
第８章　別表

別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧

（令和３年２月１日現在）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 南 南 渡 島 市立函館 日本調剤　杉並薬局 すみれ薬局 みすず調剤薬局

みすず調剤薬局　湯の川店 クローバー薬局 日本調剤本町薬局

みすず調剤薬局　本通店 あおぞら薬局日吉店 スマイル薬局

あおぞら薬局　石川店 さくら薬局　函館中道店 さくら薬局　函館松川店

さくら薬局　函館富岡店
ココカラファイン薬局
函館駒場店

サンセイ川原薬局

サンセイ柏木薬局 サンセイ調剤薬局本店 サンセイ調剤薬局

あおぞら薬局
日吉文教通り店

いちご薬局 五稜郭調剤薬局

東洋薬局　駒場店 アイン薬局　函館元町店 アイン薬局　函館日吉店

アイン薬局　函館湯の川店 アイン薬局　函館富岡店 アイン薬局　函館みなと店

アイン薬局　函館中央店 さくら薬局　函館柏木店 サンセイ中央薬局

湯の川薬局 石川中央薬局 そうごう薬局　函館石川店

すぎなみ調剤薬局 ニック函館センター薬局 有限会社　山口薬局

みなかわ調剤薬局 クリオネ　港町薬局
アサヒ調剤薬局株式会社
昭和支店

南本通薬局 しらかば薬局 さくら薬局　南かやべ店

そうごう薬局　函館駒場店 みすず調剤薬局　宮前店 トート相談薬局

桔梗調剤薬局 あおい薬局　松風店 さくら薬局　函館豊川店

渡 島
アサヒ調剤薬局株式会社
久根別支店

アサヒ調剤薬局株式会社
北斗支店

せせらぎ薬局

わかば薬局 ただ調剤薬局 さくら薬局　森店

日本調剤　松前薬局 さくら薬局　木古内店

南 檜 山 江 差 サンセイつじ薬局 アイン薬局　江差店 江差調剤薬局

株式会社あさひ薬局　江差
店

北 渡 島
檜 山

八 雲 日本調剤　東雲薬局 アイン薬局八雲店 アイン薬局八雲新店

日本調剤　長万部薬局 アイン薬局今金店 さくら薬局　せたな店

道 央 札 幌 札 幌 市

ユウセイ薬局　中央店
日本調剤　南一条調剤薬
局

愛生舘ビル薬局

ナカジマ薬局　医大前店 ナカジマ薬局　宮の森店 パルス薬局桑園店

パルス薬局　札幌中央店 あじさい薬局
日本調剤　医大前調剤薬
局

ユウキ調剤薬局毎日会館店 タワービル調剤薬局 厚生堂調剤薬局

なの花薬局　南９条店 リード調剤薬局 ナカジマ薬局　桑園店

［医療機関名公表基準］

　診療報酬上の在宅患者調剤加算算定薬局

中央区

薬　局
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第８章　別表

（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 央 札 幌 札 幌 市

なの花薬局　医大前店 なの花薬局　宮の森店 クリオネ北一条薬局

なの花薬局　あさひ山店 あしたば薬局南２条店 東邦生命ビル薬局

プラム薬局南１１条店 クリオネ南４条薬局 プラム薬局　中央店

なの花薬局　桑園店 ホーム薬局医大前店 南２１条薬局

さくら薬局　札幌もいわ店 さくら薬局　札幌南１条店 なの花薬局　札幌北３条店

日本調剤　札医大前薬局 日本調剤　北円山薬局 北海道科学大学附属薬局

さくら薬局　札幌南９条店
アルファ調剤薬局　駅前通
り店

ピーナッツ薬局医大前店

かりん調剤薬局 さくら薬局　札幌山鼻南店 メイプル調剤薬局　大通店

メイプル調剤薬局　円山店
ナカジマ薬局　札幌在宅調
剤センター

プラム薬局　配薬調剤セン
ター

