
静岡県保健医療計画

(1) 集学的治療

・記載区分 調査
・調査対象 全病院

○　がんの「集学的治療」を担う医療機関

２次保健医療圏 医療機関名

賀茂 ―

熱海伊東 ―

1 駿東田方 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター

2 駿東田方 静岡県立静岡がんセンター

3 駿東田方 沼津市立病院

4 駿東田方 順天堂大学医学部附属静岡病院

1 富士 富士宮市立病院

2 富士 富士市立中央病院

1 静岡 静岡県立総合病院

2 静岡 静岡市立静岡病院

3 静岡 静岡市立清水病院

4 静岡 静岡赤十字病院

5 静岡 静岡済生会総合病院

6 静岡 静岡県立こども病院

1 志太榛原 市立島田市民病院

2 志太榛原 焼津市立総合病院

3 志太榛原 藤枝市立総合病院

4 志太榛原 榛原総合病院

1 中東遠 磐田市立総合病院

2 中東遠 中東遠総合医療センター

1 西部 独立行政法人労働者健康福祉機構浜松労災病院

2 西部 浜松医科大学医学部附属病院

3 西部 浜松医療センター

4 西部 浜松赤十字病院

5 西部 ＪＡ静岡厚生連遠州病院

6 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

7 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

8 西部 すずかけセントラル病院
26機関

【１】　がん



静岡県保健医療計画

【１】　がん

(2) 在宅緩和ケア①

・記載区分 調査
・調査対象 全病院

診療所（在宅療養支援診療所、在宅がん総合診療料届出診療所に限る）

薬局（麻薬小売業者に限る）

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（病院（緩和ケア病棟を有する））
２次保健医療圏 医療機関名

賀茂 ―
熱海伊東 ―

1 駿東田方 静岡県立静岡がんセンター
2 駿東田方 一般財団法人神山復生会神山復生病院
1 富士 川村病院
静岡 ―
志太榛原 ―
中東遠 ―

1 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（病院（在宅医療））
２次保健医療圏 医療機関名

賀茂 ―
熱海伊東 ―

1 駿東田方 伊豆赤十字病院
2 駿東田方 三島共立病院
3 駿東田方 中島病院
4 駿東田方 池田病院
富士 ―
静岡 ―
志太榛原 ―
中東遠 ―
西部 ―

8機関



静岡県保健医療計画

【１】　がん

(2) 在宅緩和ケア②

・記載区分 調査
・調査対象 全病院

診療所（在宅療養支援診療所、在宅がん総合診療料届出診療所に限る）

薬局（麻薬小売業者に限る）

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（診療所）
２次保健医療圏 医療機関名

1 賀茂 田子診療所

2 賀茂 白津医院

3 賀茂 上河津診療所

1 熱海伊東 梅園ヘルスケアクリニック

2 熱海伊東 山本医院

3 熱海伊東 伊豆高原クリニック

4 熱海伊東 なでしこクリニックあたみ

5 熱海伊東 医療法人社団栄友会熱海ゆずクリニック

6 熱海伊東 メディカルはば伊豆高原

7 熱海伊東 横山医院

8 熱海伊東 服部医院

9 熱海伊東 さくら医院

1 駿東田方 田京診療所

2 駿東田方 山口医院

3 駿東田方 永野医院

4 駿東田方 べっく・メディカル・クリニック

5 駿東田方 松原医院

6 駿東田方 勝呂医院

7 駿東田方 萩野クリニック

8 駿東田方 高桑医院岩波診療所

9 駿東田方 田中クリニック
10 駿東田方 清水館医院
11 駿東田方 いづの里クリニック
12 駿東田方 羽切医院
13 駿東田方 富井医院
14 駿東田方 東山クリニック
15 駿東田方 五十嵐クリニック
16 駿東田方 やぐち内科・循環器科クリニック
17 駿東田方 薬袋内科クリニック
18 駿東田方 北伊豆往診クリニック
19 駿東田方 たけなか三島東町クリニック
20 駿東田方 稲玉内科クリニック
21 駿東田方 みしま岡クリニック
22 駿東田方 医療法人社団秀博会　大岡マサキクリニック
23 駿東田方 するがホームＥクリニック
24 駿東田方 今野医院
25 駿東田方 田沢医院
26 駿東田方 こんどうクリニック



