
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2)

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
エムケー薬局 563-0025 池田市城南一丁目７番９号

そうごう薬局　池田駅前店
563-0048 池田市呉服町１－１サンシティ池田西館３階

３０２

アピス薬局　池田店
563-0048 池田市呉服町２番２０号クレハ２２０ビル１

０２号
すまいる薬局 563-0023 池田市井口堂３丁目２－３
なの花薬局　建石町店 563-0053 池田市建石町７－１０
大日薬局空港店 563-0032 池田市石橋４丁目１７－１６
エキマエ薬局 563-0048 池田市呉服町１－１サンシティ池田１階
ひむか薬局　城南店 563-0025 池田市城南三丁目１番１５－Ｉ棟１０１号
井口堂薬局 563-0023 池田市井口堂一丁目９番２６号

かるがも薬局　池田店
563-0048 池田市呉服町１－１－１３６サンシティ池田

１階
シティ薬局 563-0055 池田市菅原町２番１号トライビル１階
アカネ薬局　室町店 563-0047 池田市室町２－２－Ａ
ノウス薬局　五月丘 563-0029 池田市五月丘２丁目２番２号
さくら薬局　池田駅前店 563-0055 池田市菅原町２－９　１階

○ クスリのアオキ泉大津我孫子薬局 595-0031 泉大津市我孫子１７５－３
ひまわり薬局　泉大津店 595-0062 泉大津市田中町９－１５
キリン堂薬局　北助松店 595-0005 泉大津市森町１丁目１１－１
スギ薬局　泉大津東雲店 595-0026 泉大津市東雲町７－１４
ウエルシア薬局　泉大津下条店 595-0027 泉大津市下条町１７－１７
ミルキー薬局 595-0025 泉大津市旭町２２番６４号
ひまわり薬局　北助松店 595-0005 泉大津市森町二丁目３番９号
メイプル薬局 595-0023 泉大津市豊中町２丁目８－８
共創未来　泉大津薬局 595-0027 泉大津市下条町１２－１２
ウエルシア薬局　泉大津助松店 595-0071 泉大津市助松町２丁目７－１
みらい薬局　泉大津店 595-0062 泉大津市田中町５－２６西端第一ビル１階
いるか薬局　松ノ浜店 595-0072 泉大津市松之浜町二丁目４番８号
アイセイ薬局　いずみファミリー店 595-0017 泉大津市池園町１５番３６号
サエラ薬局 595-0061 泉大津市春日町２－１１
オリーブ薬局 595-0024 泉大津市池浦町４丁目５－１

○ サンライトげんき薬局　泉佐野店 598-0063 泉佐野市湊四丁目５番１９号
ニューロン薬局　泉佐野店 598-0007 泉佐野市上町三丁目７００番
アイセイ薬局　泉佐野店 598-0071 泉佐野市鶴原８３２－１
ウエルシア薬局　泉佐野中庄店 598-0002 泉佐野市中庄１７４２
フレックス薬局　安松店 598-0033 泉佐野市南中安松１２９４－１
みやび日根野薬局 598-0021 泉佐野市日根野３７３１－８
そうごう薬局　日根野店 598-0021 泉佐野市日根野７２０１－２
ウエルシア薬局　泉佐野市場西店 598-0006 泉佐野市市場西１丁目９－３
フレックス薬局泉佐野店 598-0044 泉佐野市笠松１丁目１－１
ニューロン薬局　高松店 598-0011 泉佐野市高松北１丁目４－１　１階

ほくと薬局
598-0048 泉佐野市りんくう往来北１番地ＳｉＳりんく

うタワー２階
オーティ薬局 598-0071 泉佐野市鶴原９６５－７

メルヘン薬局
598-0021 泉佐野市日根野７０８９番地アラモード日根

野１階

ひよこ薬局
598-0004 泉佐野市市場南二丁目５０４番９号大阪谷ビ

ル　１階
きぼう薬局つるはら駅前店 598-0071 泉佐野市鶴原一丁目１番２０号
きぼう薬局 598-0002 泉佐野市中庄１０９４－１
わかみや薬局 598-0055 泉佐野市若宮町２番６号
サエラ薬局 598-0013 泉佐野市中町二丁目５－３２
ウエルシア薬局　泉佐野羽倉崎店 598-0046 泉佐野市羽倉崎１丁目２番３号
アイアイ薬局 598-0003 泉佐野市俵屋３１５－１

おざき薬局　りんくうタウン店
598-0047 泉佐野市りんくう往来南２－２　りんくうエ

ルガビル２階
○ 日本調剤光明池薬局 594-1101 和泉市室堂町８４１－９光明池駅前ビル３階
○ ウエルシア薬局　和泉伯太店 594-0023 和泉市伯太町１丁目８－８

なごみ薬局 594-0031 和泉市伏屋町三丁目５番４号
あお空薬局　はつが野店 594-1106 和泉市はつが野１丁目４４－７
おおきに薬局　和泉店 594-1106 和泉市はつが野３丁目２４－３
つばさ薬局 594-0071 和泉市府中町３丁目１３－１０
アイセイ薬局　ららぽーと和泉店 594-1157 和泉市あゆみ野４丁目４－７
ウエルシア薬局　和泉青葉台店 594-1153 和泉市青葉台３丁目３３－１１
いのいち薬局 594-1105 和泉市のぞみ野３丁目４－３４
ひかり薬局 594-0071 和泉市府中町４丁目１６－１０

ココカラファイン薬局　エコールいずみ店
594-0041 和泉市いぶき野５丁目１－１１エコールいず

み１階
ヨシダ薬局 594-0063 和泉市今福町一丁目３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。 1／24
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関西薬局 594-0081 和泉市葛の葉町三丁目１番６０号

サエラ薬局　和泉中央店
594-0041 和泉市いぶき野五丁目１番２号　ＰＩＶＯ和

泉中央２階
あかり薬局　伏屋店 594-0031 和泉市伏屋町３丁目２７－５
幸生堂薬局 594-0006 和泉市尾井町２丁目８－６
ウェーブ薬局　信太山店 594-0005 和泉市幸３丁目９－１０アヤマンション１階
さくら薬局　和泉和気店 594-0073 和泉市和気町２丁目１０－１
スギ薬局　のぞみ野店 594-1105 和泉市のぞみ野２丁目５－１４
花菜薬局 594-0002 和泉市上町３０－１４

○ さくら薬局　茨木東中条店 567-0885 茨木市東中条町１－５　西川ビル１０２

○
アイセイハート薬局　茨木駅前店

567-0032 茨木市西駅前町６－２クリニックステーショ
ン茨木駅前１Ｆ１号室

○ なの花薬局　南茨木駅前店 567-0876 茨木市天王２丁目６－１５
日本調剤　茨木薬局 567-0817 茨木市別院町５－７ハヤシビル１階　１号

アクア薬局
567-0031 茨木市春日１丁目４－１０グラン長久茨木１

０３
コクミン薬局　新茨木店 567-0817 茨木市別院町３－３４三和茨木第２ビル１階
スギ薬局　茨木上穂積店 567-0036 茨木市上穂積二丁目１番４４号
サエラ薬局 567-0832 茨木市白川一丁目３番１８号
日本調剤　茨木駅前薬局 567-0816 茨木市永代町７番１０号川崎ビル１階

茨木ふたば薬局
567-0829 茨木市双葉町８－８双葉マンション１０３号

室
クオール薬局茨木店 567-0034 茨木市中穂積１丁目７－３６－１階
ウエルシア薬局　阪急茨木市駅東口店 567-0828 茨木市舟木町２－４
あい薬局 567-0007 茨木市南安威２丁目５－３

セレブ薬局　茨木店
567-0851 茨木市真砂一丁目９番２３号メゾンさかもと

１階
とまと薬局 567-0805 茨木市橋の内二丁目８番１３号
オレンジ薬局　茨木店 567-0831 茨木市鮎川三丁目９番３０号

オリーブ薬局
567-0828 茨木市舟木町５番２０号アリスコート舟木町

１Ｆ
なの花薬局　茨木駅前店 567-0828 茨木市舟木町２番７号１Ｂ

スズラン薬局
567-0888 茨木市駅前一丁目６番２７号ＦＬＡＴ　Ｓ．

Ｍ．Ｐ　１０２号室
ツバサ薬局　阪急茨木店 567-0815 茨木市竹橋町５－２－１階
スバル薬局 567-0885 茨木市東中条町３－３４
ひまわり薬局 567-0822 茨木市中村町１５－２明香ビル１階
つばさ薬局　鮎川店 567-0834 茨木市学園南町１４－２２
ハザマ薬局 567-0085 茨木市彩都あさぎ３丁目１－１３
つばさ薬局　大池店 567-0826 茨木市大池２丁目１３－２３
さつき薬局 567-0861 茨木市東奈良３丁目１６－３５

撫子茨木薬局　東中条店
567-0885 茨木市東中条町１１番３３号オークヴィラ１

号１階
サン薬局 567-0006 茨木市耳原２丁目１－８

日本調剤　茨木東薬局
567-0829 茨木市双葉町６番２号フォルテディコン

フォート１階

桜彩都薬局
567-0085 茨木市彩都あさぎ１丁目２番地１ガーデン

モール内

タンジョー薬局　彩都店
567-0085 茨木市彩都あさぎ１丁目２－１６Ｐ　ＰＬＡ

ＣＥ　ＳＩＴＥ１０２号
アイン薬局　茨木店 567-0035 茨木市見付山２丁目１－２－２
コーナン薬局 567-0824 茨木市中津町１９－２６
サポート薬局 567-0801 茨木市総持寺２丁目１－４　１Ｆ

スギ薬局　茨木上郡店
567-0065 茨木市上郡２丁目１３－１４ゴウダＣ＆Ｅビ

ル１階
見付山どんぐり薬局 567-0035 茨木市見付山１丁目４－５
藤田屋薬局 567-0882 茨木市元町２－２３

サエラ薬局　阪急茨木店
567-0824 茨木市中津町１８－２３プラザタツミビル１

階
あおい薬局 567-0803 茨木市中総持寺町６－２７ソレイユ茨木１階
そうごう薬局　茨木豊川店 567-0058 茨木市西豊川町２５番３号

○ エバグリーン薬局　狭山店 589-0012 大阪狭山市東茱萸木４丁目１２７７－２
キタバ薬局 589-0022 大阪狭山市西山台三丁目５番１６号
アピス薬局　狭山店 589-0004 大阪狭山市東池尻二丁目１１７４番１
ウェーブ薬局　狭山店 589-0007 大阪狭山市池尻中３丁目１－５
さくら薬局 589-0022 大阪狭山市西山台３丁目２－８
阪神調剤薬局　大阪狭山店 589-0008 大阪狭山市池尻自由丘１丁目１０－７

はな薬局　大阪狭山店
589-0023 大阪狭山市大野台５丁目１－７（高橋ハイツ

１階店舗左）
サンゴ薬局 589-0011 大阪狭山市半田５丁目７９－１

○ ウキジマ薬局 552-0014 大阪市港区八幡屋１丁目１５番１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。 2／24
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○ 青葉薬局　なみよけ店 552-0001 大阪市港区波除３丁目３番１３号
○ スギ薬局　長居公園通店 546-0023 大阪市東住吉区矢田一丁目１６番１２号
○ ドクトル薬局 546-0013 大阪市東住吉区湯里五丁目３番９号
○ クスリのアオキ住道矢田薬局 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田１丁目２２番３号
○ パステルファーマシー　駒川店 546-0032 大阪市東住吉区東田辺３丁目２２番１７号

○
なでしこ薬局　湯里店

546-0013 大阪市東住吉区湯里６丁目１３番１８号メー
デルハイツ１階

○ つくし薬局 555-0022 大阪市西淀川区柏里三丁目１番４１号

○
スギ薬局　森ノ宮店

537-0022 大阪市東成区中本二丁目１番１３号大阪スポ
ンジャービル１階

○ かるがも薬局　今里店 537-0013 大阪市東成区大今里南１丁目１番１９号
○ 明祥堂薬局 550-0027 大阪市西区九条３丁目２０番１５号　１Ｆ
○ やすらぎ薬局 558-0033 大阪市住吉区清水丘二丁目１５番２２号

○
キリン堂薬局　長居駅前店

558-0004 大阪市住吉区長居東４丁目７番８号岡安ビル
１階

○ コクミン薬局　あびこ道駅前店 558-0033 大阪市住吉区清水丘２丁目２９番１１号
○ 南海住吉薬局 558-0051 大阪市住吉区東粉浜３丁目３１番２１号

○
回生薬局

544-0033 大阪市生野区勝山北１丁目２番１号１階、２
階

○ フラワー薬局　春日出店 554-0022 大阪市此花区春日出中１丁目２６番１３号

○
チェリー薬局

533-0005 大阪市東淀川区瑞光１丁目７番１８号ブロッ
サム瑞光ビル１階

○ 京阪薬局 535-0021 大阪市旭区清水三丁目１番９号
○ 楠本薬局 557-0031 大阪市西成区鶴見橋一丁目１７番１９号
○ 天下茶屋薬局 557-0014 大阪市西成区天下茶屋１丁目１７番７号
○ 小山全快堂薬局 530-0041 大阪市北区天神橋三丁目２番３１号
○ スギ薬局　関目店 536-0007 大阪市城東区成育２丁目１４番８号
○ 阪神調剤薬局　緑橋東店 536-0023 大阪市城東区東中浜２丁目８番２８号

○
のぞみ薬局　鴫野店

536-0014 大阪市城東区鴫野西４丁目１番３３号　１階
２号

○
法円坂薬局　平野店

547-0034 大阪市平野区背戸口５丁目６番１２号カサ・
エルドラード壱番館１０１号室

○ 青葉堂薬局 547-0043 大阪市平野区平野東１丁目１番２６号１階
○ 池川薬局 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋２－１－１４

○
スギ薬局　東三国駅前店

532-0003 大阪市淀川区宮原２丁目１３番１３号デュオ
ン新大阪レジデンス１０１

○
アピス薬局　塚本店

532-0026 大阪市淀川区塚本４丁目３番２５号清光ハイ
ツ１階１号

○
スギ薬局瓦屋町店

542-0066 大阪市中央区瓦屋町２丁目１１番１６号オー
トセンタービル１階

○
ココカラファイン薬局　大阪国際がんセンター店

540-0008 大阪市中央区大手前３丁目１番６９号大阪国
際がんセンター別棟１階

○
スギ薬局　本町二丁目店

541-0053 大阪市中央区本町２丁目１番６号堺筋本町セ
ンタービル１階

オレンジ薬局 552-0014 大阪市港区八幡屋１丁目１２番７号１階
カイセイ薬局 546-0014 大阪市東住吉区鷹合三丁目１番２５号
ラビット今里薬局 537-0013 大阪市東成区大今里南六丁目１６番２０号
いいな薬局 543-0021 大阪市天王寺区東高津町８番２４号１Ｆ

スギ薬局　北堀江店
550-0014 大阪市西区北堀江４丁目４番８号西長堀ビル

１階

なの花薬局　阿波座店
550-0012 大阪市西区立売堀６丁目３番８号フレスポ阿

波座２階
くるみ薬局 558-0011 大阪市住吉区苅田３丁目９番３号
大阪巽さくら薬局 544-0015 大阪市生野区巽南三丁目７番９号
オレンジ薬局　生野巽店 544-0013 大阪市生野区巽中１丁目１９番３５号　１階
アップル薬局 544-0021 大阪市生野区勝山南２丁目８番１３号　１階
ココカラファイン薬局　昭和町店 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町２丁目６番１号
きたむら薬局 551-0032 大阪市大正区北村１丁目１７番９号１階
さくら薬局　大阪高見店 554-0001 大阪市此花区高見二丁目１２番１６号
アカカベ薬局　春日出北店 554-0021 大阪市此花区春日出北１丁目３番８号