Ｍ’ｓ南３条調剤薬局 ナカジマ薬局　西円山店 宮の森よつば薬局

アイン薬局時計台店 アイン薬局札幌中央店 アイン薬局桑園駅前店

クリオネ　桜通り薬局 アイン薬局大通東店 セイル薬局　札幌

コア薬局　豊水店 アイン薬局北３条店 伏見調剤薬局

大通西薬局 クリオネ桑園薬局 ナカジマ薬局　旭ヶ丘店

ハート　メロディ　薬局 アイン薬局大通西店 みらくる薬局　山鼻店

宮の森ホームケア薬局 なの花薬局　札幌南１条店 メトロ調剤薬局　啓明店

Ｎ５タワー薬局 アイン薬局　西１８丁目店 ひばり薬局

なの花薬局　札幌南２２条店 エムズ薬局 アステル薬局　桑園店

日本調剤　麻生薬局 はるにれ薬局 あさみ薬局

はるにれ薬局　屯田店 北日本調剤　北２９条薬局 ファミリー薬局　新川店

ケミスト・イン相談薬局 あしたば薬局　もえぎ店 北区ひまわり薬局

アール薬局　北大前店
みらくる薬局　札幌駅北口
店

サツドラ薬局　篠路店

なの花薬局　札幌新川店 なの花薬局　新琴似６条店
なの花薬局　新琴似１番通
店

なの花薬局　北１１条店 イチミヤ薬局 あおば薬局　屯田店

なの花薬局　篠路店 日本調剤北大前薬局 あしたば薬局北２５条店

あいの里調剤薬局 麻生ポプラ薬局 なの花薬局　北１７条店

なの花薬局　新琴似店 屯田七条薬局 えるむ薬局

新琴似四番通調剤薬局 あしたば薬局北大前店
クローバー薬局　百合が原
店

あおぞら薬局　新川店 ナカジマ薬局　北大前店 新川中央薬局

ききょう調剤薬局
なの花薬局　札幌北１８条
店

アイン薬局麻生店

北区

薬局

中央区
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第８章　別表

（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 央 札 幌 札 幌 市

アイン薬局札幌駅北口店 アイン薬局　新琴似店 なの花薬局　北大前店

わかば薬局 みらくる薬局　新川２条店 だいまる薬局新川店

Ｎ１８調剤薬局 きりはな薬局

日本調剤　北十一条調剤薬
局

日本調剤　北十二条調剤
薬局

のぞみ調剤薬局

ノルデン薬局　栄町店 なの花薬局・開成店 つがやす薬局　苗穂店

イースト調剤薬局 クリオネ北１７条薬局
調剤薬局ツルハドラッグ
元町駅前店

栄町まる薬局 クリオネ北２１条薬局 みどり薬局元町店

光星調剤センター ノルデン薬局北栄店 あおば薬局本町店

アルファ調剤薬局　環状通東
店

みどり薬局　札苗店 聖園調剤薬局　東雁来店

東区ひまわり薬局
保険調剤いちご薬局もえれ
店

新道東薬局

エルフ調剤薬局 リリィ薬局東雁来店 メイプル調剤薬局　栄町店

ナカジマ薬局　北４１条店 アイン薬局北３３条店 アイン薬局北光店

アイン薬局北１２条店 アイン薬局栄町店 アイン薬局東苗穂店

コア薬局　環状通東店 ナカジマ薬局　麻生店 メトロ調剤薬局　新道店

フロンティア薬局東苗穂店
クオール薬局札幌東区役
所前店

アイン薬局北３２条店

調剤薬局ツルハドラッグ本町
店

本通調剤薬局 菊水ひまわり薬局 メトロ調剤薬局

平和通調剤薬局 日本調剤　白石薬局 イチフジ薬局・川北店

フォルテ調剤薬局 カトレア薬局 イチフジ薬局　北郷店

あしたば薬局　東札幌店 なの花薬局　菊水店 なんごう薬局

あおば薬局　平和通店 なの花薬局・東札幌店 あかしあ薬局

日本調剤　北郷薬局 ぺネシア調剤薬局 ただ薬局　菊水元町店

なの花薬局　南郷店 南本通調剤薬局 はるにれ薬局栄通店

さくら薬局　札幌菊水店 日本調剤　菊水三条薬局
有限会社しらかば薬局白石
店

