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「栃木県内の施設基準の届出受理状況（薬局）」より

№ 在宅医療圏 薬局名称 薬局所在地 電話番号

1 那須 とちぎ薬局佐久山店 大田原市佐久山２０２０番 0287-47-4790

2 那須 ピノキオ薬局大田原中央店 大田原市中央２丁目９番３３号 0287-47-4120

3 那須 ピノキオ薬局美原店 大田原市美原２丁目２８３１－５４ 0287-23-3490

4 那須 ファーコス薬局くろばね 大田原市大豆田４５７－１ 0287-53-0201

5 那須 ピノキオ薬局大田原店 大田原市町島水口前１０－１０ 0287-20-3395

6 那須 日本調剤那須薬局 大田原市中田原１１４１－５ 0287-20-1161

7 那須 日本調剤大田原薬局 大田原市中田原１２８７－２ 0287-20-1331

8 那須 ファーマシー中山那須店 大田原市中田原８６８－１０ 0287-20-1120

9 那須 とちぎ薬局美原店 大田原市美原２丁目３１９７－１８ 0287-48-7679

10 那須 たかばやし薬局 那須塩原市高林字下川原林１２０６－１０ 0287-68-7820

11 那須 ふじ調剤薬局西那須野店 那須塩原市下永田３丁目１１５９－７ 0287-53-7277

12 那須 共創未来黒磯薬局 那須塩原市若葉町６６番１２０ 0287-62-6698

13 那須 中央薬局黒磯店 那須塩原市宮町１－１０ 0287-60-7727

14 那須 共創未来那須塩原薬局 那須塩原市大原間西１－６－６ 0287-65-2323

15 那須 ピノキオファーマシーズ那須塩原店 那須塩原市大黒町４－２２－２ 0287-74-5552

16 那須 クオール薬局西那須野店 那須塩原市西朝日町６－４２ 0287-39-3330

17 那須 ふじ調剤薬局 那須塩原市豊浦９３－２３ 0287-74-2414

18 那須 まさき薬局 那須郡那須町湯本２１２－５７４ 0287-76-8636

19 南那須 ミキ薬局　那須南店 那須烏山市中央３－１－１４ 0287-80-0165

20 南那須 ピノキオ薬局烏山店 那須烏山市中央３－２－１５ 0287-80-0678

21 塩谷 ポニー薬局矢板店 矢板市末広町６４番地５ 0287-40-0501

22 塩谷 レモン薬局氏家店 さくら市氏家２６４５－４ 028-681-1351

23 塩谷 とちの木薬局 さくら市氏家１８１８－５７ 028-681-2488

24 塩谷 さくら薬局栃木氏家店 さくら市櫻野字五行１２９３－２３ 028-681-0100

25 塩谷 株式会社フレンド卯の里調剤薬局 さくら市卯の里１－１７－４ 028-681-7543

26 塩谷 エクセル薬局 塩谷郡塩谷町玉生５７０－７ 0287-45-2585

27 鹿沼 さつき薬局仁神堂店 鹿沼市仁神堂町字小谷津久保５２２－７ 0289-65-5577

28 鹿沼 さつき薬局磯町店 鹿沼市磯町３－１２ 0289-77-7870

29 鹿沼 くらら薬局 鹿沼市上殿町４７２番地７ 0289-77-7391

30 鹿沼 ピノキオファーマシーズ鹿沼久保店 鹿沼市久保町１６１８－７ 0289-77-7771

31 鹿沼 あおぞら薬局 鹿沼市上田町２３３８－２ 0289-77-5167

＜在宅患者調剤加算算定薬局（一定件数の訪問薬剤管理指導を実施している薬局）＞
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32 鹿沼 有限会社つくも薬局 鹿沼市万町９３７番地３ＴＫビル２　　１階 0289-60-1655