コタニ薬局
533-0023 大阪市東淀川区東淡路４丁目３３番５号イー

ストＰ－１ビル１階

キリン堂薬局　千林大宮店
535-0002 大阪市旭区大宮４丁目９－３５ＨＭビルディ

ング１階
ファミリー松薬局 557-0033 大阪市西成区梅南一丁目１番６号
常盤漢方薬局 556-0015 大阪市浪速区敷津西二丁目１番地７号
阪神調剤薬局　森之宮店 536-0025 大阪市城東区森之宮２丁目４番４号
アカカベ薬局　鴫野駅前店 536-0014 大阪市城東区鴫野西５丁目１５番７号
クローバー薬局 534-0002 大阪市都島区大東町一丁目９番５号
スギ薬局　都島友渕店 534-0016 大阪市都島区友渕町二丁目１５番２４号
なごみ薬局 547-0041 大阪市平野区平野北一丁目９番８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。 3／24
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スギ薬局　西三国店
532-0004 大阪市淀川区西宮原３丁目３番６号　ファ

ミールハイツ北大阪第四期５号棟１階

内久宝寺薬局
540-0013 大阪市中央区内久宝寺町３丁目２番５号　１

階
アカカベ薬局　野田阪神店 553-0002 大阪市福島区鷺洲１丁目１２番１１号

エムケー薬局
537-0025 大阪市東成区中道四丁目１４番２５号ステ

ラートコート玉造１階
ライト薬局　緑橋店 537-0022 大阪市東成区中本１丁目１０番１６号
ウエルシア薬局　生野巽北店 544-0004 大阪市生野区巽北４丁目２番１０号
さくら薬局　阪神西九条駅店 554-0012 大阪市此花区西九条三丁目１５番１１号
ウエルシア薬局　東淀川東淡路店 533-0023 大阪市東淀川区東淡路一丁目７番１７号

東淀川ハートフル薬局
533-0014 大阪市東淀川区豊新一丁目２１番２９号　１

階

大阪神山さくら薬局
530-0026 大阪市北区神山町１４番２２号クラフト扇町

ビル１階

ファルコ薬局　大阪本庄店
531-0074 大阪市北区本庄東２丁目１１番７号ヴィラー

ジュ本庄１階
マルゼン薬局 534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目２６番２２号
ひまわり薬局　長吉六反店 547-0012 大阪市平野区長吉六反４丁目６番１３号
あかつき薬局 547-0016 大阪市平野区長吉長原２丁目２番６７号
御崎日本薬局 559-0013 大阪市住之江区御崎一丁目６番２０号
東加賀屋日本薬局 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋四丁目５番２２号

中央日本薬局
559-0017 大阪市住之江区中加賀屋３丁目２番１号とく

やビル１Ｆ

アイン薬局　十三駅前店
532-0023 大阪市淀川区十三東２丁目９番１０号十三駅

前医療ビル１階
あんず薬局　谷町店 540-0012 大阪市中央区谷町４丁目５番１２号

かえる薬局
542-0081 大阪市中央区南船場１丁目９番２３号Ｙ．ｃ

ｕｂｅ１０１

アカカベ薬局　日本橋駅前店
542-0073 大阪市中央区日本橋１丁目２番６号日本橋河

辺ビル１階

ココカラファイン薬局　弁天町店
552-0007 大阪市港区弁天一丁目３番３号クロスシティ

弁天町３階
アカカベ薬局　桑津店 546-0041 大阪市東住吉区桑津５丁目１６番１号

なの花薬局　西淀川大野店
555-0043 大阪市西淀川区大野２丁目１番４１号レーベ

ンビル西淀川１階

上六薬局　上本町店
543-0031 大阪市天王寺区石ケ辻町１５番１５号上六メ

ディカルビル１階
ファーコス薬局　いくの 544-0003 大阪市生野区小路東四丁目２番４号
キリン堂薬局　生野巽中店 544-0013 大阪市生野区巽中１丁目１２番２０号

クローバー薬局
535-0005 大阪市旭区赤川二丁目１７番２号岸本ビル１

０２
平和薬局 557-0002 大阪市西成区太子２丁目３番１０号

萩之茶屋薬局
557-0004 大阪市西成区萩之茶屋２丁目５番６号萩茶ビ

ル１０１

大ビル薬局
530-0005 大阪市北区中之島三丁目３番２３号中之島ダ

イビル５階

スギ薬局　リンクスウメダ店
530-0011 大阪市北区大深町１番１号ヨドバシ梅田タ

ワー地下１階
おはな薬局　なにわ店 556-0014 大阪市浪速区大国１丁目９番１１号１Ｆ
アソシア調剤薬局 536-0021 大阪市城東区諏訪１丁目３番３１号
アカカベ薬局　放出西店 536-0011 大阪市城東区放出西２丁目２０番２１号
スギ薬局　都島中通店 534-0022 大阪市都島区都島中通２丁目１番３号

サエラ薬局　都島店
534-0021 大阪市都島区都島本通５丁目１４番１０号Ｊ

Ｎ１ビル１階
スギ薬局　加美北店 547-0001 大阪市平野区加美北８丁目２２番５１号

住之江日本薬局
559-0013 大阪市住之江区御崎５丁目１４番１１号クレ

セントマンション１０２号
キリン堂薬局　加島店 532-0031 大阪市淀川区加島１丁目５３番３２号

たから薬局
540-0021 大阪市中央区大手通３丁目２番３号グランド

メゾン大手通１０３
コアラ薬局 537-0023 大阪市東成区玉津３丁目６番２号
フラワー薬局　緑橋店 537-0021 大阪市東成区東中本１丁目１５番１０号
プライム薬局 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町２番１９号
サエラ薬局　真法院店 543-0041 大阪市天王寺区真法院町７番３１号

スギ薬局　上本町店
543-0001 大阪市天王寺区上本町六丁目７番２号上六三

和会館１階

Ｒｅｌｉ薬局　谷六店
543-0018 大阪市天王寺区空清町５番１８号ＭＲＴビル

１Ｆ
竹内薬局　南住吉店 558-0041 大阪市住吉区南住吉３丁目４番２６号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。 4／24
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イオン薬局高見店
554-0001 大阪市此花区高見１丁目５番７０号イオン高

見店１階
キリン堂薬局　岸里駅前店 557-0052 大阪市西成区潮路１丁目１０番１３号

クオール薬局梅田店
530-0001 大阪市北区梅田１丁目２番２号２００大阪駅

前第２ビル２階
薬局いろは 530-0026 大阪市北区神山町１４－２１
スピカ薬局 534-0011 大阪市都島区高倉町一丁目７番７号
日本調剤　喜連東薬局 547-0021 大阪市平野区喜連東３丁目５番５３号
ハザマ薬局 559-0003 大阪市住之江区安立一丁目６番１８号
ウエルシア薬局　住之江新北島店 559-0024 大阪市住之江区新北島三丁目６番１６号

スギ薬局　粉浜西店
559-0007 大阪市住之江区粉浜西３丁目１番１２号近商

ストア住吉店２階
キリン堂薬局　鶴見諸口店 538-0051 大阪市鶴見区諸口３丁目１番５号

スギ薬局　瓦町１丁目店
541-0048 大阪市中央区瓦町１丁目６番１０号ＪＰビル

１階

森ノ宮ステーション薬局
540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１番３０号ビ

エラ森ノ宮１Ｆ
くわの薬局　駒川 546-0043 大阪市東住吉区駒川４丁目５番６号
こころ薬局 550-0022 大阪市西区本田二丁目３番１号森井ビル１階
薬局ラボＰｈａｒｍａｃｙ 550-0014 大阪市西区北堀江一丁目４番５号

サンゴ薬局
550-0011 大阪市西区阿波座１丁目１２番１５号うつぼ

診療所ビル１階
オレンジ薬局　府立店 558-0056 大阪市住吉区万代東２丁目４番１８号１Ｆ
ココナラ薬局 544-0015 大阪市生野区巽南三丁目４番２２号
カニタ薬局 557-0016 大阪市西成区花園北二丁目８番７号

泉薬局　岸里店
557-0041 大阪市西成区岸里二丁目３番３３－１号ラ

フィーネ岸里１階
よつば薬局　あべの店 557-0001 大阪市西成区山王１丁目９番７号１Ｆ

フタツカ薬局　なんばパークス
556-0011 大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号なん

ばパークス２階

コクミン薬局　ポートタウン東店
559-0033 大阪市住之江区南港中二丁目１番１０９号

ポートタウンショッピングセンター内
クオレ薬局大野店 555-0043 大阪市西淀川区大野二丁目２番１号

アップルプラス薬局
543-0043 大阪市天王寺区勝山１丁目６番６号高津マン

ション１Ｆ
常盤漢方薬局 550-0012 大阪市西区立売堀三丁目２番１号
ウエルシア薬局　大阪新町店 550-0013 大阪市西区新町４丁目１０番２１号１０１

スギ薬局　長居店
558-0003 大阪市住吉区長居２丁目１０番３１号㈱山弘

ビル１階
スギ薬局　梅田店 530-0012 大阪市北区芝田１丁目１番２３号１階・２階
マルゼン薬局　天七店 531-0061 大阪市北区長柄西１丁目２番４号１階

エムケー薬局
534-0021 大阪市都島区都島本通二丁目１４番４号カル

ナビル１階
薬局マツモトキヨシ　ベルファ都島店 534-0016 大阪市都島区友渕町２丁目１３番３４号２Ｆ
メイプル薬局　都島店 534-0016 大阪市都島区友渕町２丁目１番５号　１階
スギ薬局　長吉店 547-0012 大阪市平野区長吉六反３丁目１番６号１階

アカカベ薬局　木川東店
532-0012 大阪市淀川区木川東４丁目１１番１号　グラ

ンカーサ新大阪ＳＯＵＴＨ　１Ｆ

メイプル薬局　横堤店
538-0052 大阪市鶴見区横堤３丁目１１番１４号レジョ

ンドール鶴見緑地１階
そうごう薬局　今里くすのき店 537-0012 大阪市東成区大今里一丁目２６番４号

アピス薬局　今里店
537-0013 大阪市東成区大今里南３丁目１３番１１号ル

ネッサンスシティー１階
アオイ薬局 543-0001 大阪市天王寺区上本町５丁目３番１６号
コーナン薬局 558-0003 大阪市住吉区長居三丁目２番１８号　１階
さくら薬局　大阪万代店 558-0055 大阪市住吉区万代３丁目１２番５号１階
みどり薬局　住吉店 558-0041 大阪市住吉区南住吉３丁目４番２７号

セガミ薬局　南巽店
544-0013 大阪市生野区巽中四丁目１９番１０号Ｈ＆Ｅ

ビル１階
つばさ薬局 544-0004 大阪市生野区巽北三丁目２０番１１号

江口堂薬局
533-0003 大阪市東淀川区南江口三丁目１番６０号アグ

リーブ茨木１階
そうごう薬局　崇禅寺店 533-0033 大阪市東淀川区東中島５丁目１６番１３号

ウエルシア薬局　住之江東加賀屋店
559-0012 大阪市住之江区東加賀屋４丁目６番１９号１

Ｆ

スギ薬局　西宮原店
532-0004 大阪市淀川区西宮原２丁目７番２２号新大阪

ウエストハイツ１階

大阪鷺洲さくら薬局
553-0002 大阪市福島区鷺洲四丁目３番２３号福島スカ

イハイツ１０６号
なぎさ薬局 552-0003 大阪市港区磯路３丁目３番２５号　１Ｆ
さくら薬局　大阪生玉町店 543-0071 大阪市天王寺区生玉町２番３号小出ビル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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ココカラファイン薬局　ＪＲ天王寺駅店 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町１０番４５号
サエラ薬局　境川店 550-0024 大阪市西区境川１丁目１番３１号１０１
アカカベ薬局　鶴見橋店 557-0031 大阪市西成区鶴見橋１丁目６番１１号
みつき調剤薬局 557-0014 大阪市西成区天下茶屋３丁目１８番２４号

天六調剤薬局
531-0064 大阪市北区国分寺二丁目２番３９号ＥＴＣ天

神橋１階
森薬局　稲荷店 556-0023 大阪市浪速区稲荷２丁目３番１８号
ハッピー薬局 547-0034 大阪市平野区背戸口１丁目１２番１０号
南港前薬局 559-0031 大阪市住之江区南港東一丁目６番６－１０６
さくら薬局　大阪住之江店 559-0004 大阪市住之江区住之江二丁目６番１１号

スギ薬局　南船場店
542-0081 大阪市中央区南船場２丁目１番３号ＰＨＯＥ

ＮＩＸ南船場１階

ミルク調剤薬局
543-0021 大阪市天王寺区東高津町９番１５号ナカモリ

第２ビル１階
ミツワ薬局　府立病院前店 558-0055 大阪市住吉区万代４丁目１番１１号
ドクトル薬局 558-0011 大阪市住吉区苅田１丁目１番１４号

あかり薬局
533-0005 大阪市東淀川区瑞光四丁目１番１８号サンピ

ア２１　１階

調剤薬局マツモトキヨシ　淡路駅前店
533-0023 大阪市東淀川区東淡路４丁目１７番１７号

１階
サンライトなかよし薬局　東天満店 530-0043 大阪市北区天満２丁目１５番１５号
わかば薬局 536-0008 大阪市城東区関目一丁目１８番１２号　１階
クローバー薬局 534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目９番２０号１階
タイヘイ薬局長原店 547-0013 大阪市平野区長吉長原東３丁目２番２０号

大手前薬局
532-0026 大阪市淀川区塚本二丁目２４番８号タバタビ

ル１階

薬局レディーファーマシー
541-0052 大阪市中央区安土町三丁目２－１５プログレ

スビル１階

調剤薬局マツモトキヨシ　もりのみやキューズモール
540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１番７０号も

りのみやキューズモールＢＡＳＥ２階

かるがも薬局　野田店
553-0006 大阪市福島区吉野５丁目１４番１７号ロベリ

ア弐番館１Ｆ
モリモト薬局 546-0003 大阪市東住吉区今川一丁目７番１７号
ゆめ薬局 546-0043 大阪市東住吉区駒川３丁目２７番２９号

スギ薬局　塚本店
555-0022 大阪市西淀川区柏里２丁目６番１７号ローズ

マンション１階

オレンジ薬局　オリックス本町ビル店
550-0005 大阪市西区西本町１丁目４番１号オリックス

本町ビル１０１
すみれ薬局 557-0044 大阪市西成区玉出中二丁目７番１０号１階
宮薬局 540-0008 大阪市中央区大手前一丁目６番７号
エンド薬局 552-0012 大阪市港区市岡一丁目４番２２号
あんどう薬局 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋二丁目１０番５号
さくら薬局　大阪花園町駅前店 557-0031 大阪市西成区鶴見橋１丁目５番１４号１階

梅田薬局
530-0001 大阪市北区梅田１丁目８－１６ヒルトンプラ

ザイースト５階

日本調剤　中津薬局
530-0012 大阪市北区芝田２丁目９番１７号マエダビル

１階
春日野薬局　福島店 553-0006 大阪市福島区吉野五丁目１番３号

サン薬局　野田阪神店
553-0006 大阪市福島区吉野１丁目１０番１３号ＮＴビ

ル１Ｆ

くるみ薬局　福島吉野店
553-0006 大阪市福島区吉野五丁目１１番２２号永和商

事ビル１Ｆ

ななみ薬局
553-0002 大阪市福島区鷺洲１丁目７番２９号パレット

マンション１階
ハピネス薬局 553-0004 大阪市福島区玉川４丁目１３番２６号
ことり薬局 553-0005 大阪市福島区野田五丁目１１番２４号

くるみ薬局　さぎす店
553-0002 大阪市福島区鷺洲１丁目１１番１４号阪神ハ

イグレードマンション１２番館１０２号
薬局ファルシオ　大開店 553-0007 大阪市福島区大開４丁目２番５号
境川薬局 552-0014 大阪市港区八幡屋一丁目３番１６号
イキミ薬局 552-0016 大阪市港区三先二丁目１３番２５号
イキミ薬局港晴北店 552-0023 大阪市港区港晴三丁目１７番２号