静岡県保健医療計画

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（診療所）
２次保健医療圏 医療機関名

27 駿東田方 手塚クリニック
28 駿東田方 金木内科消化器科クリニック
29 駿東田方 さくら胃腸科・外科
30 駿東田方 花メディカルクリニック

1 富士 小松クリニック

2 富士 石原クリニック

3 富士 鈴木医院

4 富士 池辺クリニック

5 富士 大塚クリニック

6 富士 山城メディカルクリニック

7 富士 トータルファミリーケア 北西医院

8 富士 医療法人社団勝優会 するがホームクリニック

9 富士 富士在宅診療所
10 富士 安どうクリニック

1 静岡 磯貝医院

2 静岡 眞内科クリニック

3 静岡 大川診療所

4 静岡 杉山医院（登呂）

5 静岡 杉山医院（泉町）

6 静岡 袴田外科医院

7 静岡 山本内科医院

8 静岡 杉浦内科

9 静岡 きくち内科医院
10 静岡 宮田医院
11 静岡 森田クリニック
12 静岡 美和クリニック
13 静岡 まはえクリニック
14 静岡 福地外科循環器科医院
15 静岡 三上医院
16 静岡 宗内科医院
17 静岡 横山内科循環器科医院
18 静岡 ゆずの木町内科・循環器科
19 静岡 かどまクリニック
20 静岡 とやまクリニック
21 静岡 岡本外科クリニック
22 静岡 医療法人社団孝寿会　ふれあいクリニック
23 静岡 草薙すこやかクリニック
24 静岡 乾医院
25 静岡 岩はし内科医院
26 静岡 小澤内科胃腸科
27 静岡 鈴木内科医院
28 静岡 内科　胃腸器科　八木医院
29 静岡 医療法人社団　広域白報会　しずおか在宅診療所
30 静岡 長谷通りクリニック
31 静岡 秋田内科・呼吸器内科
32 静岡 つどいのおかクリニック



静岡県保健医療計画

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（診療所）
２次保健医療圏 医療機関名

33 静岡 服部クリニック
34 静岡 松浦内科
35 静岡 八木循環器内科
36 静岡 坂井クリニック
37 静岡 医療法人財団はるたか会　あおぞら診療所しずおか
38 静岡 医療法人福恵会　東新田福地診療院
39 静岡 大谷はざまクリニック
40 静岡 清水城西クリニック
41 静岡 中之郷クリニック
42 静岡 医療法人社団　兼寿会松下医院
43 静岡 浦島クリニック新院

1 志太榛原 志太三輪医院

2 志太榛原 錦野クリニック

3 志太榛原 青島北クリニック

4 志太榛原 吉田クリニック

5 志太榛原 レシャード医院

6 志太榛原 藤井医院

7 志太榛原 田﨑クリニック

8 志太榛原 三倉医院

9 志太榛原 すみや脳神経クリニック
10 志太榛原 高木内科医院
11 志太榛原 ほしのクリニック
12 志太榛原 山﨑クリニック
13 志太榛原 西井胃腸科外科
14 志太榛原 ゆみ内科クリニック
15 志太榛原 かわさきクリニック
16 志太榛原 本川根診療所
17 志太榛原 片岡医院
18 志太榛原 しまだ城西クリニック
19 志太榛原 ながたクリニック
20 志太榛原 ゆきはな診療所

1 中東遠 かげやまクリニック

2 中東遠 いしざかクリニック

3 中東遠 山崎医院

4 中東遠 おおわら内科

5 中東遠 木佐森医院

6 中東遠 鈴木内科

7 中東遠 木下クリニック

8 中東遠 伊達医院

9 中東遠 山名診療所
10 中東遠 徳永医院
11 中東遠 おおつ内科・小児科
12 中東遠 とりい痛みのクリニック
13 中東遠 座光寺医院
14 中東遠 北島クリニック
15 中東遠 福地医院