33 鹿沼 さつき薬局 鹿沼市千渡１７９４－７ 0289-65-0203

34 鹿沼 つくも薬局西茂呂 鹿沼市西茂呂４丁目４６番地２ 0289-60-7510

35 鹿沼 ピノキオ薬局鹿沼南店 鹿沼市茂呂２２６５－１ 0289-60-2157

36 鹿沼 とちぎ薬局鹿沼中央店 鹿沼市上材木町１７２５－３ 0289-60-2620

37 鹿沼 さつき薬局貝島店 鹿沼市貝島町５００６－３ 0289-74-5580

38 日光 フタバ快生堂薬局 日光市鬼怒川温泉大原１３９６－１１ 0288-77-1355

39 日光 コスモファーマ薬局今市店 日光市荊沢５９９－１３４ 0288-30-5080

40 日光 アイン薬局鬼怒川店 日光市高徳６３８－１ 0288-70-1022

41 日光 鬼怒川調剤センターたかとく薬局 日光市高徳１４０６－４ 0288-70-3050

42 日光 きすげ薬局 日光市石屋町２－６ 0288-53-5321

43 日光 りんご薬局 日光市木和田島３０４１－１ 0288-26-9389

44 日光 そうごう薬局今市店 日光市今市３７９番地１６ 0288-30-3931

45 日光 とちぎ薬局今市店 日光市今市３７９－１８ 0288-30-1181

46 日光 いちご薬局 日光市今市３８２－３ 0288-25-3655

47 日光 すぎなみ薬局 日光市荊沢６００－３５ 0288-30-3256

48 日光 アルファーム薬局並木店 日光市並木町１－１４ 0288-30-3355

49 宇都宮 さくらんぼ薬局 宇都宮市元今泉６－６－４アミューズＮＡＫＡＨＡＲＡ　Ａ棟１０３号室 028-613-0701

50 宇都宮 シルキー薬局 宇都宮市下小倉町２２１９番７ 028-688-0531

51 宇都宮 宇都宮中央薬局 宇都宮市屋板町字赤沢５６２番６ 028-688-7120

52 宇都宮 中央薬局今泉店 宇都宮市今泉３丁目１０番１０号 028-627-0777

53 宇都宮 カケル薬局 宇都宮市西原町５５８番地２０ 028-680-5511

54 宇都宮 アイン薬局岡本店 宇都宮市中岡本町３７１０－８０ 028-671-2552

55 宇都宮 みどり調剤薬局 宇都宮市御幸ケ原町７５－３ 028-664-1421

56 宇都宮 フクシ宇都宮薬局 宇都宮市駅前通り１丁目１番９号駅前通り第一ビル１Ｆ 028-616-3335

57 宇都宮 メープル薬局下栗店 宇都宮市下栗町２２８１番地７ 028-612-7287

58 宇都宮 リリー薬局 宇都宮市東原町１０番６号 028-684-2870

59 宇都宮 ピノキオ薬局上戸祭店 宇都宮市上戸祭町６６９番地３ 028-615-7508

60 宇都宮 フレンド薬局風ノ宮 宇都宮市錦１丁目５６５番地６ 028-666-8082

61 宇都宮 ピノキオ薬局今泉店 宇都宮市中今泉５丁目２９番１３号 028-678-2818

62 宇都宮 ピノキオ薬局駅東店 宇都宮市元今泉７丁目１９番１号クリニックステーションビル１階 028-613-3066
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63 宇都宮 ピノキオ薬局大寛店 宇都宮市大寛２丁目５番６号 028-634-0430

