
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3)

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

スギ薬局　池田駅前店
563-0041 池田市満寿美町２－７矢野池田駅前ビル１０

２号
のぞみ薬局 563-0031 池田市天神１丁目６－１　１０１号
城南つばさ薬局 563-0025 池田市城南二丁目１－２２城南館１階Ｂ
アカネ薬局 563-0042 池田市宇保町５番９号ユニーブル池田１０６
こうだ薬局 563-0043 池田市神田一丁目１７番１３号

○ りんご薬局 595-0006 泉大津市東助松町１丁目６－３
アカカベ薬局　泉大津昭和町店 595-0036 泉大津市昭和町９－１４
メロディー薬局 595-0017 泉大津市池園町１４番１４号
エンジェル薬局 595-0006 泉大津市東助松町２丁目６－４
百薬堂薬局 595-0006 泉大津市東助松町一丁目８番２号

○ さくら薬局 598-0046 泉佐野市羽倉崎一丁目１番７１号
つばさ薬局 598-0001 泉佐野市上瓦屋１０９３番地１３
おおぞら薬局 598-0062 泉佐野市下瓦屋３丁目１５－６５
エム・エス・２１薬局 598-0021 泉佐野市日根野７０３３

リヨン薬局
598-8522 泉佐野市りんくう往来北１－７関西エアポー

トワシントンホテル２階

ウイング薬局
598-0021 泉佐野市日根野５９１０番地１５藤井ビル１

階
やよい薬局 598-0007 泉佐野市上町一丁目１１番４６号

ドーミョ薬局
598-0007 泉佐野市上町三丁目１１番２５号南海泉佐野

ビル１階
ＡＢＣ調剤薬局 598-0002 泉佐野市中庄１０２５番地の３０
泉州薬局　泉佐野店 598-0071 泉佐野市鶴原１０６５－３パトリア１階
おおきに薬局 598-0062 泉佐野市下瓦屋３４５－１
ひろば薬局 598-0021 泉佐野市日根野６４５４－５
おだいじに薬局　和泉青葉台店 594-1153 和泉市青葉台２丁目１９－５
メロディー薬局　いずみ中央駅店 594-0041 和泉市いぶき野５丁目１－１
のぞみ薬局　和泉中央店 594-1151 和泉市唐国町二丁目７番８６号
メロディー薬局　やよい店 594-0061 和泉市弥生町二丁目１４番１４号１号
中央薬局　和泉府中店 594-0071 和泉市府中町１丁目２０番１号
あおい薬局 594-0071 和泉市府中町１丁目１８－１
辻中薬局 594-0013 和泉市鶴山台２丁目１－４－１０５号
フタツカ薬局　和泉 594-0062 和泉市寺田町２丁目２－８

○
スギ薬局　南茨木店

567-0861 茨木市東奈良３丁目１５－３５メゾン・ド・
アイ１階

○ ウエルシア薬局　茨木沢良宜東町店 567-0863 茨木市沢良宜東町４－３７
○ サン薬局　阪急茨木店 567-0817 茨木市別院町４－１７かわなべビル１Ｆ

アイン薬局　総持寺店 567-0802 茨木市総持寺駅前町２－７
いばらき薬局 567-0873 茨木市小川町８番２２号　ＮＯＭＵＲＡ１Ａ
キリン堂薬局　沢良宜店 567-0864 茨木市沢良宜浜２丁目１－２
かもめ薬局　南茨木店 567-0851 茨木市真砂１丁目２－３６
桜茨木薬局 567-0821 茨木市末広町５－２－１０１
茨木あおぞら薬局 567-0028 茨木市畑田町１１－２８

プラザ薬局　ＪＲ総持寺店
567-0801 茨木市総持寺１丁目３－１総持寺クリニック

ビルⅡ
きよたに薬局 568-0097 茨木市泉原８７４－２
カメイ調剤薬局　茨木中河原店 567-0063 茨木市中河原町１１番３９号
メイプル薬局　茨木店 567-0823 茨木市寺田町１１番６号
メープル調剤薬局 567-0851 茨木市真砂２丁目７番１４号
なないろ薬局　茨木店 567-0885 茨木市東中条町１－５　西川ビル１０１

ひだまり薬局
567-0895 茨木市玉櫛１丁目１４－４フィオーレつじ１

階

キタバ薬局
589-0013 大阪狭山市茱萸木４丁目３７２－１０メディ

カルスクエアくみの木
れもん薬局 589-0005 大阪狭山市狭山２丁目９６９－１Ａ

さやまシティ薬局
589-0005 大阪狭山市狭山１丁目２３５０サンライトビ

ル１階
○ 和光薬局 546-0012 大阪市東住吉区中野四丁目５番１８号

○
エムズ・リアン薬局

546-0012 大阪市東住吉区中野３丁目１番１１号グロー
中野１階

○
ソーク薬局

550-0015 大阪市西区南堀江１丁目２１番１４号Ｍ．ｈ
ｉｌｌｓ南堀江ｓｏｕｔｈ１Ｆ

○ 薬局マツモトキヨシ　南堀江店 550-0015 大阪市西区南堀江１丁目１１番１号　１階

○
白菊調剤薬局正面玄関前店

550-0015 大阪市西区南堀江１丁目２７番９号紀和ビル
１階

○
みんなの薬局　長居東店

558-0004 大阪市住吉区長居東４丁目２１番９号六島ビ
ル１階

○ どんぐり薬局　住吉店 558-0051 大阪市住吉区東粉浜３丁目１１番６号
○ 天王寺薬局 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町２丁目１番３４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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○ すみれ薬局 551-0003 大阪市大正区千島一丁目１８番８号　１Ｆ

○
ヒノデ薬局大正店

551-0002 大阪市大正区三軒家東６丁目８番１１号真野
ビル１階

○ 此花ダイイチ薬局 554-0013 大阪市此花区梅香三丁目２０番９号
○ 三和薬局 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋二丁目３番３号

○
ほんじょう薬局

531-0074 大阪市北区本庄東２丁目４番９号センチュ
リー本庄１階

○
スギ薬局　西天満店

530-0047 大阪市北区西天満５丁目１６番５号名古屋銀
行大阪支店ビル１階

○ パルス薬局 536-0021 大阪市城東区諏訪一丁目１８番５号

○
つばさ薬局

536-0007 大阪市城東区成育四丁目１９番１６号リーデ
ンス関目１階

○ りずむ薬局鴫野店 536-0013 大阪市城東区鴫野東３丁目５番３０号
○ サポート薬局 547-0004 大阪市平野区加美鞍作３丁目１０番１９号
○ スギ薬局　喜連店 547-0027 大阪市平野区喜連７丁目９番２１号　１階
○ ことり薬局 547-0015 大阪市平野区長吉長原西３丁目３番１４号
○ コクミン薬局　ポートタウンモール店 559-0033 大阪市住之江区南港中２丁目１番１０９号

○
かがや薬局

559-0016 大阪市住之江区西加賀屋二丁目５番２８号プ
ランドール住之江Ⅱ１階

○ ふれあい薬局 532-0024 大阪市淀川区十三本町二丁目４番８号
○ 阪神調剤薬局　新大阪店 532-0003 大阪市淀川区宮原１丁目７番７号

○
ハローファイン薬局　サウス店

542-0067 大阪市中央区松屋町３番２２号メゾンセイル
１Ａ

○
スギ薬局　道頓堀東店

542-0071 大阪市中央区道頓堀１丁目２番１号ＤＯ　Ｂ
ＯＸ１０３号

みなと調剤薬局 552-0014 大阪市港区八幡屋１丁目１０番１４号１階
スギ薬局　御幣島店 555-0012 大阪市西淀川区御幣島２丁目９番９号
オリーブ薬局 543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝二丁目１２番１号
アップルプラス薬局 550-0023 大阪市西区千代崎二丁目２４番１６号　１Ｆ

日本調剤　阿波座薬局
550-0006 大阪市西区江之子島２丁目１番３７号阿波座

ライズタワーズフラッグ４６　２０１

メディケア薬局　帝塚山店
558-0053 大阪市住吉区帝塚山中１丁目１番１３号セレ

ネ帝塚山１階

ファーマシィ薬局花園町
557-0033 大阪市西成区梅南１丁目２番１号近大ビル１

階
ピースマイル薬局　うめきた店 531-0076 大阪市北区大淀中２丁目２番１７号　１階
フタバ薬局　放出店 536-0011 大阪市城東区放出西３丁目１番４号

ローズ薬局
547-0032 大阪市平野区流町４丁目１５番１５号ロイヤ

ルハイツ平野１－Ｃ
なないろ薬局 547-0031 大阪市平野区平野南一丁目１１番６号
ココカラファイン薬局　谷町四丁目駅店 540-0012 大阪市中央区谷町４丁目４番２１号