アイランド薬局にれ店 アイランド薬局東札幌店 ソラリス薬局菊水店

アイン薬局白石店 クルミ薬局厚別通店 あさなぎ薬局

日本調剤　菊水四条薬局 ほろか薬局 アイン薬局白石南郷通店

ドラッグセイムス平和通薬局 リジョン薬局 白石メディカル薬局

パシフィック薬局　南郷店 パシフィック薬局　北郷店

東区

白石区

北区

薬局
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第８章　別表

（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 央 札 幌 札 幌 市

日本調剤　中の島薬局
有限会社　西岡メディカル
薬局

アルファ調剤薬局　平岸店

アルファ調剤薬局　南平岸店
株式会社　青野　カンガ
ルー薬局

アルファ調剤薬局

幌南フローラ薬局 美園メディカル薬局 フロンティア薬局中の島店

有限会社　すばる調剤薬局
豊平店

有限会社　しらかば薬局 なの花薬局　豊平店

福住調剤薬局 アップル調剤薬局 サツドラ薬局　中の島店

クリオネ　平岸薬局 なの花薬局　平岸店
西岡メディカル薬局　水源
池通り店

中の島調剤薬局 センター薬局月寒ひがし店
西岡メディカル薬局みなみ
店

さくら薬局　札幌福住店
アルファ調剤薬局　月寒東
店

そうごう薬局　札幌平岸店

ココカラファイン薬局　平岸店 平岸中央薬局 月寒調剤薬局

アルファ調剤薬局　平岸駅前
店

アイン薬局月寒中央店 アイン薬局福住店

アイン薬局豊平店 アイン薬局月寒西店 アイン薬局美園店

時計台薬局　平岸店 みらくる薬局　中の島店
アルファ調剤薬局　美園９
条店

ドーム前調剤薬局 ロイヤル薬局札幌豊平店 クリニカル調剤薬局

なの花薬局　札幌月寒店
ナカジマ薬局　福住在宅調
剤センター

パシフィック薬局　南平岸店

オンライン薬局　西岡店

有限会社　クローバー薬局 日本調剤　澄川調剤薬局 もなみ公園調剤薬局

有限会社　石山中央薬局 アーク調剤薬局　石山店 すみれ保険薬局

フロンティア薬局澄川店 なの花薬局　真駒内店 コープ藤野保険薬局

もいわ調剤薬局
サツドラ薬局　真駒内緑町
店

マリン保険薬局

澄川調剤薬局 スズラン薬局真駒内店
アルファ調剤薬局　中の沢
店

マーレ保険薬局 アイン薬局五輪大橋店 さんこう調剤薬局　藤野店

アイン薬局　南３９条店 南区ひまわり薬局 そよかぜ薬局

第一調剤　あいさつ通り調剤
薬局

第一調剤　もなみ調剤薬局 川沿薬局

イルム薬局　南沢店
フヂヤ薬局イオン札幌藻岩
店

はーぶ薬局

ハマヤ調剤薬局 西区ひまわり薬局 にしの薬局

つがやす薬局　琴似店 調剤薬局　健康いちばん アルファ調剤薬局　発寒店

川端薬局　琴似中央店 なの花薬局　発寒店 なの花薬局　琴似店

株式会社ノースフィーリング
あおば薬局山の手

はなぶさ調剤薬局西野５条
店

安心堂薬局　昭和店

豊平区

南　区

薬局
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第８章　別表

（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 央 札 幌 札 幌 市

保険調剤いちご薬局　琴似
店

みやのさわ薬局 川端薬局　八軒店

ファミリー薬局二十四軒店 株式会社　二十四軒薬局
センター薬局　エルム通り
店

琴似１条薬局 琴似メディカル薬局 山の手調剤薬局

メイプル調剤薬局　宮の沢店 アイン薬局西町店 アイン薬局二十四軒店

アイン薬局発寒店 アイン薬局八軒店 アイン薬局宮の沢店