フォーユー薬局　朝潮橋店
552-0014 大阪市港区八幡屋１丁目１１番１０号シカタ

ビル１階
コトブキ薬局　夕凪店 552-0004 大阪市港区夕凪２丁目１番７号１Ｆ

弁天薬局
552-0016 大阪市港区三先１丁目１０番２８号サンファ

ミリー三先ＰＡＲＴ２　１階

なみはや薬局みなと店
552-0003 大阪市港区磯路１丁目６番１３号　喜多ビル

１階
阪神調剤薬局　弁天町店 552-0003 大阪市港区磯路１丁目６番１６号
キリン堂薬局　港区磯路店 552-0003 大阪市港区磯路３丁目２３番１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。 6／24



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2)

2023年5月17日更新分

スマット薬局 546-0002 大阪市東住吉区杭全五丁目８番２１号
ドレミ薬局　駒川中野店 546-0043 大阪市東住吉区駒川三丁目３０番５号

十全薬局　矢田店
546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目９番１４号アセン

ドプラザビル１階１０２号室
アイリス薬局 546-0023 大阪市東住吉区矢田二丁目１２番１号
針中野コスモス薬局 546-0011 大阪市東住吉区針中野４丁目１２番２７号
ドレミ薬局　東田辺店 546-0043 大阪市東住吉区駒川５丁目２番１２号
アイビー薬局 546-0044 大阪市東住吉区北田辺六丁目２番２４号１Ｆ
サエラ薬局　今川店 546-0003 大阪市東住吉区今川３丁目１２番１２号１Ｆ

ひかり薬局　東田辺店
546-0032 大阪市東住吉区東田辺２丁目１－２フローラ

ル東田辺１Ｆ

かしのき薬局　田辺駅前店
546-0031 大阪市東住吉区田辺１丁目６番７号ヴィラー

ジュ東住吉１Ｆ

そうごう薬局　今川店
546-0042 大阪市東住吉区西今川２丁目１４番１２号サ

ンライフ

まなび薬局
555-0013 大阪市西淀川区千舟二丁目８番２８号信栄千

船ビル１階

むすび薬局
555-0013 大阪市西淀川区千舟二丁目１５番２号パッ

サージュⅡ１階
くるみ薬局 555-0025 大阪市西淀川区姫里一丁目１４番１号
柏里薬局 555-0022 大阪市西淀川区柏里三丁目３番６号

そよかぜ薬局
555-0033 大阪市西淀川区姫島２丁目１０番２５号　１

Ｆ
ひまわり薬局 555-0022 大阪市西淀川区柏里１丁目１４番８号１階
ウエルシア薬局西淀川野里店 555-0024 大阪市西淀川区野里１丁目５番５号
スギ薬局　福町店 555-0034 大阪市西淀川区福町３丁目１番１６号
うさぎファーマシー 555-0034 大阪市西淀川区福町二丁目２１番３号　１階
アイセイ薬局　歌島店 555-0021 大阪市西淀川区歌島二丁目３番２号

ウシオ薬局　福町店
555-0034 大阪市西淀川区福町３丁目２番１５号イズミ

ヤスーパーセンター福町店
ゆうせい薬局 555-0031 大阪市西淀川区出来島一丁目１３番２号１階
サエラ薬局　すみれ店 555-0001 大阪市西淀川区佃３丁目２番２６号
のぞみ薬局　今里店 537-0012 大阪市東成区大今里一丁目３４番１４号

ふれあい薬局
537-0012 大阪市東成区大今里三丁目１４番２３号オー

クイマザトステーション１階

サエラ薬局　今里店
537-0014 大阪市東成区大今里西一丁目２６番５号ロハ

スプラザ今里１０１
なかむら薬局 537-0012 大阪市東成区大今里４丁目２６番１１号

調剤薬局マツモトキヨシ　大今里店
537-0014 大阪市東成区大今里西２丁目７番３号アロン

ディール区役所前１階
おだいじに薬局　今里店 537-0014 大阪市東成区大今里西１丁目６番３０号
サポート薬局 537-0013 大阪市東成区大今里南１丁目１番２３号１Ｆ
日本調剤　上本町薬局 543-0027 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番６１号

かしのき薬局　上本町店
543-0001 大阪市天王寺区上本町８丁目２番１号クライ

ス上本町１Ｆ
調剤薬局ツルハドラッグ天王寺真法院店 543-0041 大阪市天王寺区真法院町１２－１４

ひまわり薬局　清水谷店
543-0011 大阪市天王寺区清水谷町５番２２号Ｈ・Ａ

ＢＬＤＧ　１Ｆ

ココカラファイン薬局　ＪＲ桃谷駅店
543-0033 大阪市天王寺区堂ケ芝１丁目８番２７号ＪＲ

桃谷駅構内
カイセイ薬局 550-0024 大阪市西区境川一丁目１番４５号
キララ薬局 550-0027 大阪市西区九条二丁目２３番１２号
そうごう薬局　九条店 550-0027 大阪市西区九条１丁目１４番２５号１Ｆ
サエラ薬局　ドームシティ店 550-0024 大阪市西区境川１丁目１番３４号
プラザ薬局　西長堀店 550-0013 大阪市西区新町４丁目４番２号１０２

アカカベ薬局　阿波座店
550-0005 大阪市西区西本町２丁目５番１９号東海建物

西本町ビル１階

スギ薬局　信濃橋店
550-0004 大阪市西区靱本町１丁目１１番７号信濃橋三

井ビルディング１階

はなまる薬局　西本町店
550-0005 大阪市西区西本町２丁目１番４号宇佐美西本

町ビル１－Ａ

アルカ我孫子駅前薬局
558-0011 大阪市住吉区苅田五丁目１９番１９号山本ビ

ル１階
のぞみ薬局　千躰店 558-0041 大阪市住吉区南住吉一丁目２３番１７号
ドクトル薬局 558-0011 大阪市住吉区苅田８丁目６番４号

くるーず薬局
558-0002 大阪市住吉区長居西１丁目１４番２７号ひな

菊マンション１階
沢の町薬局 558-0031 大阪市住吉区沢之町１丁目１番１７号
なつめ薬局 558-0031 大阪市住吉区沢之町一丁目３番１５号

リオーネ薬局　あびこ店
558-0013 大阪市住吉区我孫子東２丁目８番２７号コー

ポあびこ　１０２号室

※「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。 7／24
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日本調剤　万代東薬局 558-0056 大阪市住吉区万代東２丁目４番１５号
調剤薬局ツルハドラッグ　大阪南住吉店 558-0041 大阪市住吉区南住吉４丁目８番１６号
ウエルシア薬局　住吉我孫子店 558-0014 大阪市住吉区我孫子３丁目６番６号

あびこ商店街薬局
558-0011 大阪市住吉区苅田５丁目１３番２３号第１樹

林マンション１０１号店

はなまる薬局　あびこ駅前店
558-0013 大阪市住吉区我孫子東２丁目７番３８号マサ

キタビル　１階
志宝薬局　あびこ店 558-0013 大阪市住吉区我孫子東２丁目１０番６号

スヤマ保健薬局
544-0013 大阪市生野区巽中一丁目２５番１２号ナ

ティーノース１階
大友薬局 544-0002 大阪市生野区小路３－１４－５
ケンエイ薬局 544-0021 大阪市生野区勝山南二丁目６番２１号
カナリヤ薬局 544-0034 大阪市生野区桃谷四丁目１９番１１号
菜の花薬局 544-0001 大阪市生野区新今里四丁目１３番１９号
たしまゆめ薬局 544-0011 大阪市生野区田島四丁目５番２２号
ひなた調剤薬局 544-0003 大阪市生野区小路東二丁目６番１６号１階

サポート薬局
544-0013 大阪市生野区巽中一丁目２３番６号シェルブ

ランビル１Ｆ
調剤薬局ツルハドラッグ生野田島店 544-0011 大阪市生野区田島五丁目８番３２号

しろくま調剤薬局桃谷店
544-0031 大阪市生野区鶴橋２丁目１８番１０号８８ビ

ル１Ｆ
クオール薬局新今里店 544-0001 大阪市生野区新今里１丁目１８番２５号
ひまわり薬局　田島店 544-0011 大阪市生野区田島５丁目５番３１号　１階
アカカベ薬局　中川店 544-0005 大阪市生野区中川３丁目１番１１号
ドレミ薬局 545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目１番４号

コーナン薬局
545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町一丁目２１番１３号

サンパティーク西田辺１階

オレンジ薬局　阿倍野店
545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目１番１５号ＫＫア

ドバンスビル１階

薬局マツモトキヨシ　あべのキューズタウン店
545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目６番１号ヴィ

アあべのウォーク１０１区画
ちーぷ阿倍野薬局 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町１丁目５１番１１号
オリーブ薬局 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町５丁目１２番１７号
パステルファーマシー　昭和町店 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町３丁目１０番２４号

コトブキ薬局　永楽橋店
551-0031 大阪市大正区泉尾３丁目４番１０号ＨＩＴＯ

ＭＩビル１階

コトブキグループ　パール薬局
551-0002 大阪市大正区三軒家東４丁目１６番１８号大

忠ビル１０２号室

コトブキグループ　ローズ薬局
551-0001 大阪市大正区三軒家西２丁目１８番５号邦明

会ビル１階
阪神調剤薬局　ちしまメディカルパーク店 551-0003 大阪市大正区千島２丁目４番４－Ｃ１号
さくら薬局　大阪酉島店 554-0051 大阪市此花区酉島二丁目１番１１号１階

スギ薬局　千鳥橋店
554-0014 大阪市此花区四貫島１丁目５番６号児島建設

ビル１階
さくら薬局　大阪春日出北店 554-0021 大阪市此花区春日出北１丁目２番２号
ココカラファイン薬局　西九条店 554-0012 大阪市此花区西九条３丁目１４番１５号

ヤスダ薬局　阪急プラザ店
533-0006 大阪市東淀川区上新庄二丁目２４番地上新庄

阪急プラザ１階
梅ヶ枝薬局 533-0005 大阪市東淀川区瑞光二丁目１０番２１号
みのり薬局 533-0012 大阪市東淀川区大道南三丁目１４番６号
上新庄うえひら薬局 533-0004 大阪市東淀川区小松三丁目６番２０号

関西薬局
533-0001 大阪市東淀川区井高野二丁目５番８号井高野

中央ビル１階

オリーブ薬局
533-0007 大阪市東淀川区相川二丁目１７番４号パレス

相川１階
アワジ薬局 533-0032 大阪市東淀川区淡路四丁目２０番３５号
あかり薬局　井高野店 533-0001 大阪市東淀川区井高野三丁目３番６７号

アカカベ薬局　上新庄店
533-0004 大阪市東淀川区小松１丁目７番１５号アラ・

ロマーナ　Ｔａｍａｔａｎｉ１階

あおぞら薬局　淡路店
533-0031 大阪市東淀川区西淡路５丁目１１番１４号

１Ｆ
東淀川薬局　柴島店 533-0024 大阪市東淀川区柴島２丁目１２番１号

ティーケイ薬局
533-0022 大阪市東淀川区菅原７丁目１０番４号淡路パ

ンション１階
サニー薬局　上新庄店 533-0014 大阪市東淀川区豊新４丁目３番１号Ｃ

オレンジ薬局　豊新店
533-0014 大阪市東淀川区豊新一丁目１番１号豊新ガー

デンハイツ１階１０１号

キリン堂薬局　崇禅寺店
533-0033 大阪市東淀川区東中島５丁目１６番１３号

１階

サエラ薬局
533-0013 大阪市東淀川区豊里七丁目１９番７号第１２

高光マンション１０２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。 8／24
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あい薬局　豊里店 533-0013 大阪市東淀川区豊里７丁目２番２９号

ゆうきゅう薬局
533-0023 大阪市東淀川区東淡路２－１６－６駅前セ

ノーテ１階
フリージア調剤薬局 533-0005 大阪市東淀川区瑞光１丁目４番２号

そうごう薬局　西淡路店
533-0031 大阪市東淀川区西淡路２丁目１５番１号Ⅱメ

ゾン林１０３
吉田薬局 535-0003 大阪市旭区中宮三丁目７番２９号
小出保健堂薬局 535-0022 大阪市旭区新森五丁目２番２５号
さくらんぼ薬局 535-0002 大阪市旭区大宮一丁目１３番８号
プラス薬局 535-0002 大阪市旭区大宮１丁目１番５号１階
よつば薬局 535-0003 大阪市旭区中宮５丁目３番２６号

アップルプラス薬局
535-0013 大阪市旭区森小路２丁目１０番２号ソリッド

２１　１階
ひなた薬局 535-0004 大阪市旭区生江二丁目８番３号

サエラ薬局　新森店
535-0022 大阪市旭区新森七丁目９番９号サン・ファミ

リー１０１号
阪神調剤薬局　関目店 535-0031 大阪市旭区高殿６丁目４番２４号
浅川薬局 557-0031 大阪市西成区鶴見橋三丁目２番２６号
小島保健薬局 557-0055 大阪市西成区千本南二丁目２番９号
健勝堂薬局 557-0011 大阪市西成区天下茶屋東二丁目１６番３号
ホーム薬局 557-0002 大阪市西成区太子一丁目１番７号
シルバー薬局 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋三丁目８番１５号
絆薬局 557-0025 大阪市西成区長橋３丁目６番４１号
こつま薬局 557-0034 大阪市西成区松二丁目１番９号
リヨン薬局 557-0053 大阪市西成区千本北二丁目３１番３号
さつき薬局　天下茶屋店 557-0014 大阪市西成区天下茶屋三丁目１９番２０号
正田薬局 557-0033 大阪市西成区梅南１丁目４番３２号
はぎの薬局 557-0044 大阪市西成区玉出中２丁目１番２８号
なの花薬局　中津店 530-0012 大阪市北区芝田二丁目９番１２号
大淀アイ薬局 531-0076 大阪市北区大淀中三丁目２番１３号
茶屋町薬局 530-0013 大阪市北区茶屋町３番１号三晃ビル１階
北天神薬局　南店 530-0041 大阪市北区天神橋５－７－２１

すみれ薬局
530-0013 大阪市北区茶屋町３番１４号大西茶屋町ビル

１階

サエラ薬局　梅田東店
530-0016 大阪市北区中崎１丁目２番２５号アクシオ梅

田東１階
かるがも薬局　阪急東梅田店 530-0018 大阪市北区小松原町３番３号ＯＳビル８Ｆ

オレンジ薬局　中津店
531-0072 大阪市北区豊崎三丁目２０番１２号パールグ

レイビル１階

クオール薬局　中之島店
530-0005 大阪市北区中之島２丁目３番１８号中之島

フェスティバルタワー１５階

コクミン薬局　天神橋筋六丁目駅店
531-0041 大阪市北区天神橋７丁目６番３号Ｏｓａｋａ

Ｍｅｔｒｏ天神橋筋六丁目ビル１階

フタツカ薬局　中津駅前
531-0072 大阪市北区豊崎５丁目７番２２号清水ビル１

階
セガミ薬局　日本橋店 556-0006 大阪市浪速区日本橋東三丁目８番１３号
セガミ薬局　愛染橋店 556-0005 大阪市浪速区日本橋五丁目１１番１４号
ヨネダ薬局 556-0003 大阪市浪速区恵美須西一丁目２番３号
ここみ堂薬局 556-0022 大阪市浪速区桜川四丁目１１番１２号１階
あおぞら薬局　日本橋店 556-0005 大阪市浪速区日本橋５丁目１１番１８号１階
サポート薬局 556-0025 大阪市浪速区浪速東三丁目９番１号　１Ｆ