静岡県保健医療計画

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（診療所）
２次保健医療圏 医療機関名

16 中東遠 永尾内科・循環器科医院
17 中東遠 吉田内科医院
18 中東遠 ひぐち呼吸器内科医院
19 中東遠 うちやま呼吸器アレルギークリニック
20 中東遠 森町家庭医療クリニック
21 中東遠 溝口ファミリークリニック
22 中東遠 川口医院
23 中東遠 菊川市家庭医療センター
24 中東遠 磐田在宅医療クリニック
25 中東遠 まさふみクリニック
26 中東遠 御前崎市家庭医療センターしろわクリニック

1 西部 浅井外科・消化器科医院

2 西部 あたご診療所

3 西部 大石内科痛みのクリニック

4 西部 大竹内科医院

5 西部 栗田内科医院

6 西部 小助川ファミリークリニック

7 西部 小松診療所

8 西部 坂の上ファミリークリニック

9 西部 桜町クリニック
10 西部 すずき医院
11 西部 西遠クリニック
12 西部 中川クリニック
13 西部 中島内科消化器科医院
14 西部 なかむらクリニック
15 西部 仁成堂　小澤医院
16 西部 ねもと内科クリニック
17 西部 林クリニック
18 西部 山下ハートクリニック
19 西部 長尾クリニック
20 西部 尾藤クリニック
21 西部 牧原医院
22 西部 舞阪クリニック
23 西部 前嶋内科
24 西部 安田クリニック
25 西部 松井クリニック
26 西部 医療法人社団健勝会鈴木診療院
27 西部 こう痛み内科クリニック
28 西部 ひろせクリニック
29 西部 いで内科・呼吸器内科クリニック
30 西部 縣医院
31 西部 藤島クリニック
32 西部 もがみ内科クリニック
33 西部 初生クリニック
34 西部 ながさかハートクリニック
35 西部 滝浪ハートクリニック



静岡県保健医療計画

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（診療所）
２次保健医療圏 医療機関名

36 西部 きくち内科クリニック
37 西部 たかはし内科クリニック
38 西部 ひかり在宅クリニック
39 西部 坂の上在宅医療支援医院(19床)
40 西部 佐野外科胃腸科医院
41 西部 しんぼ泌尿器科クリニック
42 西部 岸本内科クリニック
43 西部 小林クリニック
44 西部 ひらいで消化器・内視鏡クリニック
45 西部 浜松あおぞらクリニック

186機関



静岡県保健医療計画

【１】　がん

(2) 在宅緩和ケア③

・記載区分 調査
・調査対象 全病院

診療所（在宅療養支援診療所、在宅がん総合診療料届出診療所に限る）

薬局（麻薬小売業者に限る）

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（薬局）
２次保健医療圏 薬局名

1 賀茂 いなずさ薬局
2 賀茂 有限会社下田調剤センターヒカリ薬局
3 賀茂 有限会社下田調剤センターヒカリ薬局白浜店
4 賀茂 （有）下田調剤センターヒカリ薬局中村店
5 賀茂 有限会社下田調剤センターヒカリ薬局東本郷店
6 賀茂 有限会社下田調剤センターヒカリ薬局広岡店
7 賀茂 トミタ調剤薬局
8 賀茂 トミタ薬局
9 賀茂 有限会社下田調剤センターヒカリ薬局河津店

10 賀茂 （有）ゆがの薬局本店
11 賀茂 ひまわり薬局松崎店
12 賀茂 有限会社下田調剤センター　ヒカリ薬局上の山店
13 賀茂 あおば薬局
14 賀茂 みなと薬局　下賀茂店
15 賀茂 ヒカリ薬局　高馬店
16 賀茂 今井浜薬局
17 賀茂 上河津薬局
18 賀茂 ウエルシア薬局西伊豆仁科店
19 賀茂 あらり薬局
20 賀茂 ヒカリ薬局あおいち店
1 熱海伊東 かもめ薬局
2 熱海伊東 スミレ薬局
3 熱海伊東 ながつき薬局熱海店
4 熱海伊東 メグミ薬局
5 熱海伊東 有限会社高橋薬局
6 熱海伊東 おおぞら薬局みはらし店
7 熱海伊東 うさぎ薬局岡店
8 熱海伊東 うさぎ薬局和田店
9 熱海伊東 くるみ薬局伊豆高原店