アイン薬局発寒７条店 こころ調剤薬局 川端薬局　琴似店

アイン薬局札幌山の手店 なの花薬局　札幌北円山店 西札幌中央薬局

在宅ケア薬局 あおぞら薬局ことに

モリモト薬局　新札幌店
北日本調剤　もみじ台中央
調剤薬局

日本調剤　大谷地調剤薬
局

なの花薬局・新札幌店 モリモト薬局　もみじ台南店 なの花薬局　上野幌店

なの花薬局　新札幌駅前店 プラム薬局　大谷地店
ココカラファイン薬局　サン
ピアザ店

パール調剤薬局 サン調剤薬局 ケミカル薬局　大谷地店

オスト薬局もみじ台店 アイン薬局厚別東店 アイン薬局厚別通店

コア薬局　厚別店
アイン薬局　新さっぽろデュ
オ店

なの花薬局　札幌厚別西店

新札幌中央薬局 セントラルファーマシー 日本調剤　大谷地東薬局

リジョン薬局　厚別

パルス薬局　手稲店 パルス薬局　しんせい店
フロンティア薬局　手稲中央
店

ハロー薬局　稲穂店 クリオネあけぼの薬局 富丘調剤薬局

日本調剤稲積公園前薬局 フロンティア薬局曙店 フロンティアていね薬局

たけうち薬局　さくら店 なの花薬局　西宮の沢店 クローバー薬局　手稲店

フロンティア薬局手稲駅前店 なの花薬局　手稲稲穂店 なの花薬局　手稲駅前店

アイン薬局手稲稲積店 アイン薬局手稲本町店 さくら薬局　札幌手稲店

保険調剤　いちご薬局　星置
店

保険調剤　いちご薬局　手
稲前田店

ナカジマ薬局　宮の沢在宅
調剤センター

アルファ調剤薬局　北野店 なの花薬局・清田店 パルス薬局　清田店

なの花薬局・平岡店 アルファ調剤薬局清田通店 なの花薬局　美しが丘店

きたの調剤薬局 美しが丘緑薬局 あしりべつ薬局

クリオネ　美しが丘薬局 なの花薬局　真栄店
ナカジマ薬局　札幌緑愛病
院前店

薬局

西　区

厚別区

手稲区

清田区
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第８章　別表

（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 央 札 幌 札 幌 市

アイン薬局清田店 ナカジマ薬局　ひらおか店 北野薬局

江 別 ナカジマ薬局　野幌店 アクティ調剤薬局 タカシ調剤薬局

ヤジマ薬局　文京台店 ファミリー薬局　江別店 江別市民薬局

三星薬局 野幌よつば調剤薬局 なの花薬局　野幌店

ななくさ薬局 なの花薬局　江別元町店 アルファ調剤薬局大麻店

あじさい調剤薬局 日本調剤江別薬局 のっぽろ駅前薬局

アイン薬局江別店
北海道ファーマライズ　江
別調剤薬局

コスモス薬局

花川南調剤薬局 なの花薬局　花川店 なの花薬局　花川北店

あしたば薬局　石狩店 クオール薬局花川店

千 歳
株式会社　くすりのもりた　栄
町店

スギハラ薬局　しののめ調
剤

なの花薬局千歳北陽店

なの花薬局　千歳店 アイン薬局千歳富丘店 センター薬局向陽台店

株式会社くすりのもりた リードしののめ薬局
ファーマライズ薬局　千歳
北陽店

有限会社　マツシタ調剤薬局
アルファ調剤薬局　恵み野
店

パルス薬局　めぐみの店

なの花薬局　恵庭店 パルス薬局　恵庭店 なの花薬局　恵庭黄金店

アイン薬局恵庭店 アイン薬局恵庭第一店 アイン薬局恵庭駅前店

アルファ調剤薬局　恵庭店 スギハラ薬局　島松店 コスモス保険薬局　大曲店

イチフジ薬局　北広島店 アイランド薬局ほくしん店 北広島東口薬局

なの花薬局　北広島中央店 なの花薬局　北広島美沢店 アイン薬局北広島店

後 志 小 樽 市
株式会社　太誠堂薬局
住ノ江支店

ハロー薬局 なの花薬局　西小樽店

なの花薬局　南小樽店 なの花薬局　東小樽店 なの花薬局　潮見台店