小泉薬局　立葉店
556-0020 大阪市浪速区立葉１丁目１番７号ヘーベル桜

川１Ｆ

小泉薬局　日本橋店
556-0004 大阪市浪速区日本橋西一丁目７番３４号

ニュー田辺ビル１Ｆ
清水薬局 536-0013 大阪市城東区鴫野東３－１８－２３

グリーンファーマシー薬膳薬局
536-0008 大阪市城東区関目五丁目６番１１号ローレン

ス宗ハイツ１階

たけのこ薬局　関目店
536-0008 大阪市城東区関目六丁目７番２号ＣＩＴＹハ

イツ関目１０２号

りんご薬局
536-0007 大阪市城東区成育四丁目２９番７号エミネン

スＮＹ１階

さくら薬局　大阪鴫野西店
536-0014 大阪市城東区鴫野西四丁目１０番１４号

ショッピングフロアーステップ１階

アップルプラス薬局
536-0004 大阪市城東区今福西二丁目６番６号グランピ

ア今福　１０４
ハザマ薬局 536-0025 大阪市城東区森之宮１丁目５番１０５号
あおぞら薬局 536-0014 大阪市城東区鴫野西５丁目１３番１号
こころ薬局　緑橋店 536-0023 大阪市城東区東中浜３丁目４番２号１Ｆ
グリーン調剤薬局 536-0006 大阪市城東区野江４丁目１０番２５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。 9／24
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三共薬局
536-0025 大阪市城東区森之宮２丁目１番３０号サン

コーポ森ノ宮１Ｆ
サポート薬局 536-0021 大阪市城東区諏訪四丁目１６番２８号　１階

くるみ薬局
536-0004 大阪市城東区今福西三丁目７番２８号富士谷

ＢＬＤ１Ｆ

さわやか薬局
536-0016 大阪市城東区蒲生３丁目１５番１１号セザン

ヌ藤１Ｆ
みどり薬局　関目店 536-0008 大阪市城東区関目６丁目１５番１８号　１階
関目薬局 536-0008 大阪市城東区関目２丁目１２番３１号１階

順心堂城東薬局
536-0005 大阪市城東区中央２丁目１２番１４号柏木ビ

ル２Ｆ

セイユー薬局　緑橋店
536-0024 大阪市城東区中浜３丁目２４番７号Ｍ＆Ｃビ

ル１階
どりーむ薬局 536-0013 大阪市城東区鴫野東３丁目３番２３号
たけのこ薬局　野江店 536-0006 大阪市城東区野江３丁目２７番２９号１Ｆ

調剤薬局ツルハドラッグ今福鶴見店
536-0002 大阪市城東区今福東１丁目１４番１１号　１

階
しろくま調剤薬局深江橋店 536-0022 大阪市城東区永田４丁目７番１５号　１Ｆ
スギ薬局　蒲生店 536-0004 大阪市城東区今福西１丁目９番１号
やすらぎ薬局　毛馬店 534-0001 大阪市都島区毛馬町二丁目９番２７号１Ｆ

メディセレ薬局
534-0013 大阪市都島区内代町１丁目２番３２号サン

シャイン８８　１Ｆ

キヨシ薬局　都島店
534-0021 大阪市都島区都島本通３丁目２５番７号都島

コーポ１階１３号

やすらぎ薬局　京橋店
534-0023 大阪市都島区都島南通２丁目１４番２５号ダ

ゼアマンション別棟

クオール薬局都島なかの店
534-0027 大阪市都島区中野町１丁目４番７号カーサー

桜宮１階

クオール薬局都島北通店
534-0014 大阪市都島区都島北通１丁目２２番４号　１

階
サンセール薬局 547-0004 大阪市平野区加美鞍作一丁目１番４１号

加美西薬局
547-0005 大阪市平野区加美西二丁目３番１１号タウン

ハイツ加美１階
ラベンダー薬局 547-0011 大阪市平野区長吉出戸一丁目７番５号
イルカ薬局 547-0025 大阪市平野区瓜破西一丁目８番８４号
コスモ薬局 547-0031 大阪市平野区平野南一丁目８番３０号

フタバ薬局　うりわり店
547-0025 大阪市平野区瓜破西一丁目８番４８号北不動

産ビル１階
平野北エミ薬局 547-0041 大阪市平野区平野北二丁目１４番６号
ハザマ薬局 547-0024 大阪市平野区瓜破二丁目３番３８号
スミレ薬局 547-0012 大阪市平野区長吉六反三丁目４番２１号
スギ薬局　瓜破店 547-0024 大阪市平野区瓜破一丁目６番１１号
のぞみ薬局　長吉店 547-0012 大阪市平野区長吉六反二丁目６番３３号
プラザ薬局　平野瓜破店 547-0022 大阪市平野区瓜破東２丁目１０番１５号

流町薬局
547-0032 大阪市平野区流町４丁目１１番５号インペリ

アルシャトー１０３号
スマイル薬局 547-0016 大阪市平野区長吉長原１丁目１番４８号
くるみ薬局 547-0047 大阪市平野区平野元町２番３号１階

青葉堂薬局
547-0024 大阪市平野区瓜破２丁目１番６号メゾンア

コーレ１０３号
マルイシ薬局　瓜破店 547-0024 大阪市平野区瓜破１丁目３番１５号１階

らいふ薬局　平野店
547-0033 大阪市平野区平野西１丁目２番１号レオネク

スト　アメニティ　１階

アイン薬局　平野加美店
547-0002 大阪市平野区加美東１丁目１３番４３号１０

１

サポート薬局
547-0031 大阪市平野区平野南三丁目４番５号ピノシャ

トレ１Ｆ
チェリー薬局　平野店 547-0021 大阪市平野区喜連東２丁目１番４８号

つばさ調剤薬局
547-0024 大阪市平野区瓜破５丁目２番２９号　ＮＹＫ

ビル１Ｆ
イルカ薬局　平野喜連店 547-0021 大阪市平野区喜連東２丁目１１－２１
ひかり薬局　平野駅前店 547-0047 大阪市平野区平野元町９番２０号
きぼう薬局平野店 547-0027 大阪市平野区喜連４丁目８番６８号
米田薬局　平野店 547-0034 大阪市平野区背戸口２丁目１２番３１号

はやし薬局
559-0033 大阪市住之江区南港中四丁目２－１２棟１０

１号
さくら薬局　大阪粉浜店 559-0001 大阪市住之江区粉浜一丁目２３番３号

さくら薬局　大阪浜口西店
559-0006 大阪市住之江区浜口西三丁目５番２７号グラ

ンジートアン１階
サクラ薬局 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋２丁目１番２３号
サクラ薬局 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋２丁目１２番１７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。 10／24
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さくら薬局　大阪南加賀屋店 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋３丁目２番１９号

ココカラファイン薬局　南海住ノ江店
559-0005 大阪市住之江区西住之江一丁目１番３１号

ショップ南海１階

ジャパンファーマシー薬局住之江店
559-0002 大阪市住之江区浜口東三丁目５番１９号サウ

ザンドビル１階
あけぼの薬局　住之江店 559-0024 大阪市住之江区新北島７丁目１番４８号
タキヤ十三薬局 532-0024 大阪市淀川区十三本町一丁目８番１１号

福原薬局
532-0002 大阪市淀川区東三国六丁目１番３５号グラン

ドハイツ北１０３
ニシイ薬局 532-0032 大阪市淀川区三津屋北１－３３－１３

はつらつ館薬局
532-0006 大阪市淀川区西三国一丁目７番３８号メゾン

恒悦１階

上田薬局新大阪店
532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目２番３号チサンマ

ンション第７新大阪１階１０９号室
そうごう薬局 532-0006 大阪市淀川区西三国二丁目７番５号

日本調剤　新大阪薬局

532-0003 大阪市淀川区宮原一丁目２番７０号コート
ヤード・バイ・マリオット新大阪ステーショ
ン３階

やすらぎ薬局　十三店 532-0023 大阪市淀川区十三東二丁目７番１７号

さくら薬局
532-0028 大阪市淀川区十三元今里一丁目７番２１号

１０２号

さくら薬局　大阪西三国店
532-0006 大阪市淀川区西三国一丁目３番１３号ウイン

グ青山１０１号

オレンジ薬局　塚本店
532-0026 大阪市淀川区塚本２丁目１８番８号ツイン

ヴィラ塚本Ａ棟１階
ピース薬局　西三国店 532-0006 大阪市淀川区西三国３丁目２番８号

おざき薬局　淀川店
532-0012 大阪市淀川区木川東１丁目１１番１９号有馬

パレス西中島１０３号
もえぎ薬局 532-0031 大阪市淀川区加島４丁目２番１７号　１Ｆ
あおぞら薬局　三国店 532-0006 大阪市淀川区西三国１丁目３番２９号１Ｆ

スギ薬局　三国駅前店
532-0006 大阪市淀川区西三国四丁目８番１９号　三国

ビル１階
ウエルシア薬局　淀川三国本町店 532-0005 大阪市淀川区三国本町２丁目１３番７３号

サン薬局　十三店
532-0024 大阪市淀川区十三本町２丁目１番２０号エ

バービューハイツ１０２号室
近畿調剤鶴見諸口薬局 538-0051 大阪市鶴見区諸口三丁目４番４３号
薬局マツモトキヨシ放出店 538-0043 大阪市鶴見区今津南一丁目８番５号
とわ薬局　浜店 538-0051 大阪市鶴見区諸口５丁目浜６番１８号
やよい薬局 538-0051 大阪市鶴見区諸口１丁目６番１９号１階
バンビ薬局 538-0052 大阪市鶴見区横堤１丁目１１番１２６号１階
ウエルシア薬局鶴見茨田大宮店 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮４丁目１８番３号
とわ薬局　諸口店 538-0051 大阪市鶴見区諸口二丁目４番１３号
サニー薬局 538-0052 大阪市鶴見区横堤三丁目６番７号
レインボー薬局 538-0053 大阪市鶴見区鶴見三丁目６番１８号

サエラ薬局　鶴見店
538-0053 大阪市鶴見区鶴見三丁目１３番３５号グリー

ンビューつるみ

かるがも薬局　諸口店
538-0051 大阪市鶴見区諸口三丁目４番４８号パラッ

ツォプリマベーラ１Ｆ
とわ薬局　緑店 538-0054 大阪市鶴見区緑１丁目１０番６号
塩田薬局 542-0063 大阪市中央区東平二丁目５番１０号
常盤漢方薬局 542-0081 大阪市中央区南船場四丁目１１番１９号

サン薬局　なんば店
542-0076 大阪市中央区難波三丁目７番１２号ＧＰ・Ｇ

ＡＴＥビル８階

オレンジ薬局　堺筋本町店
541-0054 大阪市中央区南本町２丁目２番９号辰野南本

町ビル１階

かるがも薬局　谷町６丁目店
542-0012 大阪市中央区谷町６丁目２番２９号吉川機械

ビル１Ｆ

阪神薬局
541-0052 大阪市中央区安土町３丁目２番２号中外ビル

１階

クオール薬局　なんばスカイオ店
542-0076 大阪市中央区難波５－１－６０なんばスカイ

オビル３階
オレンジ薬局　からほり店 542-0012 大阪市中央区谷町７丁目２－３２　１階

薬のヒグチ薬局　谷町二丁目店

540-0012 大阪市中央区谷町２丁目３番１２号　マルイ
ト谷町ビル１階　ファミリーマート＋クスリ
のヒグチ谷町二丁目店内

あなたの街の薬局　道修町店
541-0046 大阪市中央区平野町２丁目５番１４号ＦＵＫ

ＵＢＬＤ．三休橋１Ｆ
スギ薬局　心斎橋店 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋１丁目３番２２号１階
アイン薬局大手前店 540-0008 大阪市中央区大手前１丁目５番３４号

アイン薬局心斎橋店
542-0085 大阪市中央区心斎橋筋２丁目２番２２号小大

丸ビル２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。 11／24
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ウエルシア薬局　都島毛馬店 534-0001 大阪市都島区毛馬町三丁目３番２８号
アップルプラス薬局 552-0003 大阪市港区磯路２丁目２番４号
サンドラッグあびこ観音薬局 558-0013 大阪市住吉区我孫子東２丁目８－２７

セイコー薬局
536-0005 大阪市城東区中央一丁目２－２３　京橋ハイ

ツビルディング１階
Ｖ・ｄｒｕｇ　貝塚畠中薬局 597-0072 貝塚市畠中１丁目２－１
ウエルシア薬局　シェルピア貝塚店 597-0001 貝塚市近木町４－１
かるがも薬局　貝塚畠中店 597-0072 貝塚市畠中１丁目３－１０
ウエルシア薬局　貝塚半田店 597-0033 貝塚市半田５４４
みのり薬局　水間店 597-0102 貝塚市木積６３０－１

オリーブ薬局
597-0081 貝塚市麻生中１００５番１コスモスハイツＢ

－１０２
共創未来　近木薬局 597-0001 貝塚市近木町２１番６号
ななほし薬局　畠中店 597-0072 貝塚市畠中１丁目２－５
リバティ薬局 597-0061 貝塚市浦田７６－１ヴァンテージ二色１階
スマイル薬局　西店 582-0005 柏原市法善寺４丁目１０－２５
幸生堂薬局 582-0021 柏原市国分本町２丁目１９５－１
キタバ薬局 582-0005 柏原市法善寺一丁目８番２５号

キタバ薬局
582-0018 柏原市大県２丁目５－４フレシール１階１１

１号
キタバ薬局 582-0025 柏原市国分西一丁目１番１７号幸喜ビル１階
グリーン薬局 582-0009 柏原市大正三丁目４番７号
ぺんぎん薬局 582-0025 柏原市国分西１－４－５０

○
ひまわりＭＣ薬局

576-0015 交野市星田西３丁目３－１コモンシティ星田
ふれあいプラザ地下１階

サンプラザ調剤薬局 576-0053 交野市郡津五丁目２９番５号
はたけなか薬局 576-0052 交野市私部一丁目３１６４番地

たんぽぽ薬局　交野店
576-0041 交野市私部西２丁目６番１メディカルテラス

かたの１０２
レインボー薬局 576-0034 交野市天野が原町五丁目１４番６号
かるがも薬局　磐船店 576-0036 交野市森北一丁目３７番６号

かりん薬局
576-0031 交野市森南一丁目９番５号ラ・コンコルド１

０２号
サンライトげんき薬局　星田駅前店 576-0016 交野市星田５丁目１８－４
あやめ調剤薬局 571-0067 門真市石原町５番１６－１０２号
さくら薬局　門真大和田駅前店 571-0079 門真市野里町１４－２９
のぞみ薬局　門真店 571-0016 門真市島頭４丁目１－２６
シナモン薬局　古川橋店 571-0030 門真市末広町３１－１２コム古川橋１０９
ダイコク薬局 571-0057 門真市元町２８番１２号
キリン堂薬局　大日ベアーズ店 571-0051 門真市向島町３番３５号ベアーズ１階１７
ハートフル薬局 571-0016 門真市島頭三丁目３番５号

やまなか薬局　朝日町店
571-0061 門真市朝日町２３番４－１００カルチェ・ダ

ムール１階１１６号
スギ薬局　門真千石店 571-0014 門真市千石西町１番２１号
サンライトなかよし薬局　門真店 571-0002 門真市岸和田三丁目３６番１０号
アピス薬局　古川橋店 571-0066 門真市幸福町２０－５幸福ハイツ１階
アピス薬局　門真南野口店 571-0005 門真市南野口町１６－６
アカカベ薬局　常盤町店 571-0078 門真市常盤町４－２４－２

スギ薬局　門真舟田店
571-0021 門真市舟田町２４番１号エディオン門真店１

階
プレミア薬局 571-0021 門真市舟田町５－４３
サエラ薬局　門真店 571-0027 門真市五月田町３８－６
しろくま薬局　古川橋店 571-0032 門真市寿町２１－３７
スギ薬局　門真店 571-0042 門真市深田町１－４
キタバ薬局 586-0001 河内長野市木戸町６７８－１
ファーマシィ薬局ながの 586-0014 河内長野市長野町７－７マイデンハイツ１階
キタバ薬局 586-0024 河内長野市西之山町７番２号
サカグチ薬局　千代田東店 586-0001 河内長野市木戸一丁目６番１号