薬局リリタス
553-0006 大阪市福島区吉野３丁目１３番１９号シティ

リブノダ１Ｆ

ドレミ薬局　針中野店
546-0013 大阪市東住吉区湯里一丁目１３番２号パール

ハイム針中野１階

みんなの薬局
546-0012 大阪市東住吉区中野四丁目１２番１６号アマ

ナ１階
Ｌ．Ｈ．Ｗファーマシー東住吉店 546-0014 大阪市東住吉区鷹合三丁目１６番３０号

ヒトミ薬局　塚本店
555-0022 大阪市西淀川区柏里３丁目１番３８号－１１

６

どんぐり薬局　玉造店
537-0025 大阪市東成区中道３丁目１６番１５号ソレ

アード玉造１Ｆ
保健薬局 537-0012 大阪市東成区大今里４丁目２７番３１号
スギ薬局　九条店 550-0027 大阪市西区九条二丁目７番１５号

スギ薬局　あびこ店
558-0011 大阪市住吉区苅田７丁目１２番３２号あびこ

駅前ビル１階

シティー薬局
554-0024 大阪市此花区島屋６丁目２番９０号リバー

ガーデンシティーさくらの丘Ｄ棟３０４号

イオン薬局東淀川店
533-0014 大阪市東淀川区豊新２丁目１２番３号イオン

スタイル東淀川１階
そうごう薬局　千林店 535-0012 大阪市旭区千林２丁目１３番４号
天野薬局 556-0011 大阪市浪速区難波中三丁目７番１４号
あすか薬局 556-0002 大阪市浪速区恵美須東１丁目６番１３号
そうごう薬局　今福つるみ店 536-0002 大阪市城東区今福東１丁目１３番８号１Ｆ

クオール薬局　関目高殿店
536-0007 大阪市城東区成育５丁目２３番９号関目タウ

ンビル１階
やすらぎ薬局　内代店 534-0013 大阪市都島区内代町一丁目７番１１号
ことり薬局　都島店 534-0021 大阪市都島区都島本通２丁目１６番１０号

瓜破あさひ薬局
547-0024 大阪市平野区瓜破二丁目３番２号ラピス平野

１０２号
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サエラ薬局　平野駅前店
547-0047 大阪市平野区平野元町１０番３８号ヘスティ

ア１０２号

アンサー調剤薬局
532-0024 大阪市淀川区十三本町２丁目２番１６号エス

パシオン十三ビル１階

オリーブ調剤薬局
550-0014 大阪市西区北堀江２丁目１５番８号繁ビル１

階東側店舗
竹内薬局　住吉店 558-0041 大阪市住吉区南住吉三丁目３番２号

ショーエイ堂薬局
533-0031 大阪市東淀川区西淡路４丁目２５番６９号ハ

イツ上新第３西淡路１階
大信薬局　東淀川店 533-0013 大阪市東淀川区豊里４丁目５番２１号
はなぞの薬局 557-0015 大阪市西成区花園南２丁目６番１４号

オレンジ薬局　新梅田店
530-0012 大阪市北区芝田２丁目３番２３号メイプルビ

ル４階

日本調剤　なんば薬局
556-0011 大阪市浪速区難波中２丁目３番３号森川医療

ビル１階

くりの木薬局
556-0014 大阪市浪速区大国１丁目２－２　大国第２ビ

ル１階
コトブキ薬局 536-0023 大阪市城東区東中浜１丁目２番２１号

クローバー薬局
534-0014 大阪市都島区都島北通１丁目３番１９号小山

ビル１階

かえで薬局
547-0011 大阪市平野区長吉出戸７丁目１４番２０号１

階
コクミン薬局　西粉浜店 559-0007 大阪市住之江区粉浜西一丁目１２番３５号

オスカー薬局
559-0024 大阪市住之江区新北島一丁目２番１号オス

カードリーム５階

キリン堂薬局　北浜店
541-0043 大阪市中央区高麗橋２丁目４番２号メディカ

ルモール北浜１階
プラス薬局 553-0003 大阪市福島区福島７丁目９番９号１Ｆ
イキミ薬局港晴南店 552-0023 大阪市港区港晴一丁目１番２４号
そうごう薬局 552-0012 大阪市港区市岡一丁目１５番６号

みとう薬局　あびこ店
558-0014 大阪市住吉区我孫子２丁目６番１９号アビテ

Ⅰ　１階
そうごう薬局　大正店 551-0002 大阪市大正区三軒家東四丁目５番１２号
ウィル薬局 557-0063 大阪市西成区南津守４丁目１番１０４号
中央薬局 536-0005 大阪市城東区中央一丁目８番２０号
サエラ薬局　深江橋店 536-0021 大阪市城東区諏訪二丁目５番１４号
といろ薬局　三国店 532-0033 大阪市淀川区新高３丁目６番１７号　２Ｆ

日本調剤大手前薬局
540-0008 大阪市中央区大手前１丁目５番３３号納税協

会ビル１階

といろ薬局
553-0003 大阪市福島区福島６丁目９番１５号１０１号

室

うしお薬局弁天町
552-0003 大阪市港区磯路１丁目６番１６号西川ビル１

階
プラス薬局 555-0021 大阪市西淀川区歌島一丁目８番１６号
カエデ薬局 537-0022 大阪市東成区中本二丁目７番１５号
ラブリー薬局 558-0055 大阪市住吉区万代６丁目１番６号
ニューロン薬局東淡路店 533-0023 大阪市東淀川区東淡路５丁目１８番１４号

キリン堂薬局　淀川キリスト教病院店
533-0024 大阪市東淀川区柴島１丁目７番７８号１、２

階
マルゼン薬局 534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目９番４号
スギ薬局　都島北通店 534-0014 大阪市都島区都島北通一丁目７番１２号
チェリー薬局　喜連東店 547-0021 大阪市平野区喜連東１丁目８番５０号１階
データ・ボックス薬局 559-0004 大阪市住之江区住之江１丁目４番２４号

磯路薬局
552-0003 大阪市港区磯路三丁目１６番１号　髙瀬磯路

ビル１階
まつだ薬局 546-0044 大阪市東住吉区北田辺四丁目２３番１７号
阪神調剤薬局　大阪西店 550-0022 大阪市西区本田２丁目１番８号１階
ラブリー薬局 533-0014 大阪市東淀川区豊新５丁目３番２号
ほほえみ薬局 557-0052 大阪市西成区潮路２丁目４番３６号
Ｌ．Ｈ．Ｗファーマシー岸里店 557-0055 大阪市西成区千本南一丁目２番３号１階

なにわＭＹ薬局
556-0014 大阪市浪速区大国１丁目９番７号生駒屋ビル

１階
ななつ星薬局 536-0006 大阪市城東区野江１丁目１番１０号
平野共栄薬局 547-0043 大阪市平野区平野東１丁目８番５号
加美薬局 547-0002 大阪市平野区加美東２丁目３番４１号
西加賀屋日本薬局 559-0016 大阪市住之江区西加賀屋一丁目１番５３号
なごみ薬局　心斎橋店 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋１丁目５番１９号

サエラ薬局　法円坂店
540-0013 大阪市中央区内久宝寺町２丁目３番２６号１

階

サポート薬局
556-0002 大阪市浪速区恵美須東三丁目６番１０号　１

Ｆ

※「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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アイセイ薬局　都島店
534-0016 大阪市都島区友渕町二丁目１５番７号Ｍ．

Ｙ．Ｓビル１階

かりん薬局
534-0021 大阪市都島区都島本通３丁目２３番１９号エ

クセレント都島１Ｆ

スカイ薬局
547-0021 大阪市平野区喜連東五丁目１６番２２号　１

階

関西薬局
559-0011 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１１番８号北

加賀屋千島ビル１階

シンバシ薬局　鶴見店
538-0051 大阪市鶴見区諸口６丁目１番１３号クレセン

トハイツ鶴見１Ｆ

サエラ薬局　今里北店
537-0014 大阪市東成区大今里西１丁目１７－２３　１

階

プラザ薬局　寺田町店
543-0044 大阪市天王寺区国分町１９－４寺田町クリ

ニックビル１階

オレンジ薬局　ドーム店
550-0025 大阪市西区九条南１－１２－２０フォレオ大

阪ドームシティ１階
おもいやり薬局　鶴橋店 544-0031 大阪市生野区鶴橋１丁目６番２５号１Ｆ
北巽ＭＹ薬局 544-0004 大阪市生野区巽北２丁目１６番２号１Ｆ

わかば薬局
544-0001 大阪市生野区新今里２丁目７番４号サニーＰ

ａｒｔ２　１Ｆ
サンエイ薬局 557-0011 大阪市西成区天下茶屋東二丁目１５番１３号

ミヤケ薬局　南津守店
557-0063 大阪市西成区南津守４丁目３番１４号ポアー

ル２１　１階

ココカラファイン薬局　ＪＲ大阪駅店
530-0001 大阪市北区梅田３丁目１番１号　ＪＲ大阪駅

構内

パイン薬局　関目高殿店
536-0008 大阪市城東区関目５丁目６番６号関目高殿Ｗ

ＩＬＬビル１階

セレブ薬局
547-0026 大阪市平野区喜連西四丁目７番３３号インペ

リアルカーサ１階
ひまわり薬局 547-0014 大阪市平野区長吉川辺３丁目２番４０号１階
ココカラファイン薬局　喜連瓜破駅前店 547-0024 大阪市平野区瓜破２丁目１番４号
リリー薬局 547-0035 大阪市平野区西脇３丁目５番２号
大和田薬局 555-0032 大阪市西淀川区大和田六丁目４番２２号

