
地区 薬局名
1 千代田区 アイセイ薬局  薬事支援部
2 千代田区 あつみ調剤薬局
3 千代田区 いちご薬局  神保町
4 千代田区 ケヤキ薬局  麹町店
5 千代田区 神田いちご薬局

6 京橋 越前堀薬局プッシュ
7 京橋 近藤薬局
8 京橋 秋葉薬局

9 港区 アガペ広尾薬局
10 港区 あさひ薬局  高輪店
11 港区 ケイリバー調剤薬局
12 港区 スクエア薬局  広尾店
13 港区 タンシ薬局
14 港区 ナルト薬局
15 港区 みなみ薬局
16 港区 メディスンショップ・ジャパン
17 港区 ライオン薬局
18 港区 霞町薬局
19 港区 株式会社みらい薬局
20 港区 慶應義塾大学薬学部附属薬局
21 港区 虎の門中央薬局
22 港区 虎ノ門鈴薬局
23 港区 広尾中央薬局
24 港区 三田調剤薬局
25 港区 芝口薬局
26 港区 清水薬局
27 港区 赤坂駅前薬局
28 港区 中川薬局
29 港区 南麻布薬局
30 港区 白金中央薬局
31 港区 北村薬局

32 新宿区 カワダ薬局
33 新宿区 ケイワ薬局　落合店
34 新宿区 フロンティア薬局  新大久保店
35 新宿区 ワカマツ薬局
36 新宿区 戸山薬局
37 新宿区 新宿３丁目薬局
38 新宿区 薬局わたなべファーマシー
39 新宿区 龍生堂薬局　大久保店

40 文京区 ＥＤＯゆしま調剤薬局
41 文京区 サンアロー文京薬局
42 文京区 ダルマ薬局
43 文京区 ニプロ株式会社
44 文京区 ファーコス用賀三丁目薬局
45 文京区 プライム薬局  本郷店
46 文京区 江戸川橋ほたる薬局
47 文京区 山松薬局
48 文京区 新大塚薬局
49 文京区 白山駅前薬局

「東京都　薬局・薬剤師在宅療養支援促進事業」
無菌調製技能習得研修会　研修修了者在局リスト

（研修修了時に参加者が在籍していた薬局名を表記）
（平成26、27、28年度）
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地区 薬局名
50 文京区 白山薬局
51 文京区 雄飛堂薬局  千駄木店

52 下谷 永生薬局
53 下谷 桜木薬局

54 浅草 さくら薬局  柳橋店
55 浅草 みどり薬局
56 浅草 大塚雲鶴堂薬局
57 浅草 薬局ユアーズ

58 墨田区 ウエルシア薬局  墨田八広店
59 墨田区 オリーブ薬局
60 墨田区 しんせい薬局  東向島
61 墨田区 ブレーメン調剤薬局
62 墨田区 りんご薬局  立花店
63 墨田区 鐘ケ渕薬局
64 墨田区 石川調剤薬局
65 墨田区 薬局清水堂ファーマシー

66 江東区 エンジェル薬局  東大島店
67 江東区 サン薬局
68 江東区 スター薬局
69 江東区 たんぽぽ薬局  大島店
70 江東区 ヒロ薬局
71 江東区 ファミリー薬局  東陽町店

72 品川区 あさひ薬局  大井町店
73 品川区 エンゼル薬局  西大井店
74 品川区 オハナ薬局
75 品川区 クリーン薬局
76 品川区 スギ薬局　南大井店
77 品川区 すこやか薬局
78 品川区 たつみ薬局
79 品川区 トマト薬局  二葉店
80 品川区 パール薬局  西五反田店
81 品川区 ふたば薬局
82 品川区 ポッポ堂薬局　八潮店
83 品川区 みつぎ薬局
84 品川区 小山薬局
85 品川区 西小山薬局
86 品川区 西大井薬局
87 品川区 青横ファーマシー薬局  大井町店
88 品川区 南大井薬局
89 品川区 博芳堂薬局
90 品川区 八潮調剤薬局
91 品川区 平和薬局

92 目黒区 あさひ薬局  洗足駅前店
93 目黒区 つばさ薬局
94 目黒区 ひまわり調剤薬局
95 目黒区 ファーストライフ薬局
96 目黒区 ファーマシィ　目黒三田薬局
97 目黒区 ファーマシィ　目黒中央薬局
98 目黒区 恵比寿中央薬局
99 目黒区 鷹番薬局