64 宇都宮 中央薬局　鶴田北店 宇都宮市鶴田町１５０３－２ 028-649-1000

65 宇都宮 東邦薬局　宇都宮野沢店 宇都宮市野沢町４５番地１ 028-665-3421

66 宇都宮 ピノキオファーマシーズ宇都宮西店 宇都宮市下荒針町３６１３番地１ 028-649-3230

67 宇都宮 のぞみ薬局 宇都宮市平松本町１１３８番地１０ 028-651-3315

68 宇都宮 セントラル薬局 宇都宮市西１丁目１番９号 028-651-0350

69 宇都宮 ピノキオファーマシーズ桜店 宇都宮市桜２丁目５番４０号 028-612-2782

70 宇都宮 ピノキオファーマシーズ雀の宮店 宇都宮市雀の宮４丁目４番７号 028-666-0467

71 宇都宮 セイムス　ケヤキ薬局 宇都宮市駒生町３３６７番地１７６ 028-623-5567

72 宇都宮 さくら薬局 宇都宮市宿郷３丁目２０番１２号 028-666-4451

73 宇都宮 ピノキオ薬局　花園店 宇都宮市花園町１７番１２号ヒロビル１階 028-688-7381

74 宇都宮 オリオン薬局 宇都宮市平出町４００番地７ 028-664-2336

75 宇都宮 ピノキオ薬局　鶴田店 宇都宮市鶴田町１２９５番地３ 028-678-4871

76 宇都宮 晴れたす薬局一条店 宇都宮市一条４丁目４番３５号コーポ横山Ｂ１０２ 028-688-7782

77 宇都宮 薬樹薬局　鶴田 宇都宮市鶴田町７２０番地１ 028-649-3265

78 宇都宮 カケル薬局大谷店 宇都宮市大谷町１３０７番地８ 028-666-8787

79 宇都宮 ほほえみ薬局 宇都宮市屋板町５７８番地６４２ 028-666-5706

80 宇都宮 ピノキオ薬局ゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜６丁目２－３０ 028-688-7820

81 宇都宮 さつき薬局　河内店 宇都宮市中岡本町４６６番地４ 028-671-1260

82 宇都宮 エムハート薬局　みね店 宇都宮市峰１－２９－１９ 028-651-3696

83 宇都宮 エムハート薬局　つるた店 宇都宮市鶴田２－６－８ 028-649-0120

84 宇都宮 エムハート薬局　えそしま店 宇都宮市江曽島２－９－１９ 028-684-1910

85 宇都宮 エムハート薬局　かいどう店 宇都宮市海道町１５３－９ 028-683-3003

86 宇都宮 フレンド薬局 宇都宮市末広２－１－２２ 028-653-6904

87 宇都宮 あい薬局 宇都宮市中央１－３－８ 028-651-2333

88 宇都宮 とちぎ薬局本店 宇都宮市中戸祭１－７－２ 028-650-6086

89 宇都宮 中央薬局 宇都宮市南高砂町１１番２１号 028-655-2770

90 宇都宮 ハーモニー薬局柳田店 宇都宮市柳田町１２８６－４ 028-683-3808

91 宇都宮 ピノキオ薬局峰店 宇都宮市峰１－１－３２ 028-614-1290

92 宇都宮 ハーモニー薬局西小学校前店 宇都宮市西１－１－２５スカールＦＵＪＩ１０１ 028-639-5377

93 宇都宮 ハーモニー薬局北一の沢店 宇都宮市北一の沢町４－１０ジュネス・ガーデン１０５ 028-621-7717
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94 宇都宮 サンリツ薬局大和店 宇都宮市大和２－１－２６ 028-615-1033