なの花薬局　小樽店 なの花薬局　長橋店 プラス調剤薬局

なの花薬局　まさかえ店 なの花薬局　桜店
ココカラファイン薬局
小樽住ノ江店

ココカラファイン薬局
朝里店

日本調剤　小樽薬局 なの花薬局　小樽築港店

センター薬局　南小樽店 なの花薬局　小樽稲穂店
株式会社丸三　三ツ野薬局
本店

松ヶ枝堂薬局 有限会社錦町調剤薬局 クローバー薬局

メルヘン調剤薬局 アーバン調剤薬局
株式会社おたる中央調剤
薬局

坂の街薬局 なの花薬局　小樽花園店 いなほ薬局

有限会社　くるみ薬局
株式会社スズラン薬局グ
リーンピース薬局

クリオネ住ノ江薬局

倶 知 安 日本調剤　余市薬局 なの花薬局　余市店 スズラン薬局　余市店

ソイック薬局 アイン薬局喜茂別店 ライク調剤薬局倶知安店

薬局

清田区
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第８章　別表

（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 央 後 志 岩 内 日の出薬局
ココカラファイン薬局
岩内店

アイン薬局岩内店

若林調剤薬局

南 空 知 岩 見 沢
株式会社　和商　水島薬局
東町店

パルス薬局　岩見沢店 株式会社　和商　水島薬局

コア薬局　岩見沢中央通店 岩見沢メディカル薬局 いずみ薬局

ハート調剤薬局 さくら薬局岩見沢４条店 なの花薬局８条店

なの花薬局労災前店 なの花薬局南幌みどり野店 アクト調剤薬局

吉井調剤薬局長沼店 ナカジマ薬局　日赤前店 日本調剤　栗山薬局

ココカラファイン薬局　栗山店 なの花薬局栗山店 アイン薬局夕張店

わかやぎ調剤薬局 ナカジマ薬局　美唄店 アイン薬局美唄店

アイン薬局美唄大通店 びばい駅前薬局 なの花薬局美唄店

ナカジマ薬局つきがた店

中 空 知 滝 川 日本調剤　ホリ薬局 そらちぶと調剤薬局 ナカジマ薬局砂川店

なの花薬局砂川店
株式会社　ホリ薬局　啓南
店

ナカジマ薬局　滝川西町店

すみれ調剤薬局 ナカジマ薬局市立病院前店 アイランド薬局　たきかわ店

さくら薬局　滝川店 こぶし調剤薬局 ほんまち薬局

なの花薬局滝川店 センター薬局　滝川店 アイン薬局赤平店

日本調剤　芦別薬局 武藤薬局

北 空 知 深 川 まごころ薬局 なの花薬局深川店

西 胆 振 室 蘭 なの花薬局室蘭宮の森店 パルス薬局　東室蘭店 パルス薬局　知利別店

クリオネ中央薬局 室蘭ひまわり薬局 有限会社ツケダ薬局本店

さくら薬局　室蘭山手店 アイン薬局室蘭店 アイン薬局東室蘭店

アイン薬局白鳥台店 オスト薬局かもめ店
なの花薬局ことぶき公園前
店

なの花薬局御前水店 なの花薬局ことぶき店 なの花薬局港北店

なの花薬局母恋店 なの花薬局新富店 なの花薬局室蘭中央店

室蘭中央薬局 みなと薬局 ひまわり薬局

北海道ファーマライズ東室蘭
薬局

アイン薬局室蘭東町店 有限会社　ホリタ薬局

なの花薬局とんけし店 なの花薬局登別桜木店 たかの調剤薬局

パルス薬局　伊達店 かしま調剤薬局 つばさ薬局

アイン薬局伊達店 なの花薬局伊達梅本店 なの花薬局伊達松ヶ枝店

あいあい薬局 インター薬局 みうら薬局

本町薬局

薬局
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第８章　別表

（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 央 東 胆 振 苫 小 牧 ふじい薬局　花園店 ふじい薬局　柳町店 苫小牧ひまわり薬局