あけぼの薬局　昭和町店
545-0021 大阪市阿倍野区阪南町１丁目４６番２８号１

Ｆ

オレンジ薬局　大正店
551-0003 大阪市大正区千島３丁目１４番２３号ベルメ

ゾンイトウ１階

ココカラファイン薬局　グランフロント大阪店
530-0011 大阪市北区大深町３番１号グランフロント大

阪ショップ＆レストラン北館地下１階

キリン堂薬局　ハービスプラザ店
530-0001 大阪市北区梅田２丁目５番２５号梅田阪神第

一ビルディング４階

ユウ薬局　野江店
536-0006 大阪市城東区野江４丁目１番８号　コスモ

テール城北１０２号室
カメイ調剤薬局　内代店 534-0013 大阪市都島区内代町２丁目１２番２号１階
クオール薬局住之江北島店 559-0014 大阪市住之江区北島３丁目４番１８号

マルゼン薬局　三国駅前店
532-0006 大阪市淀川区西三国三丁目３番２３号コスモ

ハイツ三国１０４
ツバサ薬局　十三店 532-0033 大阪市淀川区新高１丁目１１番６号

ウィーズファーマシー　心斎橋薬局
542-0085 大阪市中央区心斎橋筋１丁目８番３号心斎橋

パルコ１０Ｆ

アール薬局
552-0007 大阪市港区弁天２丁目１番８号弁天コーポ１

１３号室
あそか薬局 537-0013 大阪市東成区大今里南１丁目１番２１号１Ｆ
きららみらい薬局 535-0021 大阪市旭区清水１丁目１９番１９号

永田４９７６薬局
536-0022 大阪市城東区永田４丁目１０番９号シャルマ

ン藤田Ⅱ１階Ａ室
キリン堂薬局　喜連西店 547-0026 大阪市平野区喜連西４丁目５番１６号

オリガミ堂薬局
547-0026 大阪市平野区喜連西２丁目１１番２９号ヴィ

ラ中谷１Ｆ

プラザ薬局　帝塚山店
559-0001 大阪市住之江区粉浜１丁目１番３２号帝塚山

クリニックモール２階
キリン薬局 532-0013 大阪市淀川区木川西２丁目６－２
アカカベ薬局　新高店 532-0033 大阪市淀川区新高１丁目１０番５号

そうび薬局塚本店
532-0026 大阪市淀川区塚本２丁目１３番１８号第３マ

ンションローヤル１階Ｂ号室

スギ薬局　新大阪東店
532-0003 大阪市淀川区宮原３丁目５番３６号新大阪ト

ラストタワー１Ｆ
日本調剤　大阪福島薬局 553-0003 大阪市福島区福島４丁目２番７６号１Ｆ
さくら薬局　大阪桑津店 546-0041 大阪市東住吉区桑津二丁目８番２１号
関西薬局 558-0055 大阪市住吉区万代六丁目１８番３号
アールド薬局 544-0011 大阪市生野区田島５丁目２番２１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。 4／14
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濱口薬局
533-0022 大阪市東淀川区菅原三丁目８番６－１０１第

１ダイヤモンドハイムＢ棟
おおきに薬局　生江店 535-0004 大阪市旭区生江１丁目２番１５号

薬局ＭＡＮＹ
530-0044 大阪市北区東天満１丁目１０番１４号ＭＦ南

森町２ビル１Ｆ
ローズ薬局　大国店 556-0012 大阪市浪速区敷津東三丁目１１番１０号

アカカベ薬局　京橋店
534-0024 大阪市都島区東野田町５丁目２番３０号京橋

エイコービル１階

イオン薬局　長吉店
547-0015 大阪市平野区長吉長原西１丁目１番１０号イ

オン長吉店１階
やまき薬局 542-0061 大阪市中央区安堂寺町２丁目６番３号１階

ここいろ薬局　福島店
553-0006 大阪市福島区吉野４丁目２７番１８号久保田

ハイツ１階

薬局ファルシオ　野田店
553-0006 大阪市福島区吉野３丁目２２番１７号野田ロ

イヤルビル１階

リーフ薬局
553-0006 大阪市福島区吉野２丁目１５番１８号阪神レ

ジャービル３番館２Ｆ

ふれあい薬局野田阪神店
553-0007 大阪市福島区大開１丁目１番４号ＴＡＫＵＹ

Ｏ　ＢＬＤ．１階

イキミ薬局　弁天町店
552-0007 大阪市港区弁天四丁目１３番１０号福池マン

ション１Ｆ
廣田漢方堂薬局 552-0007 大阪市港区弁天４丁目５番１号　１階
オレンジ薬局　弁天町店 552-0007 大阪市港区弁天２丁目１番３３号
こうせい薬局 552-0023 大阪市港区港晴２丁目４番５号
進行堂東薬局 546-0021 大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目４番３号
進行堂薬局 546-0021 大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目６番１号
進行堂薬局　鷹合店 546-0014 大阪市東住吉区鷹合二丁目１２番１１号
進行堂西薬局 546-0023 大阪市東住吉区矢田一丁目１９番２２号
進行堂北薬局 546-0021 大阪市東住吉区照ケ丘矢田１丁目８番２１号

ＳＫ薬局
546-0042 大阪市東住吉区西今川４丁目２３番２０号

ヴィーブル中野１Ｆ
ヤナイ保健薬局 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田１丁目２５番７号

さん薬局
546-0011 大阪市東住吉区針中野３丁目１０番１２号１

階
ドクトル薬局　今川店 546-0042 大阪市東住吉区西今川３丁目２５番２号
ミテジマ薬局 555-0012 大阪市西淀川区御幣島四丁目２番１３号
プラス薬局 555-0024 大阪市西淀川区野里１丁目２０番２１号１Ｆ
プラス薬局 555-0001 大阪市西淀川区佃三丁目１８番４号

姫島健民薬局
555-0033 大阪市西淀川区姫島五丁目１５番９号アニ

マート姫島１階１０１号室
クオレ薬局福駅前店 555-0034 大阪市西淀川区福町２丁目３番２４号１階
クオレ薬局千船病院前店 555-0034 大阪市西淀川区福町３丁目２番５０号
むすび薬局大和田店 555-0032 大阪市西淀川区大和田４丁目１１番４号

大阪ハートフル薬局
537-0003 大阪市東成区神路１丁目５番２０号ＦＬＡＴ

３４深江橋１Ｆ

あおば薬局　今里店
537-0013 大阪市東成区大今里南２丁目１０番２号翠久

マンション１階７号
今里コスモス薬局 537-0012 大阪市東成区大今里３丁目１番６号１Ｆ

にじいろ薬局　森ノ宮店
537-0025 大阪市東成区中道１丁目５番２３号ラパン

ジール森ノ宮１Ｆ
オレンジ薬局　深江店 537-0003 大阪市東成区神路３丁目９番２号１階
ひとラボ薬局 537-0021 大阪市東成区東中本２丁目１５番３号
エール薬局 543-0045 大阪市天王寺区寺田町二丁目４番７号

カワカミ薬局
543-0052 大阪市天王寺区大道３丁目１番２３号　ＥＭ

Ａ１階

ピース薬局　玉造店
543-0013 大阪市天王寺区玉造本町１番７号セイワパレ

ス天王寺真田山１階１０２号

パル薬局
550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目２４番２号シーダー

ズマンション１０２号

さくら薬局　大阪南堀江店
550-0015 大阪市西区南堀江４丁目４番２０号アーデン

タワー南堀江１０２号

そらいろ薬局
550-0015 大阪市西区南堀江４丁目１１番８号ジオタ

ワー南堀江１０２号
プラザ薬局　西区新町店 550-0013 大阪市西区新町４－６－２３　２階
スギ薬局　南堀江店 550-0015 大阪市西区南堀江２丁目４番１号１Ｆ

アカラ薬局
550-0003 大阪市西区京町堀２丁目１２番１６号Ｐｌａ

ｓｉｒ京町堀１０１

ななみ薬局　あびこ店
558-0013 大阪市住吉区我孫子東３丁目１番３号サウス

ｉｎ１０１号

バイアル調剤薬局
558-0041 大阪市住吉区南住吉１丁目４番７号メディカ

ルセンター長居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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さくら薬局　長居店 558-0003 大阪市住吉区長居２丁目１２番２号

どんぐり薬局　東粉浜店
558-0051 大阪市住吉区東粉浜３丁目２８番２５号ド

リームコート住吉大社１０４
くるーず薬局　南住吉店 558-0041 大阪市住吉区南住吉２丁目１４番８号
ミドリ薬局 544-0011 大阪市生野区田島一丁目１２番１６号
さくら薬局　大阪巽中店 544-0013 大阪市生野区巽中２丁目２５番４号１Ｆ
ウエルシア薬局　生野巽南店 544-0015 大阪市生野区巽南五丁目７番６号

永和薬局
544-0031 大阪市生野区鶴橋二丁目１６番８号永和薬品

ビル１階
阪神調剤薬局　巽店 544-0014 大阪市生野区巽東１丁目５番２７－１０１号
マリアＰｈａｒｍａｃｙ薬局 544-0001 大阪市生野区新今里６丁目５番５号２階
ロコ薬局 544-0015 大阪市生野区巽南３丁目１５番１２号
サン薬局　近鉄今里店 544-0001 大阪市生野区新今里４丁目３番３号