95 宇都宮 やなぜ調剤薬局 宇都宮市城東２丁目１３番２号 028-614-6263

96 宇都宮 そうごう薬局宇都宮店 宇都宮市中戸祭１丁目８番２１号 028-624-5609

97 宇都宮 ライム薬局 宇都宮市簗瀬町２５６１番地７ 028-610-7655

98 宇都宮 フレンド薬局星ノ宮 宇都宮市屋板町１０８４－４ 028-656-0356

99 宇都宮 ピノキオ薬局陽南店 宇都宮市陽南３－１１－４０ 028-684-0864

100 宇都宮 ピノキオ薬局プラザ店 宇都宮市竹林町９７３－３ 028-600-7657

101 宇都宮 中央薬局鶴田店 宇都宮市鶴田町１４８３－１ 028-649-0533

102 宇都宮 カロン薬局 宇都宮市御幸本町４７３２－３９ 028-613-2131

103 宇都宮 くるみ薬局 宇都宮市南高砂町８－３８ 028-653-7133

104 宇都宮 とちぎ薬局瑞穂野店 宇都宮市瑞穂２丁目１４－１６ 028-657-6588

105 宇都宮 日本調剤宇都宮薬局 宇都宮市竹林町９６７－３ 028-650-4575

106 宇都宮 ホーム薬局 宇都宮市宿郷１丁目１５－９細井ビル１Ｆ 028-614-8283

107 宇都宮 レインボー薬局宝木店 宇都宮市宝木町二丁目１０１７－８ 028-650-5444

108 宇都宮 わかば薬局 宇都宮市岩曽町１０８７－２ 028-613-3386

109 宇都宮 ふくろう薬局 宇都宮市伝馬町４番３２号大造ビル１階 028-611-3201

110 宇都宮 ミルキー薬局 宇都宮市相野沢町９８－１２ 028-672-7201

111 宇都宮 ハーモニー薬局 宇都宮市西３丁目１番１１号 028-610-0153

112 宇都宮 中央薬局東峰店 宇都宮市東峰町３４４１－１５８ 028-663-8777

113 宇都宮 レインボー薬局ふたば店 宇都宮市双葉１－１３－５８ 028-666-5451

114 宇都宮 アポロン薬局 宇都宮市インターパーク三丁目６－９ 028-688-1133

115 宇都宮 そうごう薬局宇都宮中央店 宇都宮市二番町１－９ 028-651-5751

116 宇都宮 そうごう薬局宇都宮南店 宇都宮市雀の宮５丁目１番７号 028-688-3411

117 宇都宮 宇都宮駅東調剤薬局 宇都宮市元今泉１丁目８番１号 028-678-3085

118 宇都宮 さくら薬局豊郷台店 宇都宮市豊郷台２－２２－１ 028-600-3377

119 宇都宮 さくら薬局鶴田店 宇都宮市鶴田１丁目１８番１２号 028-649-0530

120 宇都宮 さくら薬局宇都宮店 宇都宮市末広１丁目２－１７ 028-688-1310

121 宇都宮 プラザ薬局関堀町店 宇都宮市関堀町７６７－３ 028-600-1144

122 宇都宮 とちぎ薬局宝木店 宇都宮市宝木町１－２５８９－２１ 028-680-4160

123 宇都宮 こばと薬局 宇都宮市松が峰２丁目４番３号 028-680-5823

124 宇都宮 有限会社ミドリ薬局 宇都宮市西川田５丁目１１番１号 028-658-1178
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125 宇都宮 プラザ薬局国本店 宇都宮市新里町１６０８番地１０９ 028-612-3780