10 熱海伊東 ポプラ薬局川奈店
11 熱海伊東 堀野薬局宇佐美店
12 熱海伊東 ほりの薬局瓶山店
13 熱海伊東 湧気薬局
14 熱海伊東 アサカ薬局
15 熱海伊東 みらい薬局
16 熱海伊東 うさぎ薬局　下多賀店
17 熱海伊東 株式会社　秋本薬局
18 熱海伊東 株式会社前島照子薬局
19 熱海伊東 つばめ薬局
20 熱海伊東 今木薬局
21 熱海伊東 あすなろ薬局
22 熱海伊東 うさぎ薬局　湯川店
23 熱海伊東 おおぞら薬局荻店
24 熱海伊東 うさぎ薬局湯の花店
25 熱海伊東 ウエルシア薬局熱海中央店



静岡県保健医療計画

○　がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（薬局）
２次保健医療圏 薬局名

26 熱海伊東 ウエルシア薬局ラスカ熱海店
27 熱海伊東 ユーアイ薬局
28 熱海伊東 たま薬局　熱海店
29 熱海伊東 アサカ薬局　中央町店
30 熱海伊東 アイン薬局宇佐美店
31 熱海伊東 うさぎ薬局　宇佐美店
32 熱海伊東 うさぎ薬局広野店
33 熱海伊東 アイン薬局伊豆高原店
34 熱海伊東 岡田薬局
1 駿東田方 アリス薬局牛臥店
2 駿東田方 アリス薬局吉田町店
3 駿東田方 うさぎ薬局大岡店
4 駿東田方 エンゼル薬局沼津店
5 駿東田方 大嶋薬局
6 駿東田方 株式会社渡辺薬品店ワタナベ薬局錦町店
7 駿東田方 さぼてん薬局
8 駿東田方 さんさん薬局
9 駿東田方 下石田かもめ薬局

10 駿東田方 一般社団法人沼津薬剤師会支援センター薬局
11 駿東田方 鈴木薬局（沼津市）
12 駿東田方 たんぽぽ薬局
13 駿東田方 トーゴー薬局大岡店
14 駿東田方 トマト薬局
15 駿東田方 とやま薬局大岡店
16 駿東田方 ひかり薬局沼津北口店
17 駿東田方 ポプラ薬局香貫店
18 駿東田方 大雄　株式会社　本郷薬局
19 駿東田方 メイプル薬局大岡店
20 駿東田方 メイプル薬局志下店
21 駿東田方 ももの木薬局
22 駿東田方 ももの木薬局三園店
23 駿東田方 有限会社ミス薬局
24 駿東田方 ゆめ薬局
25 駿東田方 アリスすずき薬局
26 駿東田方 エンゼル薬局三島店
27 駿東田方 ことぶき薬局
28 駿東田方 おひさま薬局
29 駿東田方 ポプラ薬局壱町田店
30 駿東田方 ポプラ薬局　玉川店
31 駿東田方 ポプラ薬局東本町店
32 駿東田方 ポプラ薬局三島徳倉店
33 駿東田方 三島薬局
34 駿東田方 御園薬局
35 駿東田方 メイプル薬局三島店
36 駿東田方 薬局ユニオン
37 駿東田方 有限会社あかし薬局
38 駿東田方 有限会社岡本薬局
39 駿東田方 有限会社大洋堂薬局
40 駿東田方 アリスいわた薬局
41 駿東田方 アリス薬局（裾野市）
42 駿東田方 アリス薬局裾野店
43 駿東田方 つばさ薬局裾野店
44 駿東田方 メイプル薬局裾野店
45 駿東田方 岩下薬局江間店
46 駿東田方 うさぎ薬局大仁店
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47 駿東田方 おちあい薬局
48 駿東田方 鈴木薬局（伊豆の国市）
49 駿東田方 アクア薬局
50 駿東田方 一般社団法人沼津薬剤師会センター薬局
51 駿東田方 ポプラ薬局堂庭店
52 駿東田方 くるみ薬局
53 駿東田方 のあき薬局
54 駿東田方 ファミリーケア薬局
55 駿東田方 アリス薬局（函南町）
56 駿東田方 エンゼル薬局
57 駿東田方 函南鈴木薬局
58 駿東田方 函南薬局
59 駿東田方 天城薬局
60 駿東田方 うさぎ薬局　修善寺店
61 駿東田方 有限会社田方協立薬局
62 駿東田方 上沢薬局
63 駿東田方 アリス薬局今沢店
64 駿東田方 うさぎ薬局　長泉店
65 駿東田方 とくら薬局
66 駿東田方 ひらまつ薬局
67 駿東田方 アリス薬局大手町店
68 駿東田方 アリス薬局一本松店
69 駿東田方 つばさ薬局あしたか店
70 駿東田方 メイプル薬局　三島東町店
71 駿東田方 アリス薬局梅名店
72 駿東田方 かわせみ薬局
73 駿東田方 共創未来　春の木薬局
74 駿東田方 アリス薬局沼津駅北口店
75 駿東田方 さつき薬局
76 駿東田方 つばさ薬局寿町店
77 駿東田方 株式会社アサヒ函南薬局
78 駿東田方 つばさ薬局佐野店
79 駿東田方 あおぞら薬局
80 駿東田方 さくら薬局　沼津庄栄店
81 駿東田方 むすび薬局
82 駿東田方 つばさ深良薬局
83 駿東田方 きずな薬局徳倉店
84 駿東田方 アイセイ薬局原店
85 駿東田方 はあと薬局伊豆長岡店
86 駿東田方 有限会社香貫薬局
87 駿東田方 小島薬局筒井町店
88 駿東田方 ウエルシア薬局ルピア函南店
89 駿東田方 小島薬局本店
90 駿東田方 函南ベリー薬局
91 駿東田方 諏訪薬局　土肥店
92 駿東田方 諏訪薬局　月ヶ瀬店
93 駿東田方 おだいじに薬局広小路店
94 駿東田方 二葉薬局　沼津東原店
95 駿東田方 ウエルシア薬局　伊豆長岡駅前店
96 駿東田方 ローソンクオール薬局長泉本宿店
97 駿東田方 ファーマライズ薬局　沼津柳町店
98 駿東田方 ファーマライズ薬局　沼津店
99 駿東田方 ファーマライズ薬局　裾野店