クローバー薬局
545-0011 大阪市阿倍野区昭和町一丁目１９番２２号昭

和町ハイツ１階

あべの薬局
545-0051 大阪市阿倍野区旭町１丁目１番２７号三洋ビ

ル１Ｆ

みかん在宅調剤薬局
545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目１０番１号あ

べのベルタＢ１　３１

スギ薬局　在宅調剤センター西田辺店
545-0021 大阪市阿倍野区阪南町７丁目９番１０号あべ

の阪南町ビル３階
しらゆり薬局 551-0013 大阪市大正区小林西二丁目２番６号

スギ薬局　千島店
551-0003 大阪市大正区千島三丁目４番２号ＣＯＺＹ

ＣＨＩＳＨＩＭＡ１階
中島薬局 554-0021 大阪市此花区春日出北二丁目７番３号
クオレ薬局 554-0051 大阪市此花区酉島三丁目２２番２８号

さざなみ薬局
554-0021 大阪市此花区春日出北１丁目２５番１１号１

Ｆ

薬局ファルシオ　此花店
554-0012 大阪市此花区西九条４丁目３－３４セントメ

ディックビル２階

ハート薬局　西九条店
554-0012 大阪市此花区西九条４丁目３番３３号浜田ビ

ル１階
スマイル薬局 533-0005 大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番３号
クローバー薬局 533-0002 大阪市東淀川区北江口３丁目７番９号
サニー薬局　菅原店 533-0022 大阪市東淀川区菅原６丁目１８番１０号１階
ペガサス淡路薬局 533-0032 大阪市東淀川区淡路４丁目８番１９号１Ｆ

スティア薬局　菅原店
533-0022 大阪市東淀川区菅原７丁目９番１２号ロイヤ

ルハイツ菅原１階

アビック薬局　淡路駅前店
533-0023 大阪市東淀川区東淡路４丁目３０番２号イー

ズメディテラスⅡ　１階Ａ号室
アイ薬局 533-0007 大阪市東淀川区相川１丁目８番１４号１階
サンライトあかり薬局　上新庄店 533-0011 大阪市東淀川区大桐２丁目７番１６号

アイリード薬局　淡路店
533-0032 大阪市東淀川区淡路２丁目１６番６号シンプ

ルコート１０２

崇禅寺はな薬局
533-0033 大阪市東淀川区東中島２丁目２６番１０号ユ

ウアイビル１階
横田薬局 535-0004 大阪市旭区生江一丁目９番１７号
オーティ薬局 535-0022 大阪市旭区新森二丁目３番８号
そうごう薬局　旭大宮店 535-0002 大阪市旭区大宮五丁目４番２３号
メディケア関目薬局 535-0031 大阪市旭区高殿６丁目３番１５号１階
ファミリー太子薬局 557-0002 大阪市西成区太子一丁目１４番７号
中央薬局 557-0025 大阪市西成区長橋一丁目２番８号

さつき薬局
557-0033 大阪市西成区梅南１丁目２番１４号シャトー

杉本１階

スギ薬局　玉出店
557-0045 大阪市西成区玉出西二丁目４番２８号コヨッ

トビル１階
つるみ橋ＭＹ薬局 557-0031 大阪市西成区鶴見橋１丁目１７番１６号

スギ薬局　岸里店
557-0054 大阪市西成区千本中１丁目１番１号エムズ岸

里ビル　１階

たまでまち薬局
557-0045 大阪市西成区玉出西１丁目８番９号品一ビル

１０２号

ラベンダー薬局
530-0041 大阪市北区天神橋２丁目北１番２１号八千代

ビル東館１階
のぞみ薬局　梅田店 530-0026 大阪市北区神山町２－２造園会館１階

クオール薬局梅田北店
530-0001 大阪市北区梅田１丁目１２番１７号梅田スク

エアビル地下２階
わかば薬局　中津店 531-0071 大阪市北区中津２丁目８番Ｅ棟２Ｆ

ヨネダ薬局　エビス店
556-0003 大阪市浪速区恵美須西一丁目４番３号アメニ

ティーハイツ１階
南山堂薬局　大国店 556-0014 大阪市浪速区大国１丁目１１番２３号１Ｆ

※「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。 6／14
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小泉薬局　桜川店
556-0022 大阪市浪速区桜川三丁目６番３号ベルシモン

ズ桜川１Ｆ
しろくま調剤薬局大国町店 556-0014 大阪市浪速区大国３丁目８番２７号
フロンティア薬局　古市店 536-0001 大阪市城東区古市一丁目２０番２号
スカイ薬局 536-0014 大阪市城東区鴫野西五丁目２２番１０号

ひまわり薬局　今福店
536-0004 大阪市城東区今福西四丁目６番２２号今福西

ハートビル１階
パイン薬局今福店 536-0004 大阪市城東区今福西２丁目１６番１０号

さな薬局
536-0002 大阪市城東区今福東１丁目１２番３号ＴＹビ

ル１階１０２号室

サンライトなかよし薬局　鴫野店
536-0013 大阪市城東区鴫野東１丁目３番８号ハイツ丹

洋１階
鈴木薬局 536-0005 大阪市城東区中央３丁目１番１３号１階
キリン堂薬局　城東今福西店 536-0004 大阪市城東区今福西１丁目１番２８号１階

はなまる薬局　鴫野駅前店
536-0014 大阪市城東区鴫野西５丁目１番２４号ＪＲ鴫

野駅ＮＫビル　２－１

はなまる薬局　野江店
536-0007 大阪市城東区成育２丁目１３番２７号クリ

ニックステーション野江１－Ａ

そうごう薬局　今福店
536-0002 大阪市城東区今福東３丁目５番６号メディカ

ルモール今福１階
薬局マツモトキヨシ　鴫野駅前店 536-0013 大阪市城東区鴫野東３丁目１番２１号
堀川薬局 534-0021 大阪市都島区都島本通三丁目１７番１２号
都島健民薬局 534-0023 大阪市都島区都島南通二丁目８番１２号

スカイ薬局
534-0027 大阪市都島区中野町二丁目１番５号中西ビル

１階
エムケー薬局 534-0011 大阪市都島区高倉町１丁目１２番１３号

西薬局　京橋店
534-0024 大阪市都島区東野田町１丁目１６番１１号サ

ンスリーハイツ京橋１階１０１号室
ソレイユファーマシー都島薬局 534-0021 大阪市都島区都島本通３丁目２４番１０号

フロンティア薬局　京橋店
534-0024 大阪市都島区東野田町５丁目２番２９号京橋

サンパティオビル１階
のぞみ薬局　加美店 547-0002 大阪市平野区加美東四丁目１１番１５号
アスカ薬局 547-0016 大阪市平野区長吉長原三丁目１番２７号

笑顔薬局
547-0034 大阪市平野区背戸口五丁目３番３号コーポひ

らのＣＩＴＹ　１Ｆ

オレンジ薬局　長吉出戸店
547-0011 大阪市平野区長吉出戸５丁目３番６９号セン

チュリーハイツ出戸１０２号
近畿調剤平野本町薬局 547-0044 大阪市平野区平野本町１丁目５番２号　１階
ラビット平野薬局 547-0022 大阪市平野区瓜破東１丁目５番１号１階

あおぞら薬局平野店
547-0034 大阪市平野区背戸口５丁目６番２９号小谷ビ

ル２階ｂ
ドレミ薬局　平野店 547-0044 大阪市平野区平野本町２丁目１０番２２号
ほのか薬局 547-0044 大阪市平野区平野本町４丁目１３番１０号
きずな薬局　平野店 547-0025 大阪市平野区瓜破西２丁目２番３４号

エール薬局
559-0024 大阪市住之江区新北島三丁目８番２１号ア

ネックス六兵衛三番館１０２号
みなと薬局 559-0013 大阪市住之江区御崎５丁目２番４号
あゆみ薬局　住之江店 559-0003 大阪市住之江区安立４丁目９番１号１Ｆ

ウェーブ薬局　住之江店
559-0002 大阪市住之江区浜口東２丁目９番１１号ロイ

ヤルハイツまつい４、１Ｆ

いろどり薬局　北加賀屋店
559-0022 大阪市住之江区緑木１丁目１番３７号松下マ

ンション１Ｆ

２４薬局
559-0011 大阪市住之江区北加賀屋５丁目６番２４号レ

インボー２１　Ａ棟　１階
おくざわ薬局 532-0011 大阪市淀川区西中島三丁目２０番４号
サンドラッグ西三国薬局 532-0006 大阪市淀川区西三国１丁目７番４１号

はな薬局　十三店
532-0028 大阪市淀川区十三元今里２丁目１３番１８号

マンションスイーダ１階

淀川薬局
532-0026 大阪市淀川区塚本２丁目１８番１号イチビル

１階
プラザ薬局　神崎川店 532-0032 大阪市淀川区三津屋北１丁目３６番６号１階
すこやか薬局 532-0036 大阪市淀川区三津屋中１丁目４番３１号
オーティ薬局 532-0033 大阪市淀川区新高六丁目７番１２号