ごんべえドリ薬局
586-0003 河内長野市楠町東４４４－４シティコート古

谷１階
幸生堂薬局 586-0011 河内長野市汐の宮町４－６
ミント薬局　河内長野店 586-0024 河内長野市西之山町１－１５メゾン大北１階

わかば薬局
586-0018 河内長野市千代田南町２番１８号レジデンス

サザン１０２号

寺ヶ池薬局
586-0094 河内長野市小山田町４５１番１５６寺ヶ池ス

クエアー

だいちゃん薬局　２号店
586-0012 河内長野市菊水町２番６号荒川菊水ビル１－

Ｂ
あかしあ薬局 586-0095 河内長野市あかしあ台一丁目１６番８号
アポロ薬局　千代田店 586-0009 河内長野市木戸西町２丁目１－２３
アンズ調剤薬局 586-0077 河内長野市南花台三丁目６番５２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。 12／24
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かるがも薬局　河内長野店 586-0048 河内長野市三日市町１６０－２
エムハート薬局　青葉台店 586-0068 河内長野市北青葉台２９－３

○ ウエルシア薬局　岸和田三田店 596-0808 岸和田市三田町１５５－１

○
オレンジ薬局　岸和田駅前店

596-0076 岸和田市野田町１丁目６－１９栄光ビル１階
Ａ

くすのき薬局
596-0046 岸和田市藤井町一丁目１３－２０　ライフ

パートⅡ１階１０２号
ふれあい薬局　岸和田店 596-0023 岸和田市八幡町１６番２４号
ひよ子薬局 596-0823 岸和田市下松町１丁目３－１１
はな薬局 596-0048 岸和田市上野町西１２－２７
スギ薬局　岸和田上町店 596-0077 岸和田市上町４９－３
ウエルシア薬局　岸和田西之内店 596-0044 岸和田市西之内町２１番３３号
ココカラファイン薬局　ＪＲ東岸和田駅前店 596-0825 岸和田市土生町４丁目１－１
スギ薬局　岸和田上野店 596-0048 岸和田市上野町西１４番２５号
いろは薬局　本町店 596-0074 岸和田市本町７－１９
みらい薬局　土生店 596-0825 岸和田市土生町４１９３

七宝堂漢方薬局
596-0006 岸和田市春木若松町１９番２２号片山ビル１

階
はしづめ薬局 596-0052 岸和田市並松町２２－４０
岡本薬局 596-0841 岸和田市八田町３７１番２
泉州薬局　下池田店 596-0811 岸和田市下池田町二丁目１０番２９号

宮久保薬局
596-0825 岸和田市土生町４丁目６番２１号奥野ビル１

階Ｄ号
三愛薬局 596-0813 岸和田市池尻町１００
サンコー薬局 596-0821 岸和田市小松里町２１４２
ひとみ薬局　和泉大宮店 596-0046 岸和田市藤井町１丁目１４－３９
フレックス薬局 596-0004 岸和田市荒木町１丁目１２－２８
エール薬局 596-0044 岸和田市西之内町２２－５
アイン薬局　岸和田春木店 596-0042 岸和田市加守町４丁目３０－１
泉州薬局　土生店 596-0825 岸和田市土生町八丁目２－１３
みらい薬局　駅前店 596-0812 岸和田市大町３８９
山本薬局本店 596-0045 岸和田市別所町１丁目１６－２
いるか薬局　中井町店 596-0003 岸和田市中井町１丁目１２－１５

ハンワ薬局
596-0825 岸和田市土生町２丁目３２－３トークタウン

テナントビル１階
イオン薬局　東岸和田店 596-0825 岸和田市土生町２丁目３２－５４

○ スギ薬局　在宅調剤センター新金岡店 591-8025 堺市北区長曽根町７２０－１　２階
キリン堂薬局　三国ヶ丘店 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町２丁７３－１
そうごう薬局　白鷺店 591-8022 堺市北区金岡町１５９１－４
スギ薬局　北花田店 591-8002 堺市北区北花田町一丁４

せきぐち薬局
591-8002 堺市北区北花田町３丁１７－３東洋ビル１階

１０１
ウエルシア薬局　堺百舌鳥梅町店 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町一丁７番地１
キリン堂薬局　北花田店 591-8007 堺市北区奥本町二丁１０番
パートナー中百舌鳥薬局 591-8023 堺市北区中百舌鳥町５丁１０コーポベル１階
ウエルシア薬局　堺長曽根店 591-8025 堺市北区長曽根町１２０７－４
キンショウ薬局 591-8022 堺市北区金岡町２２５４番地の５

金岡ハーティ薬局
591-8022 堺市北区金岡町２３０２－１パルケアビエル

ト１階
パートナーもず八幡薬局 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町四丁２３２番７
ぷれも薬局　三国ヶ丘店 591-8046 堺市北区東三国ケ丘町五丁６番１７号
ラビット金岡薬局 591-8004 堺市北区蔵前町１丁７番５号
リバティ薬局 591-8044 堺市北区中長尾町三丁１番２９号
白鳥薬局 591-8046 堺市北区東三国ケ丘町五丁７番１号
スギ薬局　堺長曽根店 591-8025 堺市北区長曾根町３０４３番地４号
かるがも薬局　北花田店 591-8002 堺市北区北花田町二丁４番１号

ささら薬局ぷらすわん
591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町３丁２０４－３るみな

すみくに１階

コスモファーマ薬局　白鷺店
591-8022 堺市北区金岡町１４２３－４ビッグカーサ堺

しらさぎ駅前Ｃ棟１階
ウエルシア薬局　堺北花田店 591-8002 堺市北区北花田町３丁１８－１４
ヒマワリ薬局 591-8004 堺市北区蔵前町３丁５－４６
よつば薬局 591-8032 堺市北区百舌鳥梅町３丁２１番６－１Ｆ
フラワー薬局　金岡公園前店 591-8025 堺市北区長曾根町１５８５－１

みんなの薬局　なかもず店
591-8023 堺市北区中百舌鳥町４丁７７サニーコート中

百舌鳥１０１
どんぐり薬局　なかもず店 591-8023 堺市北区中百舌鳥町２丁８

イオン薬局　イオンスタイル新金岡
591-8021 堺市北区新金岡町４丁１－１１イオンスタイ

ル新金岡１階

そうごう薬局　蔵前店
591-8004 堺市北区蔵前町３丁２－８サンロード蔵前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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○
蓬莱薬局

590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁３－２２シャルム香ヶ
丘１階

○
堺プラザ薬局

590-0951 堺市堺区市之町西三丁２番１４号和合ビル１
階

○ オレンジ薬局　南陵店 590-0811 堺市堺区南陵町４丁４－１１
○ チェルシー薬局＋ 590-0972 堺市堺区竜神橋町２丁１３第５中西ビルＢＦ

アイン薬局　堺東店
590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９南海堺東ビル８

階
セイムス堺東湊薬局 590-0836 堺市堺区楠町１丁１－１東湊滝野ビル１Ｆ
しずく堂薬局 590-0971 堺市堺区栄橋町２丁１－２７

銀座薬局　南花田口店
590-0075 堺市堺区南花田口町二丁１番１８号新堺東ビ

ル１ＦＣ１号
プラザ薬局　堺駅前店 590-0985 堺市堺区戎島町２丁７０－１　１階
あゆみ薬局 590-0936 堺市堺区宿屋町東一丁２番２３号
おおはま薬局 590-0976 堺市堺区大浜南町二丁２番１６号
プラザ薬局綾之町店 590-0925 堺市堺区綾之町東一丁３番３９号
ＡＢＣ薬局　今池町店 590-0018 堺市堺区今池町３丁４－１０
浅香山ＡＢＣ薬局 590-0018 堺市堺区今池町四丁６番１
中和薬局 590-0922 堺市堺区北半町東１番１号
堺さくら薬局 590-0974 堺市堺区大浜北町１丁５－１５
山田衛生堂薬局 590-0834 堺市堺区出島町二丁６番２４号

つばさ薬局
590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町八丁８番１５号ＤＩ

Ｅ．ＫＡＢＩＮＥ３階Ｅ室

くすのき薬局
590-0804 堺市堺区緑ケ丘南町三丁２番１８号山本ビル

１階１０１号
ピーチ薬局 590-0973 堺市堺区住吉橋町一丁５－２２

三国ヶ丘薬局
590-0026 堺市堺区向陵西町四丁７番２０号三国ヶ丘セ

レニテ１階

幸生堂薬局
590-0012 堺市堺区浅香山町三丁４番２８号河喜ビル１

０２号
山田衛生堂薬局 590-0835 堺市堺区西湊町一丁３番２９号
幸生堂薬局 590-0836 堺市堺区楠町１丁１－２４
戎漢方薬局 590-0063 堺市堺区中安井町１丁３－１８
八十薬局 590-0046 堺市堺区三条通１－１
たかさご薬局 590-0820 堺市堺区高砂町４丁１０９－３
協和薬局 590-0822 堺市堺区協和町４丁４６５－２

戎薬局　東湊店
590-0835 堺市堺区西湊町６丁５－１８スタイル店街西

湊
○ スギ薬局　堺大野芝店 599-8233 堺市中区大野芝町２３－１

ドクトル薬局 599-8275 堺市中区東八田２５－１１
スギ薬局　堺深井店 599-8262 堺市中区八田北町４７５番地
スギ薬局　土塔町店 599-8234 堺市中区土塔町２２９６－１
スギ薬局　堺新家町店 599-8232 堺市中区新家町７９４－４

なごみ薬局　深井店
599-8236 堺市中区深井沢町３３９１－２カサデソル１

階１０２号

ホーム薬局
599-8238 堺市中区土師町一丁６番１５号ヴィラ・レス

ポワール１階
みんなの薬局　深阪店 599-8253 堺市中区深阪２－１６－４４
マイ薬局 599-8272 堺市中区深井中町５２９－２福寿苑１号室
ゆず薬局 599-8253 堺市中区深阪６丁１９－１５土師ビル１Ｆ
キリン堂薬局　堺東山店 599-8247 堺市中区東山５８０－２
おはな薬局 599-8236 堺市中区深井沢町３１４０
鹿嶋薬局　深井店 599-8237 堺市中区深井水池町３１６０
鹿嶋薬局　八田店 599-8265 堺市中区八田西町三丁２－１
りんご薬局 599-8248 堺市中区深井畑山町２５４番５号
アルファ薬局 599-8247 堺市中区東山５７０－４

○ あい薬局 593-8322 堺市西区津久野町１丁１２－１
○ のぞみ薬局　上野芝店 593-8303 堺市西区上野芝向ヶ丘町５丁２２－８

はまでら薬局 592-8344 堺市西区浜寺南町三丁２番１号

ひびき薬局
593-8322 堺市西区津久野町一丁８番１２号エアーズ

ロックビル１０２号
さかいケンコー薬局 592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中一丁１１３番地の１
ケンコー薬局　西店 592-8347 堺市西区浜寺諏訪森町西二丁８０
さくら薬局　堺大鳥大社前店 593-8327 堺市西区鳳中町２丁３１グリーンオオトリ
エコ薬局　鳳公園前店 593-8325 堺市西区鳳南町３丁２１８－１－１０２
ウエルシア薬局　堺鳳中町店 593-8327 堺市西区鳳中町７丁３－１
サン薬局　鳳店 593-8324 堺市西区鳳東町２丁１８３－５　１Ｆ
泉プラザ薬局 592-8341 堺市西区浜寺船尾町東三丁３０５番地
エコ薬局 593-8322 堺市西区津久野町一丁８番１７号
さくら薬局　堺浜寺船尾店 592-8341 堺市西区浜寺船尾町東四丁２４７番４号
ドクトル薬局 593-8304 堺市西区家原寺町１丁１３－１０

※「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。 14／24
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ココカラファイン薬局　鳳店 593-8324 堺市西区鳳東町２丁１７７－３
うえのしば薬局 593-8301 堺市西区上野芝町三丁７－４１

サエラ薬局　アリオ鳳店
593-8325 堺市西区鳳南町三丁１９９番１２号アリオ鳳

アリオモール２階２１１０
タンポポ薬局 593-8325 堺市西区鳳南町５丁５９８－２

つぼみ薬局　津久野店
593-8322 堺市西区津久野町１丁９－２１プランドール

１０２号
コアラ薬局　白鷺店 599-8107 堺市東区白鷺町３丁１９－７
白さぎ八千代薬局 599-8107 堺市東区白鷺町一丁２番１０号
しぎ薬局初芝店 599-8114 堺市東区日置荘西町四丁３６番１３号
マルイチ薬局　北野田店 599-8123 堺市東区北野田１３番地２７
オリーブ薬局 599-8123 堺市東区北野田６１５番地の７
そうごう薬局　初芝店 599-8114 堺市東区日置荘西町１丁２０－５
ウエルシア薬局　堺草尾店 599-8127 堺市東区草尾６３３－５
ウエルシア薬局　堺日置荘西町店 599-8114 堺市東区日置荘西町２丁１９－２２
きたのだ薬局 599-8124 堺市東区南野田１３１－４
キリン堂薬局　北野田店 599-8123 堺市東区北野田５５１－６
なないろ薬局 599-8125 堺市東区西野４６１－６松井ビル１０２

○ のぞみ薬局　堺店 590-0152 堺市南区和田４８

はなまる薬局　栂・美木多店
590-0132 堺市南区原山台２丁２－１トナリエ栂・美木

多１Ｆ

キリン堂薬局　わかば光明池店
590-0138 堺市南区鴨谷台２丁１－５サンピア２番館２

階

サルース薬局
590-0132 堺市南区原山台五丁９番５号アクロスモール

泉北Ｂ館１階

深阪薬局
590-0103 堺市南区深阪南１１７－１０１深阪矢谷ビル

１階

はるか薬局
590-0138 堺市南区鴨谷台二丁５番１号光明センタービ

ル２階
ゆう薬局 590-0144 堺市南区赤坂台２丁５－６
上野薬局 590-0143 堺市南区新檜尾台３丁６－５
キリン薬局 590-0111 堺市南区三原台４丁１－４
すず薬局　みきとじ店 590-0154 堺市南区三木閉９２－１
戎薬局　光明池店 590-0143 堺市南区新檜尾台３丁５－４

ココカラファイン薬局　ジョイパーク泉ヶ丘店
590-0111 堺市南区三原台１丁１－３ジョイパーク泉ヶ

丘１階
幸生堂薬局 590-0144 堺市南区赤坂台４丁２０－６
そうごう薬局　庭代台店 590-0133 堺市南区庭代台３丁１－８
ナカジマ薬局　ららぽーと堺 587-0002 堺市美原区黒山２２－１　１階　１１２５
りんご薬局 587-0051 堺市美原区北余部４０－８
ラポール美原薬局 587-0002 堺市美原区黒山３９－１１
のぞみ薬局　美原店 587-0002 堺市美原区黒山４１９－６
ひかり薬局 587-0022 堺市美原区平尾２７７９
のぞみ薬局　四條畷店 575-0051 四條畷市中野本町２８－７
アカカベ薬局　岡山店 575-0002 四條畷市岡山１丁目１２－３１
アカカベ薬局　忍ヶ丘店 575-0003 四條畷市岡山東１丁目２－２２
ファミリエ薬局　楠公店 575-0023 四條畷市楠公二丁目８番２７号
エムハート薬局　田原台店 575-0013 四條畷市田原台４丁目４－１０