100 目黒区 朝日薬局
101 目黒区 碑文谷薬局
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地区 薬局名
102 目黒区 目黒三田薬局
103 目黒区 目黒通り薬局

104 大田区 市川薬局
105 大田区 あおば薬局  大森赤十字店
106 大田区 あおば薬局　田園調布店
107 大田区 エース薬局　大森店
108 大田区 きぼう薬局  大森北店
109 大田区 くすの木薬局　矢口渡店
110 大田区 グリーン薬局
111 大田区 サークル薬局  田園調布店
112 大田区 サガワ薬局
113 大田区 サクラ堂薬局
114 大田区 ちどりフローラ薬局
115 大田区 ハナブサ薬局
116 大田区 ひろみ薬局  中央店
117 大田区 ファーコスあい薬局
118 大田区 プラザ薬局  大森店
119 大田区 みのる薬局
120 大田区 やまもと薬局
121 大田区 江島薬局
122 大田区 大岡山北口薬局
123 大田区 美原薬局　平和島店

124 世田谷区 あい調剤薬局
125 世田谷区 いもと薬局
126 世田谷区 クオール薬局　奥沢店
127 世田谷区 しおり薬局
128 世田谷区 スクエア薬局  用賀
129 世田谷区 そうごう薬局  千歳烏山店
130 世田谷区 たから薬局  砧店
131 世田谷区 ひまわり調剤薬局
132 世田谷区 ファーコスこもれび薬局
133 世田谷区 ファーマみらい
134 世田谷区 ミスト薬局　芦花公園店
135 世田谷区 めぐみ薬局
136 世田谷区 メルシー薬局
137 世田谷区 ゆり薬局
138 世田谷区 ローズ薬局
139 世田谷区 下宿薬局　船橋店
140 世田谷区 下馬薬局
141 世田谷区 経堂わかば薬局
142 世田谷区 桜新町２丁目薬局
143 世田谷区 三宿薬局
144 世田谷区 小谷調剤薬局
145 世田谷区 瀬田東薬局
146 世田谷区 青木漢方薬局
147 世田谷区 大蔵薬局
148 世田谷区 薬樹薬局　大原店

149 渋谷区 アルプス薬局　渋谷店
150 渋谷区 さくらが丘薬局
151 渋谷区 たくみ外苑薬局
152 渋谷区 ハラダ薬局 渋谷本町店
153 渋谷区 ファーコス薬局  渋谷
154 渋谷区 ゆりの木薬局  広尾店
155 渋谷区 金輪堂山﨑薬局
156 渋谷区 広尾調剤薬局

3 / 8 ページ



地区 薬局名
157 渋谷区 渋谷調剤薬局
158 渋谷区 初台鈴薬局
159 渋谷区 太陽堂薬局

160 中野区 シンワ薬局  病院前店
161 中野区 すみれ薬局
162 中野区 ちひろ薬局
163 中野区 ナカノ薬局
164 中野区 わかくさ薬局  中野店
165 中野区 開晴薬局
166 中野区 青葉調剤薬局
167 中野区 東京中央薬局
168 中野区 本町薬局
169 中野区 雄飛堂薬局  新井薬師店

170 杉並区 なごみ薬局
171 杉並区 なないろ薬局
172 杉並区 ブロードウェイ薬局  成田東店
173 杉並区 高井戸薬局
174 杉並区 松葉薬局
175 杉並区 石井薬局
176 杉並区 調剤薬局コスモ

177 豊島区 あかまつ薬局
178 豊島区 スズキ病院
179 豊島区 スリーアイ薬局  池袋店
180 豊島区 ファーコス薬局  西池袋
181 豊島区 めぐみ薬局
182 豊島区 わかば薬局
183 豊島区 関野病院
184 豊島区 上池袋薬局
185 豊島区 巣鴨かみむら薬局
186 豊島区 平塚胃腸病院
187 豊島区 薬局アポック  池袋店
188 豊島区 薬林堂薬局  要町店
189 豊島区 鈴薬局  池袋店

190 北区 あおき薬局  浮間橋店
191 北区 あすか薬局
192 北区 ウメザワ薬局
193 北区 マエノ薬局
194 北区 マエノ薬局  桐ケ丘店
195 北区 マエノ薬局  滝野川店
196 北区 マリンカ薬局
197 北区 ミキ薬局  田端店
198 北区 王子東口薬局
199 北区 三王堂薬局
200 北区 東十条調剤薬局
201 北区 雄飛堂薬局  十条仲原店
202 北区 雄飛堂薬局  上十条一丁目店
203 北区 齋藤第一薬局  東十条四丁目店