南山堂薬局　新高店
532-0033 大阪市淀川区新高２丁目３番２号新高クリ

ニックセンタービル１Ｆ
にいたか薬局 532-0033 大阪市淀川区新高五丁目４番３１号
薬局マツモトキヨシ　十三東口駅前店 532-0023 大阪市淀川区十三東２丁目８番１１号

オレンジ薬局　十三店
532-0024 大阪市淀川区十三本町１丁目２１番２８号平

野ビル１階
サンライトあかり薬局　新大阪店 532-0011 大阪市淀川区西中島６丁目５番２１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。 7／14
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メディケア薬局十三店
532-0023 大阪市淀川区十三東１丁目７番８号プリマ

ヴェーラ１階Ａ号室

東洋薬局
538-0042 大阪市鶴見区今津中１－６－１０シャトー幸

福１階

ラビット薬局
538-0044 大阪市鶴見区放出東２丁目４番１号アーバン

北田ビル１Ｆ
りーふ薬局 538-0042 大阪市鶴見区今津中三丁目７番１２号
ステラ薬局 538-0052 大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１６号　１階
徳庵調剤薬局 538-0034 大阪市鶴見区徳庵１丁目１番５８号

せいほ薬局
538-0051 大阪市鶴見区諸口２丁目１４番１３号メゾ

ン・ド・プレセアンス１Ｆ
今福鶴見ハートフル薬局 538-0053 大阪市鶴見区鶴見３丁目５番１２号１階
日本調剤　はなてん薬局 538-0044 大阪市鶴見区放出東２丁目２１番１６号

もも薬局
540-0004 大阪市中央区玉造１丁目８番１０号にじ玉造

ビル１Ｆ

ファルコ薬局　大阪中央店
540-0021 大阪市中央区大手通２丁目２番２号ＦＡＬＣ

Ｏ大阪事業所８階

日本調剤　谷町薬局
540-0008 大阪市中央区大手前３丁目１番６９号大阪国

際がんセンター患者交流棟１階

本町薬局
541-0054 大阪市中央区南本町４丁目１番１号ヨドコウ

ビル地下１Ｆ

かえで薬局淀屋橋店
541-0041 大阪市中央区北浜３丁目５番１９号淀屋橋ホ

ワイトビル１０１号

オレンジ薬局　京阪北浜店
541-0041 大阪市中央区北浜１丁目１番３０号リバー

ビュー北浜１階

ほのぼの薬局　上汐店
543-0002 大阪市天王寺区上汐４丁目１番２９号北岡ビ

ル１階
阪神調剤薬局　東貝塚店 597-0033 貝塚市半田１丁目１９－１３
あんず薬局 597-0041 貝塚市清児７８１－１７
関西薬局 597-0104 貝塚市水間２３９番地
ひめまつ薬局 597-0062 貝塚市澤１３４１番２
きぼう薬局　和泉橋本駅前店 597-0054 貝塚市堤５０－１

○ キタバ薬局 582-0021 柏原市国分本町三丁目７番８号
グリーン薬局　法善寺店 582-0019 柏原市平野１丁目１１－１０－１０５
阪神調剤薬局　柏原店 582-0005 柏原市法善寺１丁目７－１１
カタノ薬局 576-0052 交野市私部二丁目１４番９号
あおぞら薬局 576-0053 交野市郡津４丁目３９－１２
キリン堂薬局　交野店 576-0041 交野市私部西１丁目１８－１
交野ファミリー薬局 576-0041 交野市私部西二丁目１の１
エムハート薬局　おりひめ店 576-0052 交野市私部８丁目３－５東明ビル１階

○ セイユー薬局　門真店 571-0023 門真市大字横地６０７－１
ツバサ薬局　古川橋駅前店 571-0030 門真市末広町３８－３１モナリサ１階Ｂ号室
サンプラザ薬局萱島西 571-0061 門真市朝日町１４－１
アカカベ薬局　門真江端店 571-0008 門真市東江端町１０番３６号
末広ダイイチ薬局 571-0030 門真市末広町２１番２４号
ハザマ薬局 571-0048 門真市新橋町１６－１門真ロイヤル１０３
アカカベ薬局　門真大池町店 571-0076 門真市大池町１３－２３
西三荘薬局 571-0057 門真市元町２６番３５号
阪神調剤薬局　門真店 571-0024 門真市大字野口８１５－５
アルカ古川橋薬局 571-0065 門真市垣内町１２－３２古川橋プラザ１０１
シンバシ薬局 571-0048 門真市新橋町３－３－１０１
一番薬局 571-0038 門真市柳田町２３番１号
ピース薬局 571-0072 門真市城垣町２番５号
アイン薬局　門真店 571-0041 門真市柳町１－７
ヘイワドー薬局　本店 571-0030 門真市末広町７－５樋口ビル１Ｆ
ひでよし薬局 571-0074 門真市宮前町１８－５

のぞみ薬局　門真北店
571-0016 門真市島頭４丁目１－１蒼生ビル１Ｆ１０１

号室
アルカ河内長野薬局 586-0022 河内長野市本多町５－２３

○ みらい薬局 596-0822 岸和田市額原町１０４８番地
○ 岡本薬局 596-0044 岸和田市西之内町３９番４３号
○ しろくま薬局 596-0825 岸和田市土生町２丁目１５－４９

ふじ薬局　吉井町店 596-0002 岸和田市吉井町３丁目１４－２０
きぼう薬局　岸和田駅前店 596-0053 岸和田市沼町１番１号　かねげんビル１階
くれよん薬局　岸和田店 596-0821 岸和田市小松里町８１３－５
泉州薬局　磯上店 596-0001 岸和田市磯上町４丁目２２－３４
ウェーブ薬局　磯上店 596-0001 岸和田市磯上町１丁目８番６号
サンライトげんき薬局　春木店 596-0006 岸和田市春木若松町３－３０　１階
ななほし薬局土生店 596-0825 岸和田市土生町６丁目１４－３４
幸生堂薬局 596-0006 岸和田市春木若松町７－３０

※「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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南山堂薬局　新金岡店
591-8021 堺市北区新金岡町５丁１－２南海バス新金岡

ビル１Ｆ
つなぐ薬局 591-8002 堺市北区北花田町３丁２６－６
エブリー薬局 591-8021 堺市北区新金岡町５丁１－１　３Ｆ
レインボー薬局 591-8021 堺市北区新金岡町２丁５－１－１７
スギ薬局　新金岡店 591-8025 堺市北区長曽根町７２０－１

ホーム薬局
591-8034 堺市北区百舌鳥陵南町二丁６２６番地セン

ターコートナカモズビルＣ－１
米田薬局 591-8045 堺市北区南長尾町五丁２－１５
ささら薬局 591-8036 堺市北区百舌鳥本町二丁４４８番地
そうごう薬局　三国ヶ丘店 591-8046 堺市北区東三国ケ丘町五丁５番２号
オアシス薬局 591-8023 堺市北区中百舌鳥町４丁５９１中田ビル１階

はなまる薬局　なかもず店
591-8025 堺市北区長曽根町３０８２－１クリニックス

テーションなかもず１階
そうごう薬局　北花田店 591-8002 堺市北区北花田町３丁１８－１

○ 三共薬局 590-0905 堺市堺区鉄砲町１２
○ チェルシー薬局 590-0951 堺市堺区市之町西３丁１番４３号
○ あずさ薬局 590-0928 堺市堺区北旅籠町西３丁３－１６

山田衛生堂昭和通薬局 590-0825 堺市堺区昭和通四丁６９－６
ウエルシア薬局　堺大町東店 590-0954 堺市堺区大町東３丁１－２６

イオン薬局　イオンスタイル堺鉄砲町
590-0905 堺市堺区鉄砲町１－１イオンスタイル堺鉄砲

町１階
フジ薬局 590-0066 堺市堺区賑町３丁６－１３
泉薬局 590-0011 堺市堺区香ケ丘町一丁１３番２０号
一条薬局 590-0048 堺市堺区一条通１番１号
いわしや薬局 590-0048 堺市堺区一条通９－４０
ウエルシア薬局　堺砂道店 590-0002 堺市堺区砂道町２丁１－９

すずらん薬局
590-0968 堺市堺区南旅篭町西二丁３－２０ホワイト

オーキッド１階
レモン薬局田出井店 590-0015 堺市堺区南田出井町４丁１番３６号
薬局マツモトキヨシ　大仙店 590-0821 堺市堺区大仙西町６丁１８４－３１Ｆ

しずく堂薬局　堺東店
590-0954 堺市堺区大町東４丁１－３０エイジングコー

ト堺東１Ｆ

サン薬局　深井店
599-8273 堺市中区深井清水町３９８５ＨＳ深井ビル３

階Ｂ号室
くるみ薬局 599-8253 堺市中区深阪２－１０－２１
阪神調剤薬局　初芝店 599-8233 堺市中区大野芝町２９３－１
ウエルシア薬局　堺深井中町店 599-8272 堺市中区深井中町１９７１－１
エムケー薬局 599-8273 堺市中区深井清水町３３１８
サンライトげんき薬局　堺店 599-8265 堺市中区八田西町２丁１０番３号