○ キリン堂薬局　吹田南金田店 564-0044 吹田市南金田２丁目７－８　１階１０１号
○ たつなみ薬局 564-0001 吹田市岸部北一丁目２４番２０号

○
クローバー薬局

565-0834 吹田市五月が丘北１３番５号セピアⅡ番館１
０６号

クローバー薬局 564-0028 吹田市昭和町１２－２６
カイセイ薬局 564-0002 吹田市岸部中３丁目１４番５－１０１号

そうごう薬局　千里丘店
565-0816 吹田市長野東７－２４グランドセンター千里

丘２階
キリン堂薬局　江坂西店 564-0053 吹田市江の木町１－３５

コアラ薬局
565-0821 吹田市山田東二丁目２５番５２号　ミヤタビ

ル１階
新千里薬局 565-0854 吹田市桃山台２丁目５－１５
薬局サンファーマシー 565-0851 吹田市千里山西一丁目３８番２１号
千里山健康相談薬局 565-0837 吹田市佐井寺南が丘８番３９号
かるがも薬局　千里山田店 565-0824 吹田市山田西３丁目７７－７
昭和町アスク薬局 564-0028 吹田市昭和町１７番１３号
ココカラファイン薬局　千里丘店 565-0811 吹田市千里丘上５－３０

せんり薬局
565-0804 吹田市新芦屋上２３番１号メゾン千里丘

ショッピングセンター１階

ニッシン薬局
564-0001 吹田市岸部北５丁目３９－１７　メゾンフォ

ルテ１０１
スギノ薬局 565-0823 吹田市山田南８－２８　アネックス池川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。 15／24
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前田薬局
564-0041 吹田市泉町三丁目１９番２７号フォートビ

ラージュ黒田２０３号

朝日が丘薬局
564-0083 吹田市朝日が丘町２６番３号ロイヤルハイツ

朝日が丘１０６号

テイコク薬局
564-0052 吹田市広芝町１０番３号サニーストンホテル

１階
ちーぷ薬局 565-0855 吹田市佐竹台二丁目５番１９－１０１号
須磨伊兵衛薬局 564-0032 吹田市内本町二丁目４番１５号
たつなみ薬局　吹田駅前店 564-0031 吹田市元町４番９号
せせらぎ薬局 565-0835 吹田市竹谷町３６番６号
フィル薬局 565-0851 吹田市千里山西四丁目９番２２号
えがおＤｅ薬局　江坂店 564-0051 吹田市豊津町１－２１江坂中央ビル１階
プラザ薬局　南千里山店 564-0001 吹田市岸部北２丁目１－２４
あおば薬局 564-0025 吹田市南高浜町２４－９
クローバー薬局 564-0063 吹田市江坂町３丁目１７－１１
キリン堂薬局　豊津店 564-0062 吹田市垂水町二丁目２番３１
くすのき薬局 564-0028 吹田市昭和町１番１号

はるな薬局
564-0062 吹田市垂水町一丁目２－１８　岡本ハイツ１

階
イオン薬局　吹田店 564-0027 吹田市朝日町２－１０１　イオン吹田店１階

あんず薬局　千里山東店
565-0842 吹田市千里山東４丁目６－１０ウエスト

フィールド７　２号室

らくだ薬局
565-0836 吹田市佐井寺４丁目１１－１６ラフィーネ千

里１階

南山堂市民病院前薬局
564-0018 吹田市岸部新町５－２５健都メディカルビル

１Ｆ
キリン堂薬局　吹田市民病院前店 564-0002 吹田市岸部中１－２９－７耀１０１号室

カメイ調剤薬局　吹田山田西店
565-0824 吹田市山田西２丁目１－１３　金陵メディカ

ルビル１階
おおきに薬局　吹田店 564-0083 吹田市朝日が丘町３３－１
ヘルシー薬局 564-0053 吹田市江の木町１６－２３豊田江坂ビル１階

○ まる薬局　南摂津店 566-0074 摂津市東一津屋４－１０
あけぼの薬局　千里丘駅前店 566-0011 摂津市千里丘東二丁目１１番１０号
スギ薬局　東正雀店 566-0025 摂津市東正雀１９－５７

サンライトなかよし薬局　摂津店
566-0074 摂津市東一津屋１５番１４号グランドメゾン

南摂津
あけぼの薬局　千里丘店 566-0011 摂津市千里丘東１丁目１３－７
リーフ薬局 566-0011 摂津市千里丘東２丁目１２－１４
エミ薬局 566-0024 摂津市正雀本町二丁目２１番４１号
千里丘駅前ケアーズ薬局 566-0001 摂津市千里丘一丁目１２番２８号
摂津ダイイチ薬局 566-0031 摂津市昭和園１１番２１号

ダイニチ千里丘薬局
566-0001 摂津市千里丘１丁目１３－２３千里丘サニー

ハイツ１階

フタバ薬局　南摂津店
566-0074 摂津市東一津屋１３－９ファミーユ南摂津１

階
アイン薬局　摂津店 566-0054 摂津市鳥飼八防２丁目３－４
かるがも薬局　千里丘店 566-0011 摂津市千里丘東三丁目７番２７号
メディカルケア　ニューロン薬局 566-0024 摂津市正雀本町１丁目２１－２９
スギ薬局　信達牧野店 590-0522 泉南市信達牧野５７９－１
オレンジ薬局 590-0521 泉南市樽井１丁目７番１号
Ｉ＆Ｈ泉南薬局 590-0521 泉南市樽井１丁目７６３
イオン薬局りんくう泉南店 590-0535 泉南市りんくう南浜３－１２

○ あしはら薬局 590-0406 泉南郡熊取町大久保東一丁目１番２６号
○ ドーミョ薬局 590-0417 泉南郡熊取町和田一丁目１番５号

○
コーナン薬局

599-0303 泉南郡岬町深日１８２８番地の５ショッピン
グピノオークワ２階

アイン薬局　熊取希望が丘中店 590-0422 泉南郡熊取町希望が丘１丁目４－１３
そうごう薬局　熊取紺屋店 590-0412 泉南郡熊取町紺屋１丁目８－２３
トマト薬局 590-0403 泉南郡熊取町大久保中１丁目２－３
ツバキ薬局 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川２２２５番地の１
ツバキ薬局 599-0301 泉南郡岬町淡輪３７６４番２５１
みのり薬局　野田店 590-0451 泉南郡熊取町野田３丁目３５３－４
みのり薬局　山の手台店 590-0450 泉南郡熊取町大宮３丁目１５６０－３
アイン薬局　熊取希望が丘北店 590-0422 泉南郡熊取町希望が丘３丁目５－１８
百薬堂薬局 595-0811 泉北郡忠岡町忠岡北一丁目３番８号

○ サンライト住道薬局 574-0027 大東市三住町７番３号
ひとみ薬局　野崎店 574-0015 大東市野崎１丁目３－１４
かるがも薬局　大東寺川店 574-0014 大東市寺川３丁目９－１５
のぞみ薬局　住道店 574-0033 大東市扇町１４－１６
アカカベ薬局　野崎店 574-0011 大東市北条１丁目１３－２９
アイムイケダ薬局 574-0014 大東市寺川５丁目１－１

※「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。 16／24
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ちーぷ薬局 574-0046 大東市赤井一丁目１番１２号樋口ビル１階

アカカベ薬局　ポップタウン住道店
574-0046 大東市赤井１丁目１５－２７ポップタウン５

番館
サンライトなかよし薬局　氷野店 574-0062 大東市氷野１丁目９－１
しいの実薬局 574-0077 大東市三箇１丁目３－７
かがやき薬局　住道店 574-0046 大東市赤井２丁目１－２１
ココカラファイン薬局　南津の辺店 574-0016 大東市南津の辺町７－３５
サン薬局　住道店 574-0046 大東市赤井１丁目５ラプラス住道１０２号室
シンバシ薬局　四條畷店 574-0001 大東市学園町３－５
アカカベ薬局　津の辺店 574-0003 大東市明美の里町１－７０
スギ薬局　大東諸福店 574-0044 大東市諸福８丁目２－２０
イケイチ薬局 574-0046 大東市赤井１丁目３－２４シャンテ三船１階
北摂調剤大東ごくでん薬局 574-0025 大東市御供田５丁目６－２８
キリン堂薬局　高石加茂店 592-0012 高石市西取石３丁目８－４０
フタツカ薬局　羽衣 592-0002 高石市羽衣４丁目５－１４
オリーブ薬局 592-0011 高石市加茂一丁目２番３号
アスカ薬局 592-0004 高石市高師浜３丁目２０－２６
高石ウェル薬局 592-0012 高石市西取石三丁目２３番２０号
オレンジ薬局　羽衣店 592-0003 高石市東羽衣七丁目１２番１３号
ウェーブ薬局 592-0013 高石市取石２丁目２番７号
伽羅橋薬局 592-0004 高石市高師浜１丁目２－１０

エンジェル薬局　アシスト
592-0002 高石市羽衣１丁目１０－１９治村羽衣駅前ビ

ル１階
ミズノ薬局 592-0004 高石市高師浜三丁目２１番１号

花美月薬局　羽衣
592-0002 高石市羽衣一丁目１２－２５　マーレ羽衣１

階
アイセイ薬局　高石店 592-0014 高石市綾園一丁目１番１５号

オーロラ薬局
592-0002 高石市羽衣１丁目１４－１２グランドブレイ

ンビル１階
スギ薬局　取石店 592-0013 高石市取石７丁目１－４３

○ オーティ薬局 569-0035 高槻市深沢町一丁目２７番５号
○ ミリオン薬局 569-1042 高槻市南平台４丁目１４－３２

○
北摂調剤あぶやまスクウェア薬局

569-1041 高槻市奈佐原２丁目１１－２１あぶやまスク
ウェア１階

なの花薬局　ミューズたかつき店
569-1116 高槻市白梅町４－８ジオタワー高槻ミューズ

フロント３階
エムケー薬局 569-0852 高槻市北柳川町６番２６号

オレンジ薬局　阪急高槻店
569-0071 高槻市城北町２丁目４－５Ｈｉｓａｋｏ．Ｂ

ＬＤ　１Ｆ
あすなろ薬局 569-0056 高槻市城南町２丁目４－１
キリン堂薬局　高槻日吉台店 569-1023 高槻市宮が谷町５０番３号

プラザ薬局　宮田町店
569-1142 高槻市宮田町１丁目２９－１８たかつき宮田

町ビル１階
キタ薬局 569-0082 高槻市明野町２０番１号
キリン堂薬局　氷室店 569-1141 高槻市氷室町四丁目１番１２号
スズラン薬局　摂津富田店 569-1144 高槻市大畑町９－４

きらら薬局
569-1041 高槻市奈佐原二丁目３－２２プレザントアー

ク１階
太陽薬局 569-0071 高槻市城北町一丁目４番２０号

なの花薬局　ミューズイースト店
569-1116 高槻市白梅町４－８ジオタワー高槻ミューズ

フロント３階
いちふく薬局 569-0823 高槻市芝生町一丁目１番１号－１０１

クローバー薬局
569-1114 高槻市別所新町２－１４レジデンス河村１０

２号
日本調剤　高槻駅南薬局 569-0804 高槻市紺屋町６－１９片岡ビル１階
タカハシ薬局 569-0046 高槻市登町１６番１３号
オーティ薬局 569-0034 高槻市大塚町五丁目１２番５号
めぐみ薬局 569-1136 高槻市郡家新町１０－１２
エンゼル薬局 569-0822 高槻市津之江町一丁目４５番１３号
栄町ケアーズ薬局 569-0825 高槻市栄町二丁目５番１号
ＡＢＣ薬局 569-1144 高槻市大畑町３番２号

さくら薬局
569-1141 高槻市氷室町一丁目２５番１３号ファミール

５号館１０５号
キタ薬局　永楽店 569-0083 高槻市永楽町３番１２号
ココカラファイン薬局　摂津富田店 569-1145 高槻市富田丘町２－２ステーシア高槻１階
アイムフローラ薬局 569-1044 高槻市上土室三丁目２番１２号
キリン堂薬局　高槻野田店 569-0013 高槻市野田一丁目２４番１０号
オーティ薬局 569-0081 高槻市宮野町３番８号

青山薬局
569-1115 高槻市古曽部町二丁目１３番４号ＭＲビル１

階
スマイル薬局 569-1022 高槻市日吉台五番町１５番１２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。 17／24
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青山薬局　一番町店 569-1022 高槻市日吉台一番町１７番１号
スギ薬局　高槻西冠店 569-0055 高槻市西冠二丁目２番１号

アルフィ薬局
569-0825 高槻市栄町二丁目１９番７号サカエ第５ビル

１階

きららみらい薬局
569-0814 高槻市富田町一丁目１１番７号ハイム岡１０

１号
かるがも薬局　高槻店 569-1123 高槻市芥川町二丁目３番２号
サエラ薬局　高槻店 569-1115 高槻市古曽部町２丁目１３番２７号
いちご薬局　高槻店 569-0852 高槻市北柳川町１５－１３
オーティ薬局 569-0081 高槻市宮野町２－２２
ＡＢＣ薬局 569-0824 高槻市川添２丁目４－３

アピス薬局摂津富田店
569-1144 高槻市大畑町６－１５中央興業摂津富田ビル

１階
川添ケアーズ薬局 569-0824 高槻市川添２－１６－６

プラザ薬局　西冠店
569-0055 高槻市西冠１丁目１２－８たかつき西冠ビル

１階
かわぞえ薬局 569-0824 高槻市川添２丁目２６－１
よう調剤薬局 569-0025 高槻市藤の里町１８－２７
星和薬局 569-0023 高槻市松川町２５－８

とまと薬局　富田店
569-0814 高槻市富田町６丁目１９－１３フレグランス

ハイツ１０２号
北摂調剤高槻川添薬局 569-0824 高槻市川添２丁目２３－１
ウエルシア薬局　高槻高西店 569-0061 高槻市高西町６番７号
まかみ薬局　大蔵司店 569-1034 高槻市大蔵司２丁目５３－６
同仁薬局 569-1115 高槻市古曽部町一丁目４番１号１階
あいこう薬局 569-1121 高槻市真上町２－６－１１
エコ薬局　摂津富田店 569-0817 高槻市桜ケ丘北町６－２０
岡崎薬局 569-0812 高槻市登美の里町７－３
きららみらい薬局 569-0814 高槻市富田町３－４－１０
ウエルシア薬局　高槻上土室店 569-1044 高槻市上土室４丁目５－１６
さくら薬局　高槻野見店 569-0077 高槻市野見町２－５７ポンズビル１階
コスモス薬局　高槻郡家店 569-1136 高槻市郡家新町３－２３

○
幸生堂薬局

561-0882 豊中市南桜塚二丁目６番３０号カワサキビル
１０３号室

○ はな薬局　豊中緑地店 561-0874 豊中市長興寺南４丁目９－４５

○
ファルコ薬局　豊中店

560-0021 豊中市本町一丁目９番２０号　ラミアーレ豊
中１階

ヤマト薬局 560-0032 豊中市螢池東町一丁目６番９－１０１号

日本調剤　桃山台薬局
560-0084 豊中市新千里南町２－６－１２トーエイビル

１０４
あゆみ薬局 561-0874 豊中市長興寺南四丁目５番２８－１０３号
あんず薬局　豊中店 560-0035 豊中市箕輪２丁目２－２２

アクア薬局　豊中岡町店
561-0884 豊中市岡町北１丁目２－２０メゾン清涼１０

１－Ａ
クローバー薬局 560-0054 豊中市桜の町三丁目６番１２号
タンジョー薬局 560-0084 豊中市新千里南町二丁目１２番１５号
そね薬局 561-0801 豊中市曽根西町１丁目１０－７
むすび薬局　庄内店 561-0832 豊中市庄内西町３丁目１－３
スギ薬局　豊中小曽根店 561-0817 豊中市浜二丁目１７番５号
ツバサ薬局　豊中店 561-0832 豊中市庄内西町３丁目７－４５

スズキ薬局
561-0871 豊中市東寺内町１３－５ライオンズマンショ

ン１階
ファーマライズ薬局　千里店 560-0081 豊中市新千里北町２丁目２０番１３号

めぐみ薬局
561-0861 豊中市東泉丘４丁目２－１０ハイボーン緑地

公園１０１号
スギ薬局　豊中熊野店 560-0014 豊中市熊野町４丁目１番３１号
カリス薬局 561-0815 豊中市豊南町南１丁目１番１５号の１
なの花薬局　柴原店 560-0055 豊中市柴原町四丁目８番２３号