ふじい薬局　沼ノ端店 ふじい薬局　双葉調剤 ふじい薬局　明野調剤

日本調剤　日新薬局 さくらぎ調剤薬局 ふじい薬局沼ノ端北調剤

ふじい薬局旭町店 なの花薬局桜木店 なの花薬局桜木東店

なの花薬局住吉店 なの花薬局糸井店 なの花薬局川沿店

なの花薬局若草店 なの花薬局苫小牧北栄店 なの花薬局苫小牧澄川店

なの花薬局苫小牧双葉店 ポプラ薬局　苫小牧本店 クルミ薬局　若草店

ふじい薬局三光町店 日本調剤三光薬局 ナカジマ薬局　苫小牧店

タカダ薬局 パルス薬局苫小牧店 ふよう調剤薬局

なの花薬局苫小牧三光店 赤いひまわり薬局 ふじい薬局早来大町店

株式会社　ほべつ調剤薬局

日 高 浦 河 よしづ薬局 なの花薬局浦河店 なの花薬局荻伏店

えりも調剤薬局

静 内 株式会社　静内薬局 あさひ薬局
株式会社　中村薬局
みついし調剤

アイン薬局新ひだか店 なの花薬局静内東店 なの花薬局静内高砂店

なの花薬局静内青柳店 なの花薬局静内緑町店 なの花薬局静内みゆき店

コア薬局　静内店 あおば調剤薬局　富川店 あおば薬局　門別店

道 北 上川中部 旭 川 市 株式会社　中央薬局 永山中央薬局 かむい中央薬局

北日本調剤末広調剤薬局 末広みくに調剤薬局
北日本調剤あたご調剤薬
局

日本調剤　旭川二条薬局 はまなす薬局 春光台薬局

旭川中央薬局 旭薬　ナナカマド薬局 日本調剤　旭橋薬局

旭薬みどりがおか薬局 十字街中央薬局 旭川薬局

カブトヤ薬局 旭川医大前調剤薬局 医大前グリーンヒル薬局

センター薬局高台通店 日本調剤　旭川四条薬局 一条調剤薬局

日本調剤春光一条薬局 しろくま調剤薬局
ココカラファイン薬局　旭川
四条店

はな保険薬局 日本調剤　旭川薬局 あしたば薬局　日赤前店

あかね薬局 旭町調剤薬局 マリー薬局

ハーブ調剤薬局 すみれ調剤薬局 ノーブル調剤薬局

ぱれっと調剤薬局 きのえ薬局 といろ薬局

ハート薬局 アイン薬局旭川東店 アイン薬局旭川中央店

アイン薬局旭川曙店 アイン薬局旭川店 アイン薬局豊岡店

薬局
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（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