きずな薬局　堺店
599-8236 堺市中区深井沢町３１６０マイネハイマート

深井１階
関西調剤薬局　福田店 599-8241 堺市中区福田５４９番地７
フレンド薬局　福田店 599-8241 堺市中区福田１１００－６７
ほりあげ薬局 599-8262 堺市中区八田北町５３２－１
つなぐ薬局　けな店 599-8266 堺市中区毛穴町２７９－３

深阪矢谷薬局
599-8253 堺市中区深阪５丁３－５１深阪新和ビル１階

１０１号室
ウエルシア薬局　堺津久野店 593-8322 堺市西区津久野町１丁２６－２７
サエラ薬局　上野芝店 593-8301 堺市西区上野芝町２丁３番１８号－１階
ウェーブ薬局　上野芝店 593-8303 堺市西区上野芝向ヶ丘町２丁１５－７８
キリン薬局　堺西店 593-8312 堺市西区草部１４８８－２
いしづ薬局 592-8334 堺市西区浜寺石津町中１丁３－８
くれよん薬局　堺草部店 593-8312 堺市西区草部４１６－６
くるみ薬局 593-8301 堺市西区上野芝町三丁３番２４－１０２号
紀北調剤薬局まんざきひしき店 593-8315 堺市西区菱木１丁２２２９－２
らいふ薬局 593-8311 堺市西区上４６７－８　１階
紀北調剤薬局　つくの店 593-8329 堺市西区下田町２５－３２
きぼう薬局おおとり店 593-8328 堺市西区鳳北町４丁２２１－５

アップル薬局
593-8322 堺市西区津久野町１－２０－７津久野モン

テーノビルディング１０２号室
レモン薬局　鳳駅前店 593-8324 堺市西区鳳東町１丁７平兵衛ビル１Ｆ
さかいＭＹ薬局 593-8322 堺市西区津久野町１丁２０－３

おひさま薬局　鳳店
593-8324 堺市西区鳳東町７丁７３３おおとりウイング

ス２階
○ パートナー大美野薬局 599-8126 堺市東区大美野７３番７号

あおば薬局 599-8114 堺市東区日置荘西町１丁４８－１６
きぼう薬局　北野田店 599-8125 堺市東区西野４４２－５
リリ薬局 599-8124 堺市東区南野田３３０－１

○ ウエルシア薬局　堺原山台店 590-0132 堺市南区原山台五丁１７－１
○ 城山薬局 590-0137 堺市南区城山台２丁２－１１　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。 9／14
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深阪中央薬局 590-0103 堺市南区深阪南２６９０－３
みずほ調剤薬局 590-0117 堺市南区高倉台一丁２番２号
ひなた薬局 590-0114 堺市南区槇塚台一丁１１番３号
薬局白十字　２号店 590-0116 堺市南区若松台２丁２－８

エフケー薬局
590-0138 堺市南区鴨谷台２丁１－３光明池アクトビル

２Ｆ
どんぐり薬局　高倉台店 590-0117 堺市南区高倉台４丁２１－１
エムスタ薬局　北余部店 587-0051 堺市美原区北余部４９１－４

パートナー美原薬局
587-0051 堺市美原区北余部１３３－１パートナービル

３Ｆ
キリン堂薬局　忍ケ丘店 575-0002 四條畷市岡山１丁目２５－５９
ウエルシア薬局四條畷岡山店 575-0002 四條畷市岡山１丁目１２－９

○ さくら薬局　吹田垂水店 564-0062 吹田市垂水町三丁目１９番１３号
○ 榎坂薬局 564-0051 吹田市豊津町９－１ビーロット江坂ビル３階

コスモファーマ薬局千里丘上店 565-0811 吹田市千里丘上８番２３号
クローバー薬局　津雲台店 565-0862 吹田市津雲台４丁目１－１０
マスヤ薬局 564-0053 吹田市江の木町１７番２０－１０５号
ココカラファイン薬局　ＪＲ岸辺駅店 564-0011 吹田市岸部南１－１６－１ＪＲ岸辺駅２階

アイセイハート薬局　吹田ＳＳＴ店
564-0002 吹田市岸部中５丁目１－１オアシスタウン吹

田ＳＳＴ　２０１－１
センス薬局 564-0051 吹田市豊津町４－２３　水上ビル１階
クローバー薬局　高城店 564-0024 吹田市高城町３番２１号
のぞみ薬局　岸部店 564-0002 吹田市岸部中４丁目２５－８
たかはま薬局 564-0026 吹田市高浜町４番６号

大森薬局
564-0073 吹田市山手町二丁目７番３号　田中愛豊津ビ

ル

キリン堂薬局　北大阪店
564-0052 吹田市広芝町９－１８クスリキリン堂江坂店

２階
アップルプラス薬局 564-0036 吹田市寿町１丁目１３－４　１階
健都ＭＹ薬局 564-0011 吹田市岸部南１丁目１７－２６　１階
小町薬局 564-0031 吹田市元町２７－１１
ウエルシア薬局　吹田原町店 564-0004 吹田市原町３丁目１９番１号
関西薬局　グローバルビレッジ津雲台店 565-0862 吹田市津雲台五丁目１１番１－１号
吹田駅前ＭＹ薬局 564-0027 吹田市朝日町５－２９
ハッピー薬局　吹田店 564-0083 吹田市朝日が丘町１４－１０
ユニバーサル薬局　摂津市駅前店 566-0021 摂津市南千里丘５番２３－１０１
千里丘下薬局 566-0001 摂津市千里丘１丁目３－１６早川ハイツ１Ｆ
みしま３丁目薬局 566-0022 摂津市三島３丁目７－２

○ そうごう薬局　泉南新家店 590-0503 泉南市新家２７７５－３
さくら薬局　大阪泉南店 590-0523 泉南市信達岡中９３６－１
キリン堂薬局　熊取店 590-0401 泉南郡熊取町大久保東１丁目３－２

サン薬局　熊取店
590-0403 泉南郡熊取町大久保中１丁目１４－１３スカ

イビュー宝泉１Ｂ号室
ライフみなみ薬局 590-0403 泉南郡熊取町大久保中一丁目２番１号
さくら薬局　大阪淡輪店 599-0301 泉南郡岬町淡輪４６５８－２
そうごう薬局　熊取店 590-0403 泉南郡熊取町大久保中１丁目１０番２８号
くまとり薬局 590-0402 泉南郡熊取町大久保北２丁目２０－８

ドーミョ薬局
590-0403 泉南郡熊取町大久保中２丁目２６－１１化研

ビル１階

ベアーズ調剤薬局
590-0403 泉南郡熊取町大久保中１丁目１６－１８日根

建物第三ビル１階
ベビーベア薬局 595-0801 泉北郡忠岡町高月北２丁目１６－３４

薬ヒグチ薬局　野崎店
574-0016 大東市南津の辺町２３－３９グラシア南津の

辺１階
グリーン薬局　平野屋店 574-0022 大東市平野屋１丁目３－１１
アカカベ薬局　谷川店 574-0074 大東市谷川２丁目１０－５１三宝ビル１階
かるがも薬局　住道東店 574-0032 大東市栄和町７－４
サンドラッグ高石薬局 592-0014 高石市綾園１丁目１－２
とんぼ薬局 592-0013 高石市取石１丁目１４－２８

○ プラザ薬局　ＪＲ高槻店 569-1117 高槻市天神町１丁目１０－１
○ フラワー薬局　高槻店 569-0852 高槻市北柳川町１４－２
○ 日本調剤紺屋町薬局 569-0804 高槻市紺屋町９－１８さつきビル１階
○ エスポアール薬局 569-0064 高槻市庄所町２－９
○ ＡＢＣ薬局　かんまき本店 569-0001 高槻市淀の原町５３－１７

かえで薬局
569-0053 高槻市春日町５番１８号イナリハウスⅢ１０

１号室
こむぎ薬局 569-0844 高槻市柱本５丁目３０－９
スギ薬局　高槻真上店 569-1121 高槻市真上町３丁目１２－１８

ツバメ薬局
569-0082 高槻市明野町１５－３２　フクイハイツ１０

４
ハーブ薬局 569-0053 高槻市春日町１－２６　松岡ビル１Ｆ

※「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。 10／14



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3)

2023年5月17日更新分

北摂調剤柳川町薬局 569-0853 高槻市柳川町１－１７－１０
三進堂薬局 569-0822 高槻市津之江町一丁目６０番８号
薬局マツモトキヨシ　松坂屋高槻店 569-0804 高槻市紺屋町２－１松坂屋高槻店１階
大手前薬局 569-0824 高槻市川添二丁目１１番７号
かえる薬局 569-1133 高槻市川西町１－３１－１２
たんぽぽ下田部薬局 569-0046 高槻市登町１８番１号
たんぽぽ富田薬局 569-0814 高槻市富田町六丁目６番１号
やまぶき薬局 569-0803 高槻市高槻町１４－５金井ビル１Ｆ
サンドラッグ高槻センター街薬局 569-0803 高槻市高槻町１６－２　杉本ビル１階
サンドラッグ阪急富田駅前薬局 569-0814 高槻市富田町１－１３－４