126 宇都宮 きぬばし薬局 宇都宮市石井町２３３８番地１ 028-612-6490

127 宇都宮 ファーコス薬局くじら 宇都宮市松原２丁目７番２５号 028-600-5751

128 宇都宮 ゆず薬局 宇都宮市中里町３２３番地３ 028-680-7377

129 宇都宮 フレンド飛山調剤薬局 宇都宮市竹下町４３５番地３４６ 028-612-8251

130 宇都宮 セイムスおかもと薬局 宇都宮市下岡本町４０７４－２ 028-673-8220

131 芳賀 くまさん薬局 真岡市熊倉三丁目１６番１５ 0285-81-3215

132 芳賀 クオール薬局荒町店 真岡市荒町３－４６－１０ 0285-80-5100

133 芳賀 クオール薬局はやぶさ店 真岡市並木町３－１０－２ 0285-80-8180

134 芳賀 ひばり調剤薬局 真岡市中郷２８０ 0285-84-8593

135 芳賀 コスモ薬局真岡店 真岡市熊倉町９３１ 0285-85-8060

136 芳賀 ココカラファイン薬局芳賀日赤病院前店 真岡市中郷・萩田土地区画整理事業地内１１街区１号　　　　 0285-83-6051

137 芳賀 日本調剤真岡薬局 真岡市中郷２８１（真岡市中郷・萩田土地区画整理事業地内７街区６号） 0285-80-8281

138 芳賀 オハナ薬局 真岡市亀山３２３－３ 0285-80-1100

139 芳賀 アイン薬局　真岡店 真岡市亀山１丁目３１－３ 0285-80-5411

140 芳賀 エムハート薬局もおか店 真岡市下高間木１－１３－７ 0285-80-3031

141 芳賀 ピノキオ薬局真岡西店 真岡市長田５丁目８番地１０ 0285-85-0780

142 芳賀 あさひ薬局 真岡市上高間木２－２５－８ 0285-80-2008

143 芳賀 中央薬局真岡店 真岡市大谷新町１３－９ 0285-81-1088

144 芳賀 中央薬局寺内店 真岡市寺内１３８３－１３ 0285-85-0002

145 芳賀 プラザ薬局真岡店 真岡市下高間木１－１３－８ 0285-84-0970

146 芳賀 なでしこ薬局 真岡市熊倉３丁目１２－１８ 0285-80-8855

147 芳賀 すみれ薬局 真岡市長沼７４３－５ 0285-73-1510

148 芳賀 にのみや薬局 真岡市久下田７１２－１１ 0285-73-2800

149 芳賀 ハート薬局 真岡市高田字北原１５７７－８ 0285-75-8888

150 芳賀 中央薬局ましこ店 芳賀郡益子町大字益子１７４８－２ 0285-70-1321

151 芳賀 ピノキオファーマシーズ市貝赤羽店 芳賀郡市貝町赤羽２６５８－２２ 0285-81-7505

152 芳賀 わかば薬局茂木店 芳賀郡茂木町茂木１１７２番地１ 0285-81-5621

153 栃木 みずしろ調剤薬局 栃木市大平町西水代１８３４－１ 0282-43-0102

154 栃木 コスモ薬局大平南店 栃木市大平町新１４７１－４ 0282-45-2022

155 栃木 ウエルシア薬局栃木日の出町店 栃木市日ノ出町５番１４号 0282-20-3911
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156 栃木 大沢調剤薬局神田町店 栃木市神田町２１－１７ 0282-25-7508