204 荒川区 ウカイ薬局
205 荒川区 せきぐち薬局
206 荒川区 フジシロ薬局
207 荒川区 マークスタワー薬局
208 荒川区 荒川鈴薬局
209 荒川区 十全堂調剤薬局
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210 板橋区 ウェルシア薬局　板橋志村店
211 板橋区 おおにし薬局
212 板橋区 かみいた調剤薬局
213 板橋区 サーマル薬局
214 板橋区 サン薬局
215 板橋区 セイリン薬局
216 板橋区 ひまわり薬局
217 板橋区 ゆみ薬局
218 板橋区 ローズ薬局
219 板橋区 金芳堂薬局
220 板橋区 高島通り薬局
221 板橋区 成田薬局
222 板橋区 赤塚並木調剤薬局
223 板橋区 大山東調剤薬局
224 板橋区 大山鈴薬局
225 板橋区 大谷口調剤薬局
226 板橋区 板橋区薬剤師会管理センター薬局
227 板橋区 板橋鈴薬局

228 練馬区 アイエス薬局
229 練馬区 アイセイ薬局  東大泉店
230 練馬区 アイム平和台薬局
231 練馬区 アイン薬局  練馬店
232 練馬区 あおぞら薬局
233 練馬区 アップル薬局
234 練馬区 エース薬局  豊玉店
235 練馬区 きのみ薬局
236 練馬区 けやき薬局
237 練馬区 さくら薬局
238 練馬区 しばた薬局  大泉学園店
239 練馬区 たーとす薬局
240 練馬区 たがら薬局  光が丘店
241 練馬区 たむら薬局  旭丘店
242 練馬区 ネリマ薬局
243 練馬区 ひのき薬局
244 練馬区 ひまわり薬局
245 練馬区 ひまわり薬局　石神井公園店
246 練馬区 ファーコス薬局  学園五丁目
247 練馬区 ファーコス薬局  高松
248 練馬区 ファーコス薬局  大泉学園
249 練馬区 フラワー薬局  貫井店 
250 練馬区 モリ薬局
251 練馬区 稲垣薬局  サンロード店
252 練馬区 葛根堂薬局
253 練馬区 高野台薬局
254 練馬区 小坂薬局
255 練馬区 小田薬局
256 練馬区 盛運堂薬局  大泉学園店
257 練馬区 盛運堂薬局  目白通り店
258 練馬区 泉ライフ薬局
259 練馬区 博芳堂薬局  練馬高野台
260 練馬区 薬局アポック  練馬高野台店
261 練馬区 薬局ここ楽  関町店
262 練馬区 雄飛堂薬局  田柄店
263 練馬区 鷲峰堂ノザキ薬局
264 練馬区 鷲峰堂ノザキ薬局  開会店
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265 足立区 あさがお薬局
266 足立区 あやせ薬局
267 足立区 はなぞの薬局
268 足立区 みどり薬局
269 足立区 ライフ薬局  竹の塚店
270 足立区 ライフ薬局　綾瀬店
271 足立区 七條薬局
272 足立区 千住桜木薬局
273 足立区 梅田調剤薬局
274 足立区 保木間つくし薬局
275 足立区 柳原訪問薬局
276 足立区 雄飛堂薬局  足立新田店 

277 葛飾区 アサヒ調剤薬局  柴又店
278 葛飾区 エース薬局
279 葛飾区 クリーン薬局  新小岩
280 葛飾区 スミレ薬局
281 葛飾区 せせらぎ薬局
282 葛飾区 ハロー薬局
283 葛飾区 ミント薬局  鎌倉店
284 葛飾区 亀有薬局
285 葛飾区 水元三丁目薬局
286 葛飾区 本田薬局
287 葛飾区 薬局モリファーマシー
288 葛飾区 蘭薬局  堀切店

289 江戸川区 ウエルシア江戸川葛西薬局
290 江戸川区 ガレヌス北小岩調剤薬局
291 江戸川区 なの花調剤薬局
292 江戸川区 モリタ薬局
293 江戸川区 江戸川区薬剤師会会営  臨海薬局
294 江戸川区 東小松川薬局
295 江戸川区 南しのざき薬局

296 西多摩 アイセイ薬局  あきる野ルピア店
297 西多摩 かちどき薬局
298 西多摩 ホッタ晴信堂薬局
299 西多摩 みどりケ丘薬局
300 西多摩 みどり薬局  上町
301 西多摩 みどり薬局  草花
302 西多摩 みどり薬局  日の出
303 西多摩 十字堂薬局
304 西多摩 青梅薬剤センター薬局
305 西多摩 中川薬局　東青梅店
306 西多摩 田辺薬局　本店