サンテ薬局　摂津富田店
569-1144 高槻市大畑町１３－１イオンフードスタイル

摂津富田店２階

そうごう薬局　西冠店
569-0055 高槻市西冠３丁目２９－７　関西スーパー１

階

さくら薬局　高槻店
569-0025 高槻市藤の里町３－２７ソレイユ藤の里イー

スト１階
ぱんだ薬局 569-1121 高槻市真上町２－１－３１
高槻みんなの薬局 569-0824 高槻市川添２丁目７－３
スギ薬局　在宅調剤センター高槻西冠店 569-0055 高槻市西冠２丁目２－１　２階

ファミリー薬局　高槻駅前店
569-0804 高槻市紺屋町１－１　グリーンプラザたかつ

き１号館５階
ミリオン薬局郡家本町店 569-1131 高槻市郡家本町２５－２０

○ むすび薬局　東豊中店 560-0003 豊中市東豊中町６丁目２３－３０
○ さくら薬局　豊中店 560-0026 豊中市玉井町１丁目１－１エトレ豊中　２階

ページ薬局
560-0032 豊中市螢池東町２－３－６シャンティー今谷

１０１
ウエルシア薬局　イオンタウン豊中庄内店 561-0832 豊中市庄内西町５丁目１－２２　１Ｆ
アオバ薬局 561-0834 豊中市庄内栄町四丁目１４番１１号
アルカ庄内西薬局 561-0832 豊中市庄内西町五丁目１番７７号
アイ薬局　桜塚店 560-0016 豊中市栗ケ丘町９－４１
あけぼの薬局　豊中庄内店 561-0854 豊中市稲津町１丁目５－６
ＯＳファーマシー薬局 561-0832 豊中市庄内西町三丁目６番３号
ティエス蛍池薬局 560-0032 豊中市螢池東町一丁目１２番２７号
アルカ豊中南薬局 561-0836 豊中市庄内宝町二丁目６番２０号

アリス薬局
560-0032 豊中市螢池東町一丁目６番３号　浜徳ビル１

階

エミ薬局
561-0852 豊中市服部本町一丁目６番２１号アルビオン

１０１号
旭ヶ丘プラザ薬局 561-0865 豊中市旭丘１番１３号
春日野薬局　豊中店 561-0827 豊中市大黒町３丁目７－２９
ソレイユファーマシー豊中薬局 561-0833 豊中市庄内幸町３－１７－３
ファーマシーオカムラ薬局　蛍池店 560-0031 豊中市蛍池北町１丁目２－１メゾンＫ１階
調剤薬局　あいらんど 561-0827 豊中市大黒町３－１８－４３

○ スマイリー薬局　高辺台店 584-0072 富田林市高辺台２丁目１５－９
シンフォニー薬局 584-0073 富田林市寺池台１丁目９番６０－１１１号室
アベニュー薬局 584-0032 富田林市常盤町３番１７号リベルテビル１階
スギ薬局　富田林若松店 584-0024 富田林市若松町五丁目２番１１号
ココカラファイン薬局　向陽台店 584-0082 富田林市向陽台１丁目２－７
中嶋薬局 584-0024 富田林市若松町四丁目２番１号

健康堂薬局
584-0071 富田林市藤沢台１－４－１１－１１０藤沢台

中央団地１階
ミナミ薬局 584-0093 富田林市本町１３番６号
高辺台薬局 584-0072 富田林市高辺台２丁目６番２８号

○
あおぞら薬局寝屋川店

572-0844 寝屋川市太秦緑が丘２８－８ロングライフタ
ウン寝屋川公園１階

ウエルシア薬局　寝屋川緑町店 572-0022 寝屋川市緑町４番２０号
竹内薬局　寝屋川店 572-0848 寝屋川市秦町１５－２
ファーマライズ薬局　かやしま店 572-0827 寝屋川市萱島本町２０－４
ぽぷら薬局 572-0848 寝屋川市秦町３番１号
ウエルシア薬局　寝屋川池田新町店 572-0038 寝屋川市池田新町１９番２６号
コーナン薬局 572-0029 寝屋川市寿町４７－３５

あざらし薬局
572-0035 寝屋川市池田旭町２４－４５田中マンション

１０３号室
ルナ薬局　かやしま店 572-0824 寝屋川市萱島東２丁目１１－１１
さくら薬局 572-0042 寝屋川市東大利町９番１１号

阪神調剤薬局　寝屋川店
572-0837 寝屋川市早子町２－２１早子町オオヨドビル

１階１０１号室
サンドラッグ東香里薬局 572-0801 寝屋川市寝屋１丁目４－１
きららみらい薬局 572-0834 寝屋川市昭栄町１１番２８号
かえる薬局 572-0033 寝屋川市池田東町７番７号
おおぞら薬局 572-0062 寝屋川市高柳栄町４－２

※「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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アイン薬局　寝屋川店 572-0039 寝屋川市池田１丁目１４－１２
サンライトげんき薬局　寝屋川店 572-0838 寝屋川市八坂町６－２６

サエラ薬局　寝屋川店
572-0832 寝屋川市本町２５－２１トヨノマンションＤ

館１階
アカカベ薬局　寝屋川池田店 572-0033 寝屋川市池田東町１０番２２号
キリン堂薬局　寝屋川打上店 572-0858 寝屋川市打上元町１２－１３

○
きらら薬局

583-0882 羽曳野市高鷲４丁目５－２シニアハウスラ
ポール１Ｆ

○ すこやか薬局　古市駅前店 583-0853 羽曳野市栄町４－１神谷ビル１階１０１号
ココカラファイン薬局　古市駅前店 583-0853 羽曳野市栄町７－１近鉄プラザ２階
サエラ薬局　古市店 583-0853 羽曳野市栄町２番４号松井ビル１階
オリオン薬局 583-0876 羽曳野市伊賀１１番５号

プラザ薬局　西浦店
583-0861 羽曳野市西浦３－５－１０羽曳野西浦クリ

ニックビル１階
なでしこ調剤薬局 583-0886 羽曳野市南恵我之荘４丁目５－２
大和薬局 583-0861 羽曳野市西浦１－３－６
はびきが丘薬局 583-0864 羽曳野市羽曳が丘４丁目２－４
さくら薬局　阪南桃の木台店 599-0236 阪南市桃の木台８丁目４２３－３０
くれよん薬局　阪南店 599-0203 阪南市黒田３８７－１
あしたば薬局 599-0205 阪南市新町５１－２

○ あき薬局 578-0984 東大阪市菱江一丁目２番３６号
○ ハレル薬局 577-0822 東大阪市源氏ケ丘６番２号
○ 虹薬局 578-0924 東大阪市吉田１丁目９番１１号１０１号

セガミ薬局　長田西店 577-0016 東大阪市長田西六丁目５番４０号
スギ薬局　加納店 578-0901 東大阪市加納８丁目１８番４号
アカカベ薬局　吉田店 578-0911 東大阪市中新開２丁目１３番４０号
カイセイ薬局 577-0016 東大阪市長田西二丁目６番３０号
くさか薬局 579-8003 東大阪市日下町三丁目４番４号

プラザ薬局　瓜生堂店
578-0944 東大阪市若江西新町１丁目２番３号瓜生堂ク

リニックビルＮＯＲＴＨ　１階
サン薬局　河内花園店 578-0931 東大阪市花園東町１丁目１６番８号
ドクトル薬局　衣摺店 577-0827 東大阪市衣摺５丁目１９番３７号
もみじ薬局 578-0934 東大阪市玉串町西一丁目３番３１号
きぼう薬局　八戸ノ里店 577-0034 東大阪市御厨南２丁目１番１２号

ココカラファイン薬局　布施二条通店
577-0841 東大阪市足代１丁目１２番３号東大阪三和東

洋ビル１階

おおきに薬局　東大阪店
577-0806 東大阪市上小阪３丁目１番３号コトブキ園芸

ビル１階

阪神調剤薬局　長瀬店
577-0818 東大阪市小若江２丁目１４番１８号ギャレ近

大前１Ｆ

和光薬局
578-0912 東大阪市角田一丁目７番１２号クレイドゥル

中野１階

すずらん薬局
577-0034 東大阪市御厨南一丁目１番１２号ユニティハ

ウス１階
新石切薬局 579-8013 東大阪市西石切町一丁目１１番２０号
ラグビー薬局 578-0981 東大阪市島之内一丁目７番４６号
リープ薬局　ひらおか店 579-8024 東大阪市南荘町１番５号
あおぞら薬局 578-0903 東大阪市今米二丁目９番２５号
サン薬局　布施店 577-0841 東大阪市足代二丁目１番９号
近畿調剤東大阪加納薬局 578-0901 東大阪市加納１丁目１０番８号
ヘルシー薬局　布施店 577-0056 東大阪市長堂１丁目３番６号
ヘルシー薬局長堂店 577-0056 東大阪市長堂２丁目１５番１１号
オレンジ薬局　布施北店 577-0056 東大阪市長堂３丁目１３番１７号
サン薬局　瓢箪山店 579-8051 東大阪市瓢箪山町７番８号

