
区市 薬局名
⾃局の状況について、

医療的ケア児に対応できる体制を有していますか
1 お茶の⽔駅前薬局 相談内容により対応可能（応相談）
2 ロイヤル薬局神⽥淡路町店健康サポート薬局 相談内容により対応可能（応相談）
3 いけだ薬局駅前店 相談内容により対応可能（応相談）
4 ライオン薬局 対応可能
5 薬局桑⼭清⼼堂 相談内容により対応可能（応相談）
6 慶應義塾⼤学薬学部附属薬局 相談内容により対応可能（応相談）
7 ゆりの⽊薬局南⿇布店 相談内容により対応可能（応相談）
8 ⼀ツ⽊薬局 対応可能
9 広尾調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
10 ⻘⼭⼤師堂薬局 相談内容により対応可能（応相談）
11 QOLサポートクオール薬局⽥町店 相談内容により対応可能（応相談）
12 アイン薬局三⽥店 相談内容により対応可能（応相談）
13 ⽥町芝浦ファミリー薬局 対応可能
14 ⽩⾦中央薬局 相談内容により対応可能（応相談）
15 ⽩⾦ヴェルデ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
16 あさひ薬局⾼輪店 相談内容により対応可能（応相談）
17 アイン薬局 ⼤久保店 対応可能
18 ミキ薬局若松町店 相談内容により対応可能（応相談）
19 ⼾⼭薬局 相談内容により対応可能（応相談）
20 なぎさ薬局 ⽩⼭店 相談内容により対応可能（応相談）
21 ダイエー⼩⽯川店薬局 相談内容により対応可能（応相談）
22 カテイ堂薬局 対応不可
23 ⽔野薬局 対応可能
24 桜⽊薬局 対応可能
25 恵愛堂薬局 相談内容により対応可能（応相談）
26 いちご薬局 対応不可
27 あさくさ薬局 駒形店 対応可能
28 だるま堂薬局 相談内容により対応可能（応相談）
29 ⽵内調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
30 コスモファーマ薬局 江東橋店 対応可能
31 カエデ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
32 鐘ヶ渕薬局 相談内容により対応可能（応相談）
33 しんせい薬局東向島 相談内容により対応可能（応相談）
34 りんご薬局⽴花店 相談内容により対応可能（応相談）
35 ヒロ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
36 さち薬局 対応可能
37 サン薬局 相談内容により対応可能（応相談）
38 たんぽぽ薬局⼤島店 対応可能
39 砂町パール薬局 対応不可
40 東京都⽴東部療育センター 相談内容により対応可能（応相談）
41 ファミリー薬局東陽町店 対応可能