コスモス薬局
560-0022 豊中市北桜塚３－９－１５ヴィラみどり１０

２
ミカワ薬局 561-0831 豊中市庄内東町二丁目１番６号
服部メディカルセンター森川薬局 561-0852 豊中市服部本町一丁目７番９号森川ビル１階

あしだ薬局
561-0861 豊中市東泉丘二丁目６番１５号ヴァーストネ

ス東泉丘１０１号

レイ薬局
561-0831 豊中市庄内東町一丁目５番９号土井建設ビル

１階
ハザマ薬局 560-0083 豊中市新千里西町三丁目２番１－２０２
ユニカムドラッグ西泉丘薬局 561-0862 豊中市西泉丘三丁目１番２５号

中島薬局　曽根東町店
561-0802 豊中市曽根東町一丁目２番１号阪急曽根ビル

Ｂ１階
さくら薬局　豊中柴原店 560-0055 豊中市柴原町四丁目１１５番１番地先

※「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。 18／24
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スギ薬局　豊中庄内店 561-0833 豊中市庄内幸町５丁目９－１２
アイ薬局 561-0832 豊中市庄内西町３丁目１５－５
なごみ薬局 561-0853 豊中市服部南町４丁目３－５４
ニューロン薬局　庄内店 561-0834 豊中市庄内栄町一丁目７番６号

アピス薬局　庄内駅前店
561-0831 豊中市庄内東町２丁目１番２３号　誠宏ビル

１階
あおぞら薬局豊中店 560-0021 豊中市本町２丁目１番３号
そうけん薬局　服部店 561-0851 豊中市服部元町２－１－２
サエラ薬局　千里中央店 560-0085 豊中市上新田二丁目２４番５０－２

かるがも薬局　豊中店
560-0023 豊中市岡上の町４丁目１－２豊中パークレジ

デンス１Ｆ
オレガノ薬局　緑地公園店 561-0864 豊中市夕日丘２丁目１７－２２
曽根バラ薬局 561-0802 豊中市曽根東町３丁目４番５号
さくら薬局　阪急庄内駅前店 561-0831 豊中市庄内東町２丁目２番１０号
ジュラ薬局 561-0833 豊中市庄内幸町２丁目１３番６号

共進薬局　緑丘店
560-0001 豊中市北緑丘２丁目２番２３号　１階１０２

号

はなまる薬局　豊中本町店
560-0021 豊中市本町１丁目８番５号アクロスキューブ

豊中　２階
ひいらぎ薬局 560-0005 豊中市西緑丘３丁目１４番６号

○ ファーマシーオカムラ薬局　新光風台店 563-0105 豊能郡豊能町新光風台二丁目１６番８号
のせ薬局 563-0356 豊能郡能勢町平通８２番地５
びざん薬局 563-0102 豊能郡豊能町ときわ台四丁目２番地の１５
としみつ薬局 563-0103 豊能郡豊能町東ときわ台７丁目７－２

○
とおやま薬局

584-0045 富田林市山中田町一丁目６番３３号サンプラ
ザ山中田店内

さくらい薬局 584-0013 富田林市桜井町１丁目１－８
くれよん薬局　藤沢台店 584-0071 富田林市藤沢台５丁目２－６
ハービス薬局 584-0042 富田林市北大伴町２丁目１番１号
サポート薬局　向陽台店 584-0082 富田林市向陽台２丁目７－２５
向陽台薬局 584-0082 富田林市向陽台二丁目１６番３８号
ミント薬局　寺池台店 584-0073 富田林市寺池台二丁目５番２２号
ハナ薬局 584-0082 富田林市向陽台一丁目４番１８号
ひまわり薬局 584-0062 富田林市須賀２丁目１８－１２
アポロ薬局 584-0086 富田林市津々山台二丁目９番９号
キタバ薬局 584-0086 富田林市津々山台２丁目１０－１－１０４
のぞみ薬局 584-0036 富田林市甲田三丁目１０番４号
なごみ薬局 584-0069 富田林市錦織東三丁目１９番１２号
喜志薬局 584-0013 富田林市桜井町一丁目５番５６号
ハヤテ薬局 584-0074 富田林市久野喜台二丁目１５－５
ミント薬局　金剛大橋店 584-0033 富田林市富田林町２９番２０号
久野喜台薬局 584-0074 富田林市久野喜台２丁目９－１５
スギ薬局　富田林甲田店 584-0036 富田林市甲田三丁目３番３５号
キリン堂薬局　富田林若松店 584-0024 富田林市若松町二丁目１番７号
ハーモニー薬局 584-0074 富田林市久野喜台２丁目１６番２８号
アイン薬局　富田林病院店 584-0082 富田林市向陽台１丁目３－３６
からたち薬局 584-0031 富田林市寿町２丁目３－２５

○ スギ薬局　寝屋川萱島店 572-0824 寝屋川市萱島東三丁目１７番８号
○ きららみらい薬局 572-0858 寝屋川市打上元町１６番１号
○ ぽぷら薬局　あおい店 572-0013 寝屋川市三井が丘３丁目１６－７
○ アイン薬局寝屋川中央店 572-0015 寝屋川市川勝町１１番２８号
○ かりん薬局 572-0030 寝屋川市池田本町３０－２

ウエルシア薬局　寝屋川高宮店 572-0806 寝屋川市高宮１丁目２－３４
日本調剤　香里園薬局 572-0084 寝屋川市香里南之町２８－１８
スギ薬局　寝屋川木田店 572-0822 寝屋川市木田元宮一丁目２０番１号
スギ薬局　寝屋川成美店 572-0046 寝屋川市成美町２８番３号
シンバシ薬局 572-0051 寝屋川市高柳二丁目２２番８号
ウエルシア薬局　寝屋川打上元町店 572-0858 寝屋川市打上元町２０番１０号
銀明堂薬局　寝屋川駅前店 572-0838 寝屋川市八坂町１５番８号中川ビル１階
オハナ薬局　萱島駅前店 572-0827 寝屋川市萱島本町１７－１８深田ビル１階
ココカラファイン薬局　寝屋川公園店 572-0850 寝屋川市打上高塚町３番１６号
クオール薬局　寝屋川店 572-0029 寝屋川市寿町５７番１１号
カヤシマ薬局駅前店 572-0054 寝屋川市下神田町３１番１２号

寝屋川グリーン薬局
572-0033 寝屋川市池田東町８番１２号アドラー第２ビ

ル１０１
カエデ薬局 572-0827 寝屋川市萱島本町５番１３号
カタノ薬局 572-0837 寝屋川市早子町２０番２３号
めぐみ薬局 572-0004 寝屋川市成田町２５番１号
いけだ薬局 572-0858 寝屋川市打上元町１１番２２号
そうごう薬局 572-0015 寝屋川市川勝町８番１号
コーナン薬局 572-0085 寝屋川市香里新町１２番１２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。 19／24
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2023年5月17日更新分

カトウ薬局 572-0048 寝屋川市大利町５番５号

きららみらい薬局
572-0811 寝屋川市楠根南町２８番１２号フミハイツ１

階
ドクトル薬局 572-0043 寝屋川市錦町１８番１８号
さくら薬局　寝屋川南水苑店 572-0826 寝屋川市南水苑町１６番１３号
つかさ薬局 572-0076 寝屋川市仁和寺本町３丁目３－２３

サン薬局　寝屋南店
572-0855 寝屋川市寝屋南２丁目１－１４寝屋南総合ビ

ル１Ｆ
くるみ薬局 572-0837 寝屋川市早子町３－４８

アカカベ薬局　大利店
572-0032 寝屋川市北大利町１２－８ヴィドールＳＯＮ

Ｏビル１階
常盤漢方薬局 572-0042 寝屋川市東大利町２４０－２１
幸生堂薬局 572-0046 寝屋川市成美町１－１０
はな薬局　寝屋川店 572-0028 寝屋川市日新町１－１２
アカカベ薬局　寝屋川木田町店 572-0836 寝屋川市木田町２番１１号
あんず薬局　香里園店 572-0082 寝屋川市香里本通町８－１－１０４

みのる薬局
572-0831 寝屋川市豊野町１３番１０号アグレアーブル

１階
○ エコ薬局　はびきの店 583-0861 羽曳野市西浦１６２４－１

アピス薬局　羽曳野店 583-0884 羽曳野市野３３３番６
ありす薬局 583-0872 羽曳野市はびきの２－１－１９
ウエルシア薬局　羽曳野尺度店 583-0862 羽曳野市尺度１８７－１

セブン薬局
583-0886 羽曳野市恵我之荘六丁目１番３号サンヒルズ

ハイム１０６号
ウエルシア薬局　羽曳野島泉店 583-0881 羽曳野市島泉８丁目７－５
アイセイ薬局　たかわし店 583-0882 羽曳野市高鷲九丁目１番２号
セブン薬局 583-0886 羽曳野市恵我之荘四丁目４番１６号
セブン薬局 583-0886 羽曳野市恵我之荘二丁目５番１５号

はるな薬局
583-0885 羽曳野市南恵我之荘二丁目９番５号サカエ荘

１階
スギ薬局　野々上店 583-0871 羽曳野市野々上３丁目１５－１

○ せんなん薬局 599-0202 阪南市下出５７番地の２
キリン堂薬局　阪南石田店 599-0221 阪南市石田２５９
カイセイ薬局 599-0202 阪南市下出５１－１
さくら薬局　阪南箱の浦店 599-0235 阪南市箱の浦４３０番２２号

さくら薬局　阪南尾崎店
599-0201 阪南市尾崎町１３７番地の１第２池田ビル１

０１号
コスモス薬局 599-0211 阪南市鳥取中１４２番地６
阪南ひかり薬局 599-0212 阪南市自然田９４０番地５
ひかり薬局 599-0202 阪南市下出２６５－７
みどり薬局　阪南店 599-0202 阪南市下出５１番地２
そうごう薬局　阪南箱作店 599-0232 阪南市箱作３２５－２

○ ドレミ薬局　永和店 577-0054 東大阪市高井田元町１丁目２番１１号
○ キュア調剤薬局 578-0956 東大阪市横枕西１番７号
○ 阪神調剤薬局　東大阪店 578-0941 東大阪市岩田町４丁目１５番１０号
○ スギ薬局　八戸ノ里店 577-0803 東大阪市下小阪５丁目５番２１号

○
あんず薬局

577-0807 東大阪市菱屋西５丁目１２番１５号アンソレ
イユ菱屋西１階

○ ごうだ薬局 577-0843 東大阪市荒川２丁目２７番１３号
シンケ薬局 577-0028 東大阪市新家西町７番１１号
アカカベ薬局　西鴻池町店 578-0976 東大阪市西鴻池町２丁目４番２４号
ウエルシア薬局　東大阪御厨中店 577-0035 東大阪市御厨中１丁目１番２９号
きぼう薬局　弥刀店 577-0817 東大阪市近江堂２丁目８番１３号
ウエルシア薬局　東大阪中新開店 578-0911 東大阪市中新開１丁目１４番２６号

レガテ薬局
579-8013 東大阪市西石切町３丁目４番２２号渡部ビル

１階
ドクトル薬局 577-0841 東大阪市足代三丁目１番７号

おうじ薬局
577-0056 東大阪市長堂１丁目１２番１６号ルノール布

施１階

オリオン薬局　宝持店
577-0806 東大阪市上小阪３丁目５番４号施設宝持西店

舗第７号
ココカラファイン薬局　上小阪店 577-0811 東大阪市西上小阪６番１５号
ドクトルファーマシー薬局 578-0946 東大阪市瓜生堂１丁目１２番６号
ドクトル薬局 578-0937 東大阪市花園本町１丁目１番８号

ヘルシー薬局　小阪店
577-0801 東大阪市小阪１丁目１３番１０号ラガール小

阪１０５号
調剤薬局マツモトキヨシ　河内小阪店 577-0802 東大阪市小阪本町１丁目６番２４号
グリーンライフ薬局 577-0841 東大阪市足代一丁目１２番５号
けやき薬局 577-0801 東大阪市小阪二丁目２番１８号
いずみ薬局 577-0834 東大阪市柏田本町４番３５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。 20／24
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ココカラファイン薬局　長堂店
577-0056 東大阪市長堂一丁目２番５号布施駅前ビル１

階

ミルキー薬局
577-0013 東大阪市長田中一丁目４番２３号長田セン

タービル
東大阪プラザ薬局 579-8056 東大阪市若草町２番１２号

小阪エヌ・ピー・シー薬局
577-0802 東大阪市小阪本町一丁目７番２３号コーポラ

ス小阪１０２号
みるく薬局 578-0946 東大阪市瓜生堂一丁目１番８号
マリン薬局 578-0982 東大阪市吉田本町三丁目４番３号
ひまわり薬局 578-0981 東大阪市島之内一丁目７番２５号
トマト薬局 579-8065 東大阪市新池島町三丁目５番３号
キクヤ薬局 577-0066 東大阪市高井田本通七丁目５番３号
トモエ薬局　花園店 578-0925 東大阪市稲葉三丁目１２番２７号
若江スマット薬局 578-0935 東大阪市若江東町四丁目２番６号
みどり薬局 578-0954 東大阪市横枕２番２７号河内第１ビル１階
日本調剤東大阪薬局 578-0947 東大阪市西岩田三丁目４番４号
枚岡プラザ薬局 579-8061 東大阪市六万寺町二丁目１番１号
リープ薬局　渋川店 577-0836 東大阪市渋川町二丁目４番２５号
カムイ薬局 579-8038 東大阪市箱殿町４番４号

ひより薬局
577-0053 東大阪市高井田２４番１５号Ｍ・高井田Ｄ号

室
しばた薬局 579-8021 東大阪市額田町８番３号　ＢＬＤ天風１０１
関西薬局　布施店 577-0056 東大阪市長堂１丁目９番１９号
コトブキ保健薬局 577-0007 東大阪市稲田本町２丁目９番５号
薬局ＭＣＣファーマシー鴻池店 578-0972 東大阪市鴻池町２丁目１番３６号
オレンジ薬局　荒川店 577-0843 東大阪市荒川１丁目４番２号
あけぼの薬局　東大阪長瀬店 577-0833 東大阪市柏田東町９番１７号

サンテ薬局　河内小阪店
577-0802 東大阪市小阪本町１丁目２番８号小阪ジョイ

スビル１階
さくらんぼ薬局 578-0901 東大阪市加納三丁目５番１７号
どんぐり薬局 577-0832 東大阪市長瀬町一丁目１０番８号
くるみ薬局 577-0006 東大阪市楠根二丁目８番２５号
アカカベ薬局　荒本店 577-0011 東大阪市荒本北２丁目３番１号
なつめ薬局 578-0931 東大阪市花園東町２丁目３番２４号
リープ薬局　宝持店 577-0805 東大阪市宝持２丁目５番６号
とも薬局 577-0827 東大阪市衣摺２丁目１３番１０号

てつ薬局
577-0803 東大阪市下小阪５丁目１５番８号エストヴェ

ルジュ１階

サンテ薬局　八戸ノ里店
577-0803 東大阪市下小阪２丁目１４番９号ＹＡＮＯ八

戸ノ里駅前ビル２階
ひなた薬局　長田店 577-0013 東大阪市長田中４丁目１番１１号

クオール薬局　Ｍビル店
577-0028 東大阪市新家西町８番２３号東大阪Ｍビル１

階
玉串スマット薬局 578-0933 東大阪市玉串元町１丁目２番３９号
パンダ薬局 578-0936 東大阪市花園西町１丁目３番３２号
阪神調剤薬局　枚岡店 579-8034 東大阪市出雲井本町１番８号