157 栃木 ふきあげ薬局 栃木市吹上町１６４２番２１ 0282-21-8348

158 栃木 さくら薬局栃木日ノ出店 栃木市日ノ出町６－６ 0282-24-7782

159 栃木 日本調剤しもつが薬局 栃木市大平町牛久４７１－１ 0282-20-8005

160 栃木 大沢調剤薬局駅南店 栃木市沼和田町１０－１５ 0282-20-0100

161 栃木 祝町薬局 栃木市祝町４－３０ 0282-20-2000

162 栃木 しもつが薬局　大平町店 栃木市大平町川連４１９－９ 0282-28-6355

163 栃木 カケル薬局大平店 栃木市大平町富田５２１０－６ 0282-21-7523

164 栃木 ことのは薬局 栃木市都賀町合戦場２１２－６ 0282-29-1660

165 栃木 エムハート薬局　いわふね店 栃木市岩舟町静５１３４－７ 0282-54-3135

166 栃木 大沢調剤薬局片柳店 栃木市片柳町１－６－３５ 0282-22-7788

167 栃木 大沢調剤薬局薗部店 栃木市薗部町１－１－４ 0282-25-0050

168 栃木 大沢調剤薬局西支店 栃木市片柳町１－３－５ 0282-25-2424

169 栃木 大沢調剤薬局万町店 栃木市万町１８－１ 0282-25-3222

170 栃木 ひまわり薬局 栃木市大森町４４４－７ 0282-30-1088

171 栃木 アップル薬局はこのもり店 栃木市箱森町５３－３０ 0282-20-7363

172 栃木 大沢調剤薬局日ノ出町店 栃木市日ノ出町９－１０ 0282-23-5538

173 栃木 大沢調剤薬局本町店 栃木市本町１６－６ 0282-20-1303

174 栃木 ウイン調剤城内町薬局 栃木市城内町２－２５－２３ 0282-20-1311

175 栃木 しらかば薬局 栃木市錦町７－４８ 0282-20-8282

176 栃木 ワイアンドワイ薬局栃木店 栃木市大町２２－６０ 0282-24-9996

177 栃木 コスモ薬局 栃木市川原田町１９９－７ 0282-25-2277

178 栃木 ワイアンドワイ薬局栃木南店 栃木市樋ノ口町３９６番１７号 0282-24-0657

179 栃木 あゆみ薬局 栃木市今泉町１－５－１１ 0282-27-0157

180 栃木 大沢調剤薬局大平店 栃木市大平町新１５４０－１８３ 0282-45-1900

181 栃木 コスモ薬局大平店 栃木市大平町富田５番地２２７ 0282-45-1361

182 栃木 ファーコス薬局片柳 栃木市片柳町４丁目１５番２９号 0282-23-6818

183 栃木 ワイアンドワイ薬局神田町店 栃木市神田町字神田７７９－３４ 0282-25-6636

184 栃木 そうごう薬局栃木店 栃木市大宮町字中古洞５１－４ 0282-29-6251

185 栃木 大町調剤薬局 栃木市大町２７番２４号 0282-25-0710

186 栃木 有限会社ふれあい薬局 栃木市西方町金崎３０４－６ 0282-91-1125
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187 栃木 なかよし薬局 栃木市西方町金崎２７３－３ 0282-91-1510