令和3年度 成育医療分野における薬物療法等に係る連携体制構築推進事業
⼩児在宅医療（医療的ケア児）に必要とされるかかりつけ薬剤師育成研修会

（令和4年1⽉23⽇実施）

受講修了者在局リスト
（研修終了時に参加者が在籍していた薬局名を表記）

江東区
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⽂京区

台東区



42 オダファーマシー品川⼋潮薬局 相談内容により対応可能（応相談）
43 ⻘横ファーマシー 南品川薬局 相談内容により対応可能（応相談）
44 ⻘横ファーマシー南品川薬局 相談内容により対応可能（応相談）
45 あさひ薬局⼤井町店 対応可能
46 エール薬局⼤井⼀丁⽬店 相談内容により対応可能（応相談）
47 ふたば調剤薬局 対応不可
48 ミユキ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
49 薬局しなやく 相談内容により対応可能（応相談）
50 トマト薬局 対応不可
51 わかば薬局 相談内容により対応可能（応相談）
52 株式会社藤本薬局 相談内容により対応可能（応相談）
53 ⽬⿊区薬剤師会鷹番薬局 相談内容により対応可能（応相談）
54 カメイ調剤薬局⽬⿊鷹番店 対応可能
55 サエグサ調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
56 コクミン薬局東京医療センター前店 相談内容により対応可能（応相談）
57 桂⾹堂カブ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
58 薬局桂⾹堂ファーマシー 相談内容により対応可能（応相談）
59 ファーストライフ薬局 対応可能
60 江島薬局 相談内容により対応可能（応相談）
61 エース薬局 対応不可
62 あおば薬局⽥園調布店 対応可能
63 あおば薬局 ⽥園調布店 相談内容により対応可能（応相談）
64 さくら坂薬局 相談内容により対応可能（応相談）
65 有限会社ナカノ薬局 対応不可
66 アイン薬局池尻店 相談内容により対応可能（応相談）
67 松澤薬局 対応不可
68 ⼤志堂薬局 相談内容により対応可能（応相談）
69 オカダ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
70 そうごう薬局 相談内容により対応可能（応相談）
71 みずほ薬局上町店 相談内容により対応可能（応相談）
72 はる薬局 相談内容により対応可能（応相談）
73 ミキ薬局下北沢店 相談内容により対応可能（応相談）
74 新代⽥調剤薬局 対応可能
75 東優企業組合松原薬局営業所 相談内容により対応可能（応相談）
76 つつじ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
77 薬局⾚堤ファーマシー 相談内容により対応可能（応相談）
78 さつき薬局 相談内容により対応可能（応相談）
79 船橋薬局 相談内容により対応可能（応相談）
80 恵愛薬局 相談内容により対応可能（応相談）
81 下宿薬局桜丘2号店 対応可能
82 薬局⾺事公苑ファーマシー 相談内容により対応可能（応相談）
83 下宿薬局桜丘店 相談内容により対応可能（応相談）
84 ハロー薬局烏⼭ 相談内容により対応可能（応相談）
85 佐野薬局 対応不可
86 ニコニコ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
87 あい調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
88 ココカラファイン薬局砧店 対応可能
89 ファーマシィ薬局⼤蔵調剤 相談内容により対応可能（応相談）
90 栄康調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）

品川区

⽬⿊区

⼤⽥区

世⽥⾕区



91 若葉薬局 相談内容により対応可能（応相談）
92 あいりす薬局 対応可能
93 ファーコス薬局⽤賀三丁⽬ 対応可能
94 わこう薬局 相談内容により対応可能（応相談）
95 鈴薬局神宮前店 対応不可
96 広尾調剤薬局 対応不可
97 アダチ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
98 トモ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
99 むさしの薬局  江古⽥店 相談内容により対応可能（応相談）
100 むさしの薬局江古⽥店 対応不可
101 ⻄武コスモ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
102 ファーコス薬局阿佐⾕ 相談内容により対応可能（応相談）
103 ひとみ薬局 対応不可
104 サザン調剤薬局 下井草店 相談内容により対応可能（応相談）
105 昭和薬局 相談内容により対応可能（応相談）
106 ファーコス薬局今川エスコート 相談内容により対応可能（応相談）
107 メディスンショップ りぼん薬局 相談内容により対応可能（応相談）
108 松庵薬局 相談内容により対応可能（応相談）
109 アポロン薬局 相談内容により対応可能（応相談）
110 きりん薬局 相談内容により対応可能（応相談）
111 マロン薬局⼤塚店 相談内容により対応可能（応相談）
112 佐藤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
113 要町薬局 相談内容により対応可能（応相談）
114 チチブ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
115 ⻑崎調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
116 ⻄池薬局ホテルメトロポリタン店 相談内容により対応可能（応相談）
117 あすか薬局 相談内容により対応可能（応相談）
118 薬局くすりの福太郎⽥端新町店 相談内容により対応可能（応相談）
119 御代の台薬局中⾥店 相談内容により対応可能（応相談）
120 ヤハタ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
121 東京都⽴北療育医療センター 対応不可
122 コスモス 対応不可
123 マエノ薬局 桐ヶ丘店 対応可能
124 マエノ薬局 対応可能
125 ⽥辺薬局 荒川町屋店 相談内容により対応可能（応相談）
126 OGP薬局荒川店 相談内容により対応可能（応相談）
127 ひまわり薬局 相談内容により対応可能（応相談）
128 サニー薬局 対応可能
129 調剤薬局ツルハドラッグ⼩⽵向原店 対応不可
130 いづみ薬局 板橋店 相談内容により対応可能（応相談）
131 南條薬局 相談内容により対応可能（応相談）
132 サン薬局 相談内容により対応可能（応相談）
133 かちどき薬局常盤台店 相談内容により対応可能（応相談）
134 栄愛薬局 対応可能
135 稲垣薬局⾼島平店 相談内容により対応可能（応相談）
136 ⼤⾨調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
137 ⽇の丸薬局 相談内容により対応可能（応相談）
138 古関薬局 対応不可
139 薬局ここ楽関町店 相談内容により対応可能（応相談）