ココカラファイン薬局　長瀬店
577-0807 東大阪市菱屋西１丁目１９番２４号　ビラ菱

屋西１階

きずな薬局　東大阪店
578-0911 東大阪市中新開２丁目１３番３５号モアライ

フ１０２号

さつき薬局
577-0004 東大阪市稲田新町二丁目２９番１７－１０１

号
かしのき薬局　西堤店 577-0046 東大阪市西堤本通西３丁目４番１５号
アカカベ薬局　足代店 577-0841 東大阪市足代１丁目２１番１１号
阪神調剤薬局　近鉄布施店 577-0056 東大阪市長堂１丁目２番６号
クレイン薬局 577-0037 東大阪市御厨西ノ町１丁目５番１４号

あさひ薬局　六万寺店
579-8055 東大阪市末広町３番４号プレアール末広１０

１号室
ひまわり薬局布施店 577-0841 東大阪市足代２丁目３番６号橋本ビル１階
スギ薬局　長瀬駅前調剤店 577-0837 東大阪市寿町１丁目６番２２号
長田ミルキー薬局 577-0015 東大阪市長田３丁目１番６号

○ 枚方マルゼン薬局 573-1192 枚方市西禁野二丁目４６番６号
○ キリン堂薬局　枚方招提店 573-1124 枚方市養父東町５２－５

※「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。 12／14
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○ 御殿山しろくま薬局 573-1178 枚方市渚西１丁目６－１
サンプラザ調剤薬局 573-1112 枚方市楠葉美咲三丁目２２番４－１０２
山路薬局　枚方店 573-0064 枚方市北中振１丁目２２－１
きららみらい薬局 573-1116 枚方市船橋本町二丁目５２

きららみらい薬局
573-0032 枚方市岡東町１９－１９京阪百貨店枚方店

Ｃ棟内
ウシオ薬局 573-1133 枚方市招提元町一丁目３６番３号
メイプル薬局　津田店 573-0122 枚方市津田東町三丁目２番２７号
サエラ薬局　枚方店 573-1194 枚方市中宮北町１番１５号
日本調剤　津田駅前薬局 573-0125 枚方市津田駅前１丁目２８－１６－１０２
もみじ薬局 573-1124 枚方市養父東町６４－１
コーナン薬局 573-0057 枚方市堤町５－９　１階
キリン堂薬局　津田駅前店 573-0125 枚方市津田駅前１丁目２８番５号

そうごう薬局　長尾店
573-0163 枚方市長尾元町２丁目２２－１ＴＭ－Ⅱビル

１階
かれん薬局 573-0047 枚方市山之上４丁目１－２

パーク薬局
573-0036 枚方市伊加賀北町７－５２　クオーレ枚方公

園１０２
アカカベ薬局　出口店 573-0065 枚方市出口１丁目２－２
ヒムロ薬局 573-0115 枚方市氷室台１－４１－７
牧野ダイイチ薬局 573-1141 枚方市養父西町３２番８号１０３
渚ダイイチ薬局 573-1178 枚方市渚西一丁目１８番１２号
バンビ薬局 573-0047 枚方市山之上四丁目５－２
スマイル薬局　磯島店 573-1187 枚方市磯島元町４番８－１０１号
アシスト薬局　山之上店 573-0047 枚方市山之上二丁目８番１２号
タカラ薬局 573-0053 枚方市伊加賀南町５－４
しろくま薬局 573-0084 枚方市香里ケ丘１２丁目２３－９
メイプル薬局　枚方店 573-0032 枚方市岡東町１４－４８やまぐちビル２Ｆ
だいいち薬局 573-0048 枚方市山之上西町３２－１４
ココ薬局 573-0031 枚方市岡本町１０－３３－１０２

中川薬局　枚方店
573-1197 枚方市禁野本町２丁目７－２５ルチルⅠ　１

０１
サンライトなかよし薬局　東香里店 573-0076 枚方市東香里元町１０－３
サエラ薬局　牧野店 573-1134 枚方市養父丘二丁目１２番２４号

きららみらい薬局
573-1183 枚方市渚南町２６番５号御殿山みらいメディ

カルビル１０２
スマイル薬局　御殿山駅前店 573-1182 枚方市御殿山町５－２　１階
ユーカリ薬局 573-1151 枚方市東牧野町２８－１８
アカカベ薬局　桜丘店 573-0018 枚方市桜丘町２１－１０
スギ薬局　藤井寺駅前店 583-0027 藤井寺市岡２丁目８番４１号ソリヤ１階
ぺんぎん薬局 583-0026 藤井寺市春日丘２丁目１１－１２
みらい薬局 583-0014 藤井寺市野中５丁目４－１８

サカエ薬局
583-0033 藤井寺市小山一丁目１番１号ＥＳＴ・Ｍビル

１階
のぞみ薬局　土師ノ里店 583-0011 藤井寺市沢田三丁目６番５２号
ウェーブ薬局　藤井寺店 583-0021 藤井寺市御舟町３番１号
トンボ薬局 580-0022 松原市河合一丁目１番２６号
オリーブ薬局 580-0021 松原市高見の里４丁目２－１７
アイン薬局　阪南中央病院店 580-0023 松原市南新町３丁目３－２８
松原中央薬局 580-0016 松原市上田七丁目１４番１５号
いちご薬局 580-0014 松原市岡二丁目７番５号
ウエルシア薬局　松原天美東店 580-0032 松原市天美東２丁目１３６－１８

プラザ薬局　天美店
580-0032 松原市天美東２丁目１３５－２松原天美クリ

ニックビル１階
ココカラファイン薬局　河内天美駅前店 580-0032 松原市天美東７丁目９－３

なないろ薬局　松原店
580-0021 松原市高見の里１丁目２－３０ふぁみーゆ松

原中央１階

ミューズ薬局
618-0013 三島郡島本町江川２丁目１６－７シェリール

水無瀬１０３
春日薬局 583-0992 南河内郡太子町大字山田９８番地の５
オリーブ薬局 585-0005 南河内郡河南町大宝１丁目４－２１

○ サンアイ薬局 562-0043 箕面市桜井二丁目５番６号
南山堂　さつき薬局 562-0004 箕面市牧落３丁目３－１６
キリン堂薬局　箕面船場東店 562-0035 箕面市船場東３丁目１１－１３　１０２号
よつば薬局 562-0031 箕面市小野原東三丁目４番１７号
クシロ薬局 562-0046 箕面市桜ケ丘四丁目１９番２９号

○ 三晃薬局 570-0042 守口市寺方錦通三丁目１番１９号
○ アカカベ薬局　守口松下町店 570-0052 守口市松下町１２－５若草第一ビル１階

ウエルシア薬局　守口藤田店 570-0014 守口市藤田町１丁目４１－２０
アカカベ薬局　寺方店 570-0048 守口市寺方本通３丁目１－５
クオール薬局寺方本通店 570-0048 守口市寺方本通１丁目４－３

※「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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あすなろ薬局　大庭店
570-0009 守口市大庭町２丁目１－１１シャネルハイツ

１階
わかたけ薬局 570-0054 守口市大枝西町１５番７号

そらいろ薬局　守口店
570-0096 守口市外島町２－４リバーサイドもりぐち団

地１０２
滝井薬局 570-0075 守口市紅屋町４番１１号
シンバシ薬局　守口駅前店 570-0026 守口市松月町２番１９号　松月ビル１階
サンライトげんき薬局　寺方店 570-0042 守口市寺方錦通１丁目１０－４０
みさき薬局 570-0014 守口市藤田町４丁目４８－２
エルモ薬局 570-0008 守口市八雲北町２丁目１０－６
銀明堂薬局　守口店 570-0037 守口市大枝北町１－２４
ココカラファイン薬局　イズミヤ八尾店 581-0036 八尾市沼１丁目１番地　イズミヤ八尾店１階
カモメ薬局 581-0001 八尾市末広町４－８－１８

メイプル薬局　八尾店
581-0802 八尾市北本町２丁目２番ペントモール八尾３

番街２７号
といろ薬局　曙川店 581-0023 八尾市都塚３－１０１５－２
近畿調剤八尾栄町薬局 581-0074 八尾市栄町１丁目１－１１
サンライト薬局　ウェルビーイング八尾店 581-0802 八尾市北本町１丁目１－３４
のぞみ薬局　久宝寺店 581-0072 八尾市久宝寺一丁目１番１４号
かるがも薬局　八尾店 581-0004 八尾市東本町４丁目３－３３
ココカラファイン薬局　志紀店 581-0025 八尾市天王寺屋七丁目５２番地
オチ薬局 581-0015 八尾市刑部三丁目２５番地

河内薬局
581-0032 八尾市弓削町一丁目３番地大和ビル１階１－

Ｃ号
ゆうゆう薬局 581-0027 八尾市八尾木二丁目８番地
紀北薬局　やお店 581-0072 八尾市久宝寺三丁目１５番３４号
プラザ薬局　青山店 581-0011 八尾市若草町１番３号

さつき薬局　八尾木店
581-0016 八尾市八尾木北３丁目１２４－１ＳＬＩＴ八

尾木１０１
すみれ薬局　八尾店 581-0834 八尾市萱振町１丁目１３番６
八尾まち薬局 581-0085 八尾市安中町９丁目３－１２

※「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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