100 駿東田方 メディオ薬局　高沢町店
101 駿東田方 メディオ薬局　添地町店
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102 駿東田方 メディオ薬局　八幡町店
103 駿東田方 メディオ薬局　米山町店
104 駿東田方 メディオ薬局　大岡日吉店
105 駿東田方 メディオ薬局　大岡下石田店
106 駿東田方 メディオ薬局　長沢店
107 駿東田方 メディオ薬局　柿田店
108 駿東田方 メディオ薬局　三島南町店
109 駿東田方 メディオ薬局　上香貫槇島町店
110 駿東田方 メディオ薬局　宮前町店
111 駿東田方 メディオ薬局　長泉本宿店
112 駿東田方 メディオ薬局　納米里駅前店
113 駿東田方 メディオ薬局　根古屋店
114 駿東田方 メディオ薬局　原店
115 駿東田方 メディオ薬局　若葉町店
116 駿東田方 メディオ薬局　伏見店
117 駿東田方 ながいずみ薬局
118 駿東田方 日本調剤　伊豆長岡薬局
119 駿東田方 さの薬局長伏
120 駿東田方 田方薬局
121 駿東田方 薬局だいち下土狩店
122 駿東田方 中土狩薬局
123 駿東田方 きずな薬局北上店
124 駿東田方 はなまる薬局下香貫馬場店
125 駿東田方 メイプル薬局　高沢店
126 駿東田方 はなまる薬局下香貫樋ノ口店
127 駿東田方 株式会社小島薬局在宅センター
128 駿東田方 有限会社あさひ薬局
129 駿東田方 アリス薬局（御殿場市）
130 駿東田方 おやま薬局
131 駿東田方 けやき薬局
132 駿東田方 あしがら薬局
133 駿東田方 アリス薬局　下宿店
134 駿東田方 アリス薬局八幡通り店
135 駿東田方 ウエルシア薬局御殿場新橋店
136 駿東田方 みなみ薬局
137 駿東田方 ファーマライズ薬局　ぐみ沢店
138 駿東田方 ハートフル薬局　新橋店
1 富士 ポプラ薬局小泉店
2 富士 アリス薬局
3 富士 エムハート薬局浅間本町店
4 富士 エムハート薬局たかね店
5 富士 稲垣薬局
6 富士 慧光薬局
7 富士 丘薬局
8 富士 株式会社フジイチ薬局比奈店
9 富士 くにくぼ薬局