307 八王子市 あい薬局
308 八王子市 ウェルパーク薬局  八王子北口店
309 八王子市 さつき薬局  横川店
310 八王子市 サンドラッグ　フォレスト南大沢薬局
311 八王子市 ハートフルファーマシー
312 八王子市 マロン薬局  みなみ野店
313 八王子市 横山町薬局
314 八王子市 元八薬局
315 八王子市 散田町調剤薬局
316 八王子市 台町薬局
317 八王子市 中山薬局  北野駅前店
318 八王子市 別所薬局
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地区 薬局名
319 八王子市 北野調剤薬局  高尾店
320 八王子市 明神町調剤薬局

321 南多摩 ウラン薬局
322 南多摩 コサカ薬局  北口店
323 南多摩 さくら薬局  調布店
324 南多摩 そうごう薬局  永山店
325 南多摩 ノムラ薬局  市立病院前店
326 南多摩 マスキ薬局
327 南多摩 みゆき薬局
328 南多摩 りゅう薬局
329 南多摩 丘の上薬局 多摩センター店
330 南多摩 向陽台薬局
331 南多摩 清水薬局  多摩平ファーマシー
332 南多摩 清水薬局  多摩平新店
333 南多摩 清水薬局  多摩平店
334 南多摩 多摩調剤薬局
335 南多摩 北野調剤薬局  桜ケ丘店
336 南多摩 本町調剤薬局

337 町田市 あおば薬局  八王子みなみ野店
338 町田市 あさひ調剤薬局  町田店
339 町田市 ウェルパーク薬局  町田旭町店
340 町田市 クオール薬局　町田旭町店
341 町田市 ひので薬局  金井店

342 府中市 たけの薬局  府中店
343 府中市 むさし台薬局
344 府中市 調剤薬局ながしま
345 府中市 南山堂薬局  府中店

346 調布市 さくら薬局　国領店
347 調布市 しんわ薬局  狛江通り店
348 調布市 スエヤス薬局  調布店
349 調布市 たなべ薬局
350 調布市 ドリーム薬局　国領店
351 調布市 五十鈴薬局

352 狛江市 クオール薬局  狛江店
353 狛江市 ふれあい薬局

354 多摩中央 アトム薬局
355 多摩中央 つばき調剤薬局
356 多摩中央 稲垣薬局　桜町店

357 北多摩 あさひ調剤薬局
358 北多摩 イノウエ薬局  中店
359 北多摩 オーケー調剤薬局
360 北多摩 くじら薬局
361 北多摩 くにたちウラン薬局
362 北多摩 サンキ薬局
363 北多摩 ときわ薬局
364 北多摩 なかや薬局  拝島駅前店
365 北多摩 まつなか薬局
366 北多摩 榎本調剤薬局
367 北多摩 錦町薬局
368 北多摩 多摩薬局
369 北多摩 中央南薬局
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地区 薬局名
370 北多摩 中央薬局
371 北多摩 富士見台調剤薬局
372 北多摩 平成薬局  郷地店

373 武蔵野市 サザン調剤薬局  吉祥寺店
374 武蔵野市 みどり薬局
375 武蔵野市 稲垣薬局  サンロード店
376 武蔵野市 稲垣薬局  公園通り店
377 武蔵野市 稲垣薬局  中道店
378 武蔵野市 武蔵野管理センター

379 三鷹市 さくら薬局
380 三鷹市 たま調剤薬局  野崎店

381 西武 あい薬局
382 西武 コスモ薬局  西東京店
383 西武 さいわい薬局
384 西武 しもさと薬局
385 西武 ドラッグフォーユー調剤薬局小平店
386 西武 フィールド薬局
387 西武 稲垣薬局  田無店
388 西武 稲垣薬局  東村山諏訪店
389 西武 稲垣薬局　小平店
390 西武 栄町調剤薬局
391 西武 横田薬局
392 西武 花野調剤薬局
393 西武 五十嵐薬局  竹丘店
394 西武 三共薬局
395 西武 三共薬局　滝山店
396 西武 上原薬局
397 西武 田無本町調剤薬局

398 直扱 ケイ薬局
399 学校 横浜医療秘書歯科助手専門学校
400 病院 東京証券業健康保険組合診療所薬剤部
401 病院 三宿病院
402 川崎市 矢野調剤薬局　川崎店
403 横浜市 すずらん薬局
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