スギ薬局　小阪駅南店
577-0802 東大阪市小阪本町１丁目３番２号湖月堂ビル

１階

リープ薬局小阪駅前店
577-0802 東大阪市小阪本町１丁目８番１２号サンライ

フ小阪１０６
エムハート薬局　おおはす店 577-0826 東大阪市大蓮北３丁目１７番２４号

○ ウエルシア薬局　東大阪瓜生堂店 578-0946 東大阪市瓜生堂１丁目１０番５０号
○ 名村薬局 573-0164 枚方市長尾谷町三丁目１５番５号
○ ファミリエ薬局　香里ヶ丘店 573-0084 枚方市香里ケ丘十丁目３７３２番地の１８
○ すずらん薬局　くずは店 573-1111 枚方市楠葉朝日３丁目６－２５
○ おりひめ薬局 573-1144 枚方市牧野本町１丁目１０－２７
○ レインボー薬局 573-0071 枚方市茄子作３丁目３６－２

キリン堂薬局　枚方大峰店 573-0146 枚方市大峰元町２丁目１－２
キリン薬局 573-0135 枚方市春日元町一丁目２２番１号
レインボー薬局 573-0162 枚方市長尾西町一丁目２０番７号
ＯＧＰ薬局　津田店 573-0126 枚方市津田西町一丁目１０番１号

ウエルシア薬局　枚方御殿山店
573-1193 枚方市御殿山南町３番中宮第三団地５３－１

０１

サンプラザ薬局
573-0125 枚方市津田駅前一丁目１３番１号プレッソ津

田駅前１０６号
ウエルシア薬局　枚方中宮本町店 573-1196 枚方市中宮本町３－１６
ファルコ薬局　枚方店 573-1197 枚方市禁野本町２丁目１５－３
南くずは薬局 573-1105 枚方市南楠葉１丁目１－３０
ツバサ薬局　津田店 573-0126 枚方市津田西町３丁目１７－２－１０１
ドラッグストアアカカベ禁野薬局 573-1192 枚方市西禁野一丁目１番１２号
シンポ薬局 573-1197 枚方市禁野本町１丁目８－１４

※「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。 21／24
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アカカベ薬局　招提中町店 573-1152 枚方市招提中町２丁目８－２０
なの花薬局　枚方店 573-1191 枚方市新町一丁目１０番５号
クオール薬局光善寺駅前店 573-0064 枚方市北中振１丁目１７番１９号

きららみらい薬局
573-0084 枚方市香里ケ丘４丁目２－３香里が丘ＣＯＲ

ｉＯ
サン藤阪調剤薬局 573-0152 枚方市藤阪中町１１番５号エイエヌビル１階
東牧野薬局 573-1151 枚方市東牧野町３０－１１

メイプル薬局
573-1142 枚方市牧野下島町一丁目１３番１号マルエス

牧野駅前グランドビル３階３０２

サンプラザ薬局　宮之阪
573-0022 枚方市宮之阪三丁目９番３号アビリオ宮之阪

１０１号
ウェルファルマ薬局 573-0126 枚方市津田西町一丁目２９番６号
アイ薬局 573-1133 枚方市招提元町一丁目１５６０番地
くるみ薬局 573-0022 枚方市宮之阪三丁目６番３１号１０２号

アシスト薬局　中宮店
573-1196 枚方市中宮本町７番１２号シャンテ中宮Ⅱ１

０１号
ホーセイ薬局　出口店 573-0065 枚方市出口２丁目１４番３号

きららみらい薬局
573-0052 枚方市枚方元町７番１６号ハヤロク公園ビル

１階
まきの薬局 573-1135 枚方市招提平野町５－２２
きららみらい薬局 573-0063 枚方市走谷２丁目３１番１号
船橋薬局 573-1115 枚方市東船橋１丁目８５－１
アカカベ薬局　星丘店 573-0013 枚方市星丘３丁目６－３５
そうごう薬局　香里ヶ丘店 573-0084 枚方市香里ケ丘６丁目８番
すずらん薬局　むらの店 573-0016 枚方市村野本町７－２５

きららみらい薬局
573-1183 枚方市渚南町２６－２８ユニライフ御殿山１

０３号室
みかん薬局 573-0162 枚方市長尾西町２丁目１０－２２

きららみらい薬局
573-0086 枚方市香里園町９－２５メディカルモール香

里園１０１号室
アイン薬局　枚方長尾店 573-0104 枚方市長尾播磨谷１丁目３８７３－１
アイン薬局　藤阪店 573-0154 枚方市王仁公園２－５６
アカカベ薬局　甲斐田東町店 573-1168 枚方市甲斐田東町９番２号
ＯＧＰ薬局　枚方店 573-0023 枚方市東田宮一丁目３番１１号
アカカベ薬局　枚方公園店 573-0053 枚方市伊加賀南町８番８号
レインボー薬局 573-0156 枚方市藤阪南町２丁目６－１

パイン薬局　御殿山店
573-1183 枚方市渚南町２４番３１号なぎさクリニック

モール１Ｆ

ツバサ薬局　宮之阪店
573-1197 枚方市禁野本町１－１６－１北村ビル１０１

号
クオール薬局藤阪元町店 573-0157 枚方市藤阪元町３丁目３５－１
ひらかた市民薬局 573-1197 枚方市禁野本町２丁目１５－２

阪神調剤薬局　枚方店
573-1197 枚方市禁野本町１丁目８－１６禁野ハイツ１

０１号室
日本調剤　宮之阪薬局 573-0022 枚方市宮之阪３丁目１６－２２

○ あかね薬局 583-0026 藤井寺市春日丘１丁目２－３
幸生堂薬局 583-0027 藤井寺市岡１丁目１５－２８
はな薬局 583-0026 藤井寺市春日丘一丁目２番２３号
くるみ薬局　藤ヶ丘店 583-0017 藤井寺市藤ケ丘３丁目１３－２
くじら薬局 583-0027 藤井寺市岡２丁目１１番８号
くるみ薬局 583-0014 藤井寺市野中４丁目１５番２７号
サエラ薬局　土師ノ里店 583-0007 藤井寺市林五丁目７番２８号
イシダ薬局 583-0007 藤井寺市林五丁目７番２７号
サエラ薬局　藤井寺店 583-0007 藤井寺市林２丁目６－２２
オレンジ薬局　道明寺店 583-0012 藤井寺市道明寺２丁目７番５号

○ いるか薬局 580-0016 松原市上田１丁目４－５
○ スギ薬局　松原南新町店 580-0023 松原市南新町一丁目３番１５号

アイン薬局　松原店 580-0032 松原市天美東７丁目６９林ビル１階
芝池じゅんあい薬局 580-0023 松原市南新町１丁目１０５－３

太田薬局
580-0024 松原市東新町三丁目５番１７号アーバンコン

フォート１階１１６号
幸生堂薬局 580-0014 松原市岡３丁目８番８号
ウエルシア薬局　松原阿保店 580-0043 松原市阿保２丁目１２３－１
ライフォート松原薬局 580-0016 松原市上田５丁目１０－３７

リーフ薬局
580-0024 松原市東新町三丁目５番１７号アーバンコン

フォート１１５
イソノ薬局 580-0016 松原市上田一丁目１０番９号
十字屋薬局 580-0033 松原市天美南一丁目９８番６号
うめ薬局 580-0023 松原市南新町三丁目２番２９号
ラビット松原薬局 580-0016 松原市上田二丁目２番２２号
おひさま薬局 580-0021 松原市高見の里四丁目８番２７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。 22／24
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なぎさ薬局　松原徳洲会病院前店
580-0032 松原市天美東７丁目１２番５号朝日プラザ

ターミナルシティＳ１０３号
セイユー薬局　河内松原店 580-0016 松原市上田４丁目３－１９
別所薬局 580-0005 松原市別所７丁目３－９

薬局マツモトキヨシ　ゆめニティまつばら店
580-0016 松原市上田３丁目６－１ゆめニティまつばら

１階

ピープル薬局
580-0016 松原市上田３丁目４番１１号ペルルＹＴＫ１

階
ＡＢＣ薬局 618-0001 三島郡島本町山崎三丁目３番１号
クボタ薬局 618-0015 三島郡島本町青葉１丁目３－１８
保険調剤薬局　Ａ　ｐｈａｒｍａｃｙ 618-0022 三島郡島本町桜井２丁目６－１７
さやか薬局　河南店 585-0034 南河内郡河南町大字神山２７１－１３
ふぁいん堂薬局 583-0992 南河内郡太子町大字山田８４－１

○ アカネ薬局　箕面稲店 562-0015 箕面市稲１丁目１４－１１
えがおＤｅ薬局箕面森町店 563-0257 箕面市森町中１丁目１－６
フタバ薬局　箕面店 562-0004 箕面市牧落３丁目１４番２０号
はるな薬局 562-0023 箕面市粟生間谷西３丁目７－７

イオン薬局　箕面店
562-0034 箕面市西宿１丁目１５－３０　イオン箕面店

１階

かりん薬局　箕面船場店
562-0036 箕面市船場西３丁目６－３２箕面船場クリ

ニックビル１０１
サンドラッグ箕面薬局 562-0013 箕面市坊島１丁目１－２０
箕面市薬剤師会薬局 562-0015 箕面市稲五丁目１５番３号
さくら薬局　箕面西小路店 562-0003 箕面市西小路三丁目１７番３６号
船場西薬局 562-0036 箕面市船場西一丁目６番７号

コウセイ堂薬局
562-0036 箕面市船場西一丁目８番２６号サニーヒルズ

船場１０２号
キョウエイ調剤薬局　箕面店 562-0025 箕面市粟生外院一丁目８番３４号

仲井薬局
562-0032 箕面市小野原西六丁目１２番１号岩永ビルＢ

１Ｆ
アイン薬局　箕面店 562-0023 箕面市粟生間谷西７丁目１４－４
オレンジ薬局　箕面桜店 562-0041 箕面市桜四丁目１７番２０号
サエラ薬局　箕面店 562-0001 箕面市箕面六丁目４番４０号
みゆき薬局　箕面店 562-0046 箕面市桜ケ丘１丁目５－１６

○ ひむか薬局　守口店 570-0028 守口市本町２丁目１－２４－１０２

○
カメイ調剤薬局　守口大和田店

570-0014 守口市藤田町５丁目８－５ガーネフリューゲ
ル１０２号室

アイビー薬局
570-0091 守口市北斗町８番７号センチュリー北斗１階

１０１号

サンプラザ調剤薬局
570-0083 守口市京阪本通一丁目３番２号守口富士ビル

４階
ココカラファイン薬局　守口八雲店 570-0091 守口市北斗町２－２
薬局マツモトキヨシ　京阪守口市駅店 570-0038 守口市河原町１番１号　１階
健民薬局　菊水店 570-0032 守口市菊水通二丁目９番２３号
キリン堂薬局　守口店 570-0012 守口市大久保町三丁目３４番１４号
多田薬局 570-0036 守口市大枝東町１３番３号
あすなろ薬局 570-0035 守口市東光町一丁目２８番１２号
りんご薬局 570-0006 守口市八雲西町二丁目１５番２０号

ちーぷ薬局　守口駅前店
570-0028 守口市本町二丁目２番１１号アヴェーレ守口

駅前ビル１階
健民薬局　中央店 570-0075 守口市紅屋町５番７号八重ビル３Ｆ

サンプラザ薬局西郷
570-0034 守口市西郷通４丁目４－１０西郷マンション

Ⅱ１階

のぞみ調剤薬局
570-0034 守口市西郷通１丁目１５－１第三エス・ケイ

ビル１階
アイン薬局　守口店 570-0091 守口市北斗町８－１４

なないろ薬局
570-0056 守口市寺内町２丁目７－３サンキュービル２

０３号
いちご薬局 570-0017 守口市佐太東町１丁目３８－５
阪神調剤薬局　守口店 570-0091 守口市北斗町８－１３

サン薬局　守口高瀬店
570-0053 守口市高瀬町３丁目９－１０ラ・フォーレ高

瀬１０１

○
ゆうあい薬局

581-0020 八尾市曙川東一丁目２２番地恩智駅前プラザ
ビル１階６号室

ライフ八尾南薬局 581-0038 八尾市若林町１番８７号

アップルプラス薬局
581-0801 八尾市山城町一丁目１番ペントモール八尾１

番街２号

プラザ薬局　ＪＲ八尾店
581-0085 八尾市安中町三丁目５番１４号ＪＲ八尾クリ

ニックビル１階
ウエルシア薬局　八尾跡部北の町店 581-0068 八尾市跡部北の町３丁目１番２０号
ライフォート久宝寺駅前薬局 581-0069 八尾市龍華町２丁目１－１坂本ビル２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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ウエルシア薬局　八尾南木の本店 581-0042 八尾市南木の本２丁目１９番１
セイユー薬局　八尾店 581-0086 八尾市陽光園２丁目１－１６
うめ薬局　市立病院前店 581-0068 八尾市跡部北の町二丁目１番４０号
しろくま調剤薬局八尾店 581-0803 八尾市光町１丁目４７番地　１階
カイセイ薬局 581-0815 八尾市宮町六丁目６番１５号
ウエルシア薬局　八尾志紀店 581-0031 八尾市志紀町２丁目４３－１
スギ薬局　八尾南久宝寺店 581-0076 八尾市南久宝寺一丁目６０番地の１
ハンナ薬局 581-0027 八尾市八尾木５－１６４
ふじ薬局 581-0081 八尾市南本町六丁目６番３７号
恩智ヘルスファーマシィ薬局 581-0883 八尾市恩智中町１－１５１

プラザ薬局
581-0004 八尾市東本町三丁目５番３号プラザサントリ

アビル１階
青葉堂薬局 581-0803 八尾市光町一丁目２６片岡第４ビル１階
萩薬局 581-0074 八尾市栄町一丁目４番２号
うめ薬局 581-0081 八尾市南本町四丁目１番３４号
いぬい薬局 581-0037 八尾市太田五丁目４３番地
ヤマムラ薬局 581-0092 八尾市老原五丁目１９５番地

タムタム薬局
581-0016 八尾市八尾木北三丁目３４０番リープハーベ

ン八尾木１階５号
プラザ薬局　太田店 581-0037 八尾市太田七丁目５５番地の２

プラザ薬局　久宝寺店
581-0068 八尾市跡部北の町三丁目１番２６号ＪＲ久宝

寺クリニックビル１階
かりん薬局 581-0871 八尾市高安町北七丁目２３番２
アップルプラス薬局 581-0802 八尾市北本町二丁目８番９号

クローバー薬局
581-0003 八尾市本町二丁目３番６号イースタンビル１

０１

サン薬局
581-0004 八尾市東本町３－６－１５サン・アズール１

階
薬局マツモトキヨシ八尾店 581-0803 八尾市光町１丁目３２

セガミ薬局　久宝寺店
581-0069 八尾市龍華町一丁目４番２号メガシティタ

ワーズ２階

ゆうき薬局
581-0802 八尾市北本町２丁目１２－２４北本町マルシ

ゲビル１階
ウエルシア薬局　八尾青山店 581-0018 八尾市青山町４丁目５－１２
あすか薬局　志紀店 581-0033 八尾市志紀町南２丁目１０３－２
アイン薬局八尾店 581-0005 八尾市荘内町２丁目２－３６
あんず薬局 581-0025 八尾市天王寺屋４丁目１７６
プラザ薬局　桜ケ丘店 581-0869 八尾市桜ケ丘１丁目１１
サエラ薬局　八尾店 581-0818 八尾市美園町４丁目１５５－３
キリン堂薬局　八尾長原店 581-0045 八尾市西木の本１丁目６９
つぼみ薬局 581-0028 八尾市八尾木東３丁目３７－８２

元気なスマイル薬局
581-0084 八尾市植松町４丁目５－１８スペース八尾１

０７号
ヤオアップル薬局 581-0082 八尾市相生町３丁目１番９号
スギ薬局　八尾福万寺店 581-0842 八尾市福万寺町一丁目９４番地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。
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