号
サンプラザ薬局鶴見緑地 570-0044 守口市南寺方南通三丁目４番１２号
イオン薬局大日店 570-0016 守口市大日東町１番１８号イオン大日店１階
オレンジ薬局　守口店 570-0043 守口市南寺方東通三丁目３番２７号
八雲薬局 570-0004 守口市淀江町３－５
わかば薬局 570-0079 守口市金下町２丁目１３－６
カモミール薬局 570-0066 守口市梅園町２－３３　エムワイビル１Ｆ
守口大日薬局 570-0021 守口市八雲東町２丁目４９－６

櫻十字薬局　守口店
570-0012 守口市大久保町５丁目６８－９エクセレント

コート１０２号
○ シグマ薬局　アクロスプラザ八尾店 581-0023 八尾市都塚四丁目１０９２番地

コクミン薬局　近鉄八尾店 581-0003 八尾市本町７丁目１１－１８南加茂ビル１階
ウエルシア薬局　八尾安中店 581-0085 八尾市安中町４丁目３番１７号
ながお大和橋薬局 581-0831 八尾市山本町北３丁目１０－９
八尾薬局 581-0003 八尾市本町七丁目７番９号小倉ビル１階
エンジェル薬局 581-0007 八尾市光南町一丁目３番２０号
小林薬局 581-0004 八尾市東本町三丁目６番２２号

アップルプラス薬局
581-0003 八尾市本町五丁目１番３号グランフェル八尾

１階
ユゲ薬局 581-0025 八尾市天王寺屋六丁目２４
みどり薬局 581-0022 八尾市柏村町四丁目３１１番１号
美好橋薬局 581-0867 八尾市山本町四丁目１番１５号
エイコー薬局 581-0033 八尾市志紀町南一丁目９３番地１
ルピナス薬局　八尾店 581-0831 八尾市山本町北七丁目８番３８号

プラザ薬局　山本店
581-0867 八尾市山本町一丁目３番２０号やまもとクリ

ニックビル１階
のぞみ薬局　北久宝寺店 581-0071 八尾市北久宝寺一丁目４番８１ー１０７号

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
この一覧は、近畿厚生局のデータを集約したものです。 18／19
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ウエルシア薬局　八尾上尾店 581-0851 八尾市上尾町１丁目４－１

アルファー薬局
581-0013 八尾市山本町南１丁目３－１７マルキチビル

１階
ウエルシア薬局　八尾東久宝寺店 581-0002 八尾市東久宝寺三丁目１１番１４号
プラチナ薬局　木の本店 581-0044 八尾市木の本１丁目７－１
さくら薬局　八尾店 581-0864 八尾市大字山畑４－１
プラチナ薬局　八尾店 581-0081 八尾市南本町４丁目１番１４号
龍華薬局 581-0061 八尾市春日町１丁目８－２９

※「新規」は前回更新分から新たに後発医薬品調剤体制加算の適用を申請した保険薬局です。
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