188 栃木 エイケン調剤薬局 栃木市岩舟町静５５０－７ 0282-55-6996

189 栃木 ひばり薬局藤岡店 栃木市藤岡町藤岡字羽黒５００６ 0282-61-2011

190 栃木 中央薬局岩舟店 栃木市岩舟町小野寺２５７４－１０ 0282-57-1222

191 栃木 共創未来岩舟薬局 栃木市岩舟町和泉１４５７－６ 0282-54-3270

192 栃木 コスモス薬局 栃木市岩舟町古江８３６－５ 0282-55-6777

193 栃木 めぐみ薬局横堀店 栃木市大平町横堀字西８５０番地１ 0282-20-0905

194 栃木 みぶ薬局 下都賀郡壬生町中央町１０－１２ 0282-25-6588

195 栃木 わかば薬局壬生店 下都賀郡壬生町大師町３８－３ 0282-28-6250

196 栃木 アイン薬局　獨協医大店 下都賀郡壬生町大字北小林８８０ 0282-25-5461

197 栃木 あすか薬局 下都賀郡壬生町幸町２－１１－３ 0282-85-1361

198 栃木 ワイアンドワイ薬局 下都賀郡壬生町大字福和田１００３－７ 0282-82-9820

199 栃木 さくら薬局壬生店 下都賀郡壬生町通町７－１ 0282-81-0335

200 栃木 中央薬局壬生店 下都賀郡壬生町駅東町５番４号 0282-21-7712

201 小山 共創未来小山薬局 小山市八幡町２－７－１５ 0285-22-1171

202 小山 ピノキオ薬局小山店 小山市神鳥谷２２５１番８ 0285-37-9106

203 小山 ウイン調剤薬局小山城南店 小山市雨ケ谷町４０番３ 0285-31-0160

204 小山 あかり薬局 小山市出井１９３５番地１１ 0285-39-7500

205 小山 マロニエ薬局 小山市中久喜１６１５－１ 0285-20-0804

206 小山 そうごう薬局ロブレ小山店 小山市中央町三丁目７番１号ロブレ７階 0285-39-7851

207 小山 ＳＦＣ薬局東城南店 小山市東城南５－６－２８ 0285-31-0787

208 小山 クオール薬局小山ひがし店 小山市駅東通り１－３１－１６柏コーポ１０６号 0285-30-2717

209 小山 ファミリア薬局 小山市大字粟宮４９９－２２ 0285-38-7682

210 小山 ピノキオ薬局城山店 小山市城山町２丁目９番２３号アトラスタワー小山城山町１０１ 0285-30-5434

211 小山 きりん薬局　小山桜通り店 小山市中久喜４－１－１８ 0285-20-5253

212 小山 きりん薬局　小山駅南店 小山市駅南町１－１５－５ 0285-31-3751

213 小山 おやまドライブスルー薬局 小山市駅東通り２－３０－５山東ビルⅡ１Ｆ 080-8156-2060

214 小山 パンダ薬局 小山市駅南町２－１８－３ウェルストンⅡ１０１号室 0285-38-6064

215 小山 フレンド羽川薬局 小山市大字羽川５２４－２ 0285-23-2240

216 小山 株式会社フレンド　南部調剤薬局 小山市西城南２－１８－１０ 0285-28-6881

217 小山 あすなろ薬局 小山市間々田１６－２ 0285-45-1101
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218 小山 めぐみ薬局卒島店 小山市卒島１０５－２ 0285-37-2300

219 小山 イオン薬局小山店 小山市中久喜１４６７－１ 0285-30-3448

220 小山 中央薬局小山城北店 小山市城北６丁目３１番２ 0285-25-8008

221 小山 いずみ薬局 下野市小金井２９７７番２ 0285-35-1037

222 小山 フレンド薬局自治医大駅前店 下野市医大前３－２－１８ 0285-39-7601

223 小山 株式会社フレンドグリーンタウン調剤薬局 0285-44-0938

224 小山 さくら薬局下野下古山店 下野市下古山８８番地９ 0285-53-0180

225 小山 とちぎ薬局石橋店 下野市石橋９６４－１ 0285-38-8564

226 小山 石橋調剤薬局 下野市石橋９６６－１ 0285-52-0874

227 小山 クオール薬局石橋店 下野市石橋８１２－２ 0285-51-1212

228 小山 薬局くすりのひろば 下野市薬師寺２８６６－５ 0285-39-7884

229 小山 エムハート薬局　いしばし店 下野市石橋８３８－３ 0285-51-1811

230 小山 中央薬局国分寺店 下野市小金井７７６－１ 0285-40-8002

231 小山 フレンド調剤自治医大東店 下野市薬師寺３１７１－２６ 0285-40-1147

232 小山 さくら薬局小金井店 下野市駅東６－１－３ 0285-40-1312

233 小山 さくら薬局自治医大前店 下野市医大前３－１２－１ 0285-44-2511

234 小山 アイン薬局自治医大店 下野市祇園２丁目３６－１ 0285-40-1280

235 小山 フレンド薬局小金井店 下野市小金井五丁目２６番地４ 0285-40-5177

236 小山 株式会社フレンド　薬師寺調剤薬局 下野市祇園１－１０－５ 0285-44-8899

237 小山 アップル薬局 下野市祇園２－３－３ 0285-44-5711

238 小山 ピノキオ薬局自治店 下野市祇園１－１３－２ 0285-40-1156

239 小山 ふたば薬局 下野市祇園２－１４－３ 0285-40-1481

240 小山 わかば薬局石橋店 下野市文教３－１０－３ 0285-52-1491

241 小山 さかえ薬局 下野市石橋５４５－１ 0285-51-1301

242 小山 チューリップ薬局 河内郡上三川町大字大山字上ノ原４６８－１ 0285-51-1070

243 小山 サン薬局上三川店 河内郡上三川町しらさぎ１－４３－２第二高橋ハイツ１１１ 0285-55-1030

244 小山 みのり薬局 河内郡上三川町しらさぎ２－２５－７ 0285-37-6737

245 小山 株式会社フレンド本郷台調剤薬局 河内郡上三川町大字西汗１７０１番４５ 0285-55-1371

246 小山 ひまわり調剤薬局 下都賀郡野木町友沼５３２０－４ 0280-54-1211

247 小山 ファーコス薬局のぎ 下都賀郡野木町丸林４２０番６ 0280-54-4141

248 足利 アイリス調剤薬局 足利市本城１－１４９５－８ 0284-40-1558
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249 足利 共創未来やまべ薬局 足利市堀込町２８５６－１ 0284-70-1293