板橋区

杉並区

豊島区
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渋⾕区

中野区



140 泉ライフ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
141 アスカ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
142 たーとす薬局ねりま平和台 対応可能
143 しんどう薬局北町店 相談内容により対応可能（応相談）
144 たーとす薬局 相談内容により対応可能（応相談）
145 ファーコス薬局 千住桜⽊ 相談内容により対応可能（応相談）
146 ハートフル薬局 対応可能
147 梅島薬局 対応可能
148 江北セントラル薬局 相談内容により対応可能（応相談）
149 おおぞら薬局 対応不可
150 秋⼭薬局第三⽀店 相談内容により対応可能（応相談）
151 さくら薬局 ⽴⽯店 対応可能
152 いいづか薬局 相談内容により対応可能（応相談）
153 パール薬局柴⼜店 対応不可
154 松江調剤薬局 対応不可
155 宮川調剤薬局 対応不可
156 アイン薬局 ⼋王⼦店 相談内容により対応可能（応相談）
157 ハートフルファーマシー 対応可能
158 三宝薬局北野駅前店 相談内容により対応可能（応相談）
159 マロン薬局⻄⽚倉店 相談内容により対応可能（応相談）
160 サクラ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
161 横川町薬局 相談内容により対応可能（応相談）
162 ⻑房調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
163 有限会社⾼島薬品 対応不可
164 マロン薬局⻄⼋王⼦店 対応可能
165 さつき薬局椚⽥店 相談内容により対応可能（応相談）
166 ⼋王⼦薬剤センター薬局 対応可能
167 有限会社根本こはる薬局 対応可能
168 サンキ薬局 本店 対応可能
169 ファーマシーミント柏町薬局 対応不可
170 榎本調剤薬局⽴川北⼝店 対応不可
171 榎本調剤薬局 対応可能
172 榎本調剤薬局コクーン店 相談内容により対応可能（応相談）
173 ⽴川北⼝薬局 相談内容により対応可能（応相談）
174 アストロ薬局 相談内容により対応可能（応相談）
175 トリル薬局 上砂町店 相談内容により対応可能（応相談）
176 みどり薬局 相談内容により対応可能（応相談）
177 さくら薬局 武蔵野境4丁⽬店 対応可能
178 三鷹市 さくら薬局三鷹店 相談内容により対応可能（応相談）
179 ⻘梅薬剤センター薬局 対応可能
180 つばさ薬局 対応可能
181 府中市 島⽥調剤薬局 相談内容により対応可能（応相談）
182 昭島市 なかや薬局拝島駅前店 相談内容により対応可能（応相談）
183 調布市 たなべ薬局 対応可能
184 南町⽥薬局 相談内容により対応可能（応相談）
185 徳永薬局成瀬在宅センター 相談内容により対応可能（応相談）
186 しんわ薬局野津⽥店 相談内容により対応可能（応相談）
187 綾部薬局 対応可能

練⾺区
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188 おれんじ薬局 対応可能
189 健祥堂薬局 梶野町店 相談内容により対応可能（応相談）
190 アトム薬局 対応可能
191 トモエ薬局・本町店 相談内容により対応可能（応相談）
192 稲垣薬局 桜町店 対応可能
193 薬局学園ファーマシー 相談内容により対応可能（応相談）
194 ⽇野市 かしのき薬局 相談内容により対応可能（応相談）
195 ⻄東京市 薬局ホームケアファーマシー⽥無店 対応可能
196 狛江市 鎌倉ファーマシー狛江薬局 相談内容により対応可能（応相談）
197 中央南薬局 対応可能
198 中央薬局 対応可能
199 ⿓⽣堂薬局村⼭店 相談内容により対応可能（応相談）
200 ぞうしき薬局 対応可能
201 株式会社 ⼤和調剤センター ぞうしき薬局 対応可能
202 コサカ薬局多摩センター駅前店 相談内容により対応可能（応相談）
203 コサカ薬局北⼝店 対応不可

多摩市

⼩⾦井市

東⼤和市