道 北 上川中部 旭 川 市 アイン薬局旭川八条通店 アイン薬局旭川東鷹栖店 アイン薬局旭川北店

アイン薬局旭川神楽岡店 東光１条薬局
ココカラファイン薬局　東旭
川店

まつもと調剤薬局 なの花薬局豊岡店 なの花薬局永山店

なの花薬局忠和店 なの花薬局東旭川店 さくら薬局　旭川新富店

飛騨調剤薬局 サンビレッジ調剤薬局 リベライン調剤薬局

啓明調剤薬局 恵愛調剤薬局　永山店 イチフジ薬局・旭川店

上 川 ひがしかわ薬局 センター薬局　上川店
ココカラファイン薬局
鷹栖メロディー店

アイン薬局美瑛店 比布調剤薬局

道 北 上川北部 名 寄 名寄調剤薬局
ナカジマ薬局　なよろ市立
病院前店

アイン薬局士別店

ナカジマ薬局　しもかわ店

富 良 野 富 良 野 日本調剤　桂木薬局 日本調剤　ふらの薬局 さくら薬局　富良野店

なの花薬局ふらの店 なの花薬局ネーブル店

留 萌 留 萌 あおぞら薬局 セントラル薬局
北海道ファーマライズ
留萌大町薬局

株式会社大一　寺西薬局 あかね薬局 ハート薬局

唐木屋ファーマシー はぼろ調剤薬局

宗 谷 稚 内 日本調剤　稚内中央薬局 菅原薬局 アイン薬局　稚内店

アイン薬局　稚内栄店 アイン薬局　稚内末広店 ファーマシーサエキ

オホーツ
ク

北 網 北 見 加藤信陽堂 ミント調剤薬局
フィール調剤薬局
夕陽ヶ丘店

桜町調剤薬局 フィール調剤薬局　寿店 クリニクス調剤薬局

ポテト調剤薬局 さくら薬局　北見店 アイン薬局北見店

アイン薬局北見美山店 アイン薬局中央三輪店 なの花薬局北５条店

なの花薬局一条店 なの花薬局大通店 ポテト五条薬局

フィール調剤薬局　愛し野店 アイン薬局常呂町店 きたみ調剤薬局

２条調剤薬局 ひまわり調剤薬局 大通東調剤薬局

サンライズ調剤薬局 さくら薬局北見南仲町店 日本調剤　みわ薬局

中村薬局

網 走 アイン薬局網走桂町店 ナカジマ薬局網走南４条店 あかつき調剤薬局

遠 紋 紋 別 なの花薬局サロマ店 パール薬局　遠軽店 アイン薬局遠軽店

アイン薬局中湧別店 なの花薬局幸町店 なの花薬局紋別北店

なの花薬局興部店

十 勝 十 勝 帯 広 まつもと薬局　南町店 楓薬局　中央店 加藤薬局　南店

薬局
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（別表２４　在宅患者調剤加算算定薬局一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

十 勝 十 勝 帯 広 あじさい薬局
ナカジマ薬局　協会病院前
店

まつもと薬局

イナガミ薬局　大空店 パルス薬局　帯広店 もみの木薬局

まつもと薬局　自由が丘店 日本調剤　帯広薬局 楓薬局西２３条店

楓薬局東４条店 まつもと薬局西６条店 つがやす薬局東４条店

ナカジマ薬局西２３条店 フォー・ユウ調剤薬局 加藤薬局　緑西店

よつば調剤薬局
ナカジマ薬局　はくりんだい
店

まつもと薬局　フロンティア
店

加藤薬局西２１条店 やよい調剤薬局 つがやす薬局東２条店

ナカジマ薬局　啓北店 つがやす薬局西１条店 ナカジマ薬局いなだ店

アイン薬局帯広西店 アイン薬局帯広中央店 とかち西南薬局

アイン薬局帯広西７条店 コトブキ調剤薬局　帯広店 つがやす薬局　池田店

つがやす薬局　幕別店 なの花薬局札内店 しみず中央薬局本通店

ナカジマ薬局　めむろ店 つがやす薬局　芽室店 有限会社　タカダ薬局

上士幌薬局 しほろ調剤薬局 ナカジマ薬局木野東店

とかち木野薬局 公園通り調剤薬局 あおば薬局　音更店

音更まる薬局 有限会社　小林薬局 ナカジマ薬局　足寄店

ナカジマ薬局あしょろ南２条
店

北海道ファーマライズ陸別
薬局

釧 路 ・ 根
室

釧 路 釧 路 星が浦薬局 菅野薬局
株式会社　金安薬局　中園
店

マルク薬局 釧路調剤薬局　春採店 フロンティア薬局　新栄店

日本調剤　新栄薬局 クリオネ新栄薬局 フロンティア薬局　鳥取店

フロンティア薬局　若竹店 斉藤薬局　浪花店 はるか薬局

フロンティア薬局　中園店 日本調剤　中園薬局 クリオネ　中園町薬局

フロンティア薬局　鶴ヶ岱店 フロンティア薬局　幣舞店 日本調剤　釧路薬局

あさひ薬局 まつうら調剤薬局 アイン薬局釧路芦野店

アイン薬局釧路春採店 なの花薬局昭和店 なの花薬局中園店

なの花薬局若竹店 かもめ薬局 くしろ市民薬局

メモリアル薬局 たかはし薬局本店 たかはし薬局はなしのぶ店

たかはし薬局柳町日赤前店 たかはし薬局はるとり店 なの花薬局釧路幸町店

くすりの蔵や むつみ薬局

根 室 根 室
ヤマモトファーマシー
あさひ調剤薬局

中 標 津 川口薬局　本店 川口薬局　西春別支店

合　　　　計 846

薬局
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