250 足利 スミレ薬局 足利市鵤木町６－１ 0284-64-8888

251 足利 日本調剤足利日赤前薬局 足利市五十部町２８４－１３ 0284-20-1888

252 足利 鹿島中央薬局 足利市鹿島町５００－３ 0284-65-0301

253 足利 メイプル薬局 足利市福富町２０９６－１ 0284-72-4545

254 足利 かみや調剤薬局足利店 足利市利保町３丁目７－４ 0284-43-3331

255 足利 ミント薬局 足利市八椚町４９２－３ 0284-44-7511

256 足利 共創未来みやまえ薬局 足利市島田町８２２番地７ 0284-70-4193

257 足利 そうごう薬局富田店 足利市多田木町１３４－２ 0284-90-2151

258 足利 エムズ薬局 足利市元学町８２９－２０ 0284-43-2912

259 足利 株式会社エフアンドエフ　いちょう薬局 足利市旭町７７２－２２ 0284-40-1080

260 足利 中央薬局足利店 足利市福居町１５７－４ 0284-73-2002

261 足利 日本調剤足利薬局 足利市田中町９９－７ 0284-70-3315

262 足利 ジャスミン薬局 足利市葉鹿町１－１６－１２ 0284-64-8180

263 足利 サンテ薬局 足利市借宿町６０９番３ 0284-43-8905

264 足利 グリーン薬局 足利市通２－２６４４－１ 0284-64-7801

265 佐野 コスモ薬局 佐野市犬伏新町１３０６－８ 0283-85-9550

266 佐野 花・花薬局堀米南店 佐野市堀米町１６６１－１ 0283-86-9191

267 佐野 日本調剤佐野薬局 佐野市堀米町１６６４ 0283-86-9910

268 佐野 あきやま薬局 佐野市堀米町３９６６－１ 0283-25-8882

269 佐野 平田薬局村上店 佐野市村上町２１－１ 0283-85-7211

270 佐野 エムハート薬局　朱雀店 佐野市堀米町３９４７－１４ 0283-20-1320

271 佐野 平田薬局 佐野市君田町３０－３ 0283-20-1711

272 佐野 株式会社フレンド佐野調剤薬局 佐野市石塚町２３９９－３ 0283-26-1171

273 佐野 花・花薬局植上店 佐野市植上町１７２８－１ 0283-27-0717

274 佐野 いるか薬局 佐野市堀米町３９４６－７ 0283-27-0025

275 佐野 花・花薬局浅沼店 佐野市浅沼町８４８－２ 0283-27-2022

276 佐野 かみや薬局高萩店 佐野市高萩町１２１６番地１ 0283-27-1182

277 佐野 有限会社メディックアップル調剤薬局 佐野市富岡町１５７１－３ 0283-23-4410

278 佐野 佐野南調剤薬局 佐野市上台町２０１１番地４ 0283-22-7875

279 佐野 そうごう薬局田沼店 佐野市田沼町１４３１－２ 0283-62-9155



令和４(2022)年4月1日現在
関東信越厚生局栃木事務所

「栃木県内の施設基準の届出受理状況（薬局）」より

№ 在宅医療圏 薬局名称 薬局所在地 電話番号

＜在宅患者調剤加算算定薬局（一定件数の訪問薬剤管理指導を実施している薬局）＞

280 佐野 中央薬局佐野店 佐野市小中町１２５５－１ 0283-20-8857

281 佐野 亀田調剤薬局 佐野市田沼町１４３１－２ 0283-61-1233

282 佐野 かみや調剤薬局田沼店 佐野市栃本町１７７２ 0283-61-1211

・在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対する調剤を行った場合に、所定の加算が行え
るよう国が定める施設基準を満たした保険薬局

●在宅患者調剤加算算定薬局（一定件数の訪問薬剤管理指導を実施している薬局）

＜施設基準＞

② 直近1年間の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績10回以上

⑥ 医療材料・衛生材料の供給体制
⑦ 麻薬小売業者免許取得　

① 在宅患者訪問薬剤管理指導料を行う旨の届出

③ 開局時間外の緊急時の在宅対応
④ 自治体・医療機関・福祉関係者との連携体制の構築
⑤ 従事者の研修計画策定・実施