10 富士 このみ薬局富士店
11 富士 さくら薬局
12 富士 塩坂薬局
13 富士 松栄堂薬局富士岡店
14 富士 すみれ薬局
15 富士 はなまる薬局
16 富士 ひまわり薬局松本店
17 富士 富士漢方薬局
18 富士 メイプル薬局富士駅南店
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19 富士 秋山薬局
20 富士 あさひ薬局
21 富士 エムハート薬局三園平店
22 富士 おくとう薬局
23 富士 クリエイトエス・ディー富士宮大宮店薬局
24 富士 ポプラ薬局西小泉店
25 富士 メイプル薬局
26 富士 メイプル薬局田中店
27 富士 メイプル薬局中央店
28 富士 わか葉薬局　三園平店
29 富士 わか葉薬局　淀平店
30 富士 わか葉薬局　芝川店
31 富士 メイプル薬局富士本町店
32 富士 メイプル薬局　瓜島店
33 富士 メイプル薬局　横割店
34 富士 薬局マツモトキヨシ富士吉原ＳＣ店
35 富士 はなまる薬局がっこう前店
36 富士 フジイチ薬局木の宮店
37 富士 小島薬局アツハラ店
38 富士 アクア薬局田子の浦店
39 富士 このみ薬局　広見店
40 富士 メイプル薬局前田町店
41 富士 平野薬局
42 富士 メイプル薬局　五貫島店
43 富士 そうごう薬局　富士南店
44 富士 イオン薬局　イオンスタイル富士宮
45 富士 なの花薬局　矢立町店
46 富士 宝珠薬局
47 富士 メイプル薬局上小泉店
48 富士 メイプル薬局松本店
49 富士 メイプル薬局　今泉店
50 富士 日本調剤蒲原薬局
51 富士 アンジュ薬局
52 富士 日本調剤富士高島薬局
53 富士 ひかり薬局
54 富士 アクア薬局　日の出町店
55 富士 うさぎ薬局　高島店
56 富士 メイプル薬局　富士見台入口店
57 富士 ひまわり薬局　比奈店
58 富士 レモン薬局富士店
59 富士 ａｂｃ薬局　富士宮店
60 富士 アリス薬局米之宮店
61 富士 杏林堂薬局　富士松岡店
62 富士 メイプル薬局石坂店
63 富士 メイプル薬局淀川店
64 富士 アイン薬局　富士吉原店
65 富士 ヒカリ薬局　富士店
66 富士 メイプル薬局野中店
67 富士 メイプル薬局瓜島西店
68 富士 ウエルシア薬局富士水戸島店
69 富士 アイセイ薬局富士天間店
70 富士 アイセイ薬局富士宮店
71 富士 杏林堂薬局富士厚原店
72 富士 ふじやま薬局
73 富士 ウエルシア薬局富士木の宮店
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74 富士 クロロ薬局
75 富士 メイプル薬局蓼原店
76 富士 大村薬局
77 富士 クオール薬局　横割店
78 富士 クオール薬局　富士北店
79 富士 ファーマライズ薬局　富士店
80 富士 ファーマライズ薬局　富士蓼原店
81 富士 メディオ薬局　大岩店
82 富士 メディオ薬局　石坂店
83 富士 小島薬局緑ヶ丘店
84 富士 メイプル薬局　永田町店
85 富士 ウエルシア薬局富士南町店
86 富士 アイセイ薬局富士錦町店
87 富士 ウエルシア薬局富士松野店
1 静岡 ＭＤちとせ薬局
2 静岡 ＭＤ下野薬局
3 静岡 Ｖ・ｄｒｕｇ　駿河敷地薬局
4 静岡 あい・ハート薬局　渋川店
5 静岡 あい・ハート薬局城北店
6 静岡 アイセイ薬局清水巴店
7 静岡 アイセイ薬局清水富士見店
8 静岡 あいらんど調剤薬局　新川店
9 静岡 アイリス薬局　北安東店

10 静岡 アイン薬局　丸子店
11 静岡 アイン薬局　静岡店
12 静岡 アイン薬局　長谷通店
13 静岡 あい薬局　瀬名店
14 静岡 あい薬局手越店
15 静岡 あおい薬局
16 静岡 あおぞら薬局
17 静岡 あおば薬局　紺屋町店
18 静岡 あおば薬局呉服町店
19 静岡 あおば薬局水道町店
20 静岡 あおば薬局中央店
21 静岡 あおば薬局登呂店
22 静岡 アケボノ薬局
23 静岡 アリス高松薬局
24 静岡 アリス薬局
25 静岡 ウエルシア薬局　新静岡セノバ店
26 静岡 ウエルシア薬局　清水庵原店
27 静岡 ウエルシア薬局　清水横砂店
28 静岡 ウエルシア薬局　清水下清水店
29 静岡 ウエルシア薬局　清水興津店
30 静岡 ウエルシア薬局　清水駒越店
31 静岡 ウエルシア薬局　清水高部店
32 静岡 ウエルシア薬局　清水三保店
33 静岡 ウエルシア薬局　清水小島店
34 静岡 ウエルシア薬局　清水折戸店
35 静岡 ウエルシア薬局　清水村松店
36 静岡 ウエルシア薬局　清水長崎店
37 静岡 ウエルシア薬局　清水天王店
38 静岡 ウエルシア薬局　清水北矢部店
39 静岡 ウエルシア薬局　清水北脇店
40 静岡 ウエルシア薬局　清水有東坂店
41 静岡 ウエルシア薬局　静岡あさはた店
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42 静岡 ウエルシア薬局　静岡エスパティオ店
43 静岡 ウエルシア薬局　静岡みずほ店
44 静岡 ウエルシア薬局　静岡葵の森店
45 静岡 ウエルシア薬局　静岡安東店
46 静岡 ウエルシア薬局　静岡羽鳥店
47 静岡 ウエルシア薬局　静岡駅アスティ店
48 静岡 ウエルシア薬局　静岡丸子店
49 静岡 ウエルシア薬局　静岡沓谷店
50 静岡 ウエルシア薬局　静岡高松店
51 静岡 ウエルシア薬局　静岡昭府店
52 静岡 ウエルシア薬局　静岡上足洗店
53 静岡 ウエルシア薬局　静岡西脇店
54 静岡 ウエルシア薬局　静岡川合店
55 静岡 ウエルシア薬局　静岡池田店
56 静岡 ウエルシア薬局　静岡中吉田店
57 静岡 ウエルシア薬局　静岡中原店
58 静岡 ウエルシア薬局　静岡中田店
59 静岡 ウエルシア薬局　静岡田町店
60 静岡 ウエルシア薬局　静岡北安東店
61 静岡 ウエルシア薬局　静岡柳町店
62 静岡 ウエルシア薬局静岡下川原店
63 静岡 ウエルシア薬局静岡瀬名店
64 静岡 うさぎ薬局　草薙店
65 静岡 エムハート薬局　おしきり店
66 静岡 エムハート薬局　しみず東店
67 静岡 エムハート薬局　見瀬店
68 静岡 エムハート薬局いりえおか店
69 静岡 エムハート薬局大岩店
70 静岡 オアシス薬局
71 静岡 おおつぼ薬局
72 静岡 グリーン薬局（葵区）
73 静岡 グリーン薬局（清水区）
74 静岡 このみ薬局駿河店
75 静岡 このみ薬局静岡店
76 静岡 さかえ薬局
77 静岡 さくらんぼ薬局
78 静岡 さつき薬局
79 静岡 しずおかクローバー薬局
80 静岡 すずらん薬局
81 静岡 すずらん薬局　曲金店
82 静岡 すずらん薬局　沓谷店
83 静岡 すずらん薬局ときわ店
84 静岡 すずらん薬局瀬名中央店
85 静岡 すずらん薬局大岩店
86 静岡 すずらん薬局中吉田店
87 静岡 すずらん薬局中村店
88 静岡 すずらん薬局東新田店
89 静岡 すずらん薬局由比店
90 静岡 すみれ薬局（駿河区）
91 静岡 たまち薬局
92 静岡 たんぽぽ薬局小鹿店
93 静岡 たんぽぽ薬局静岡日赤前店
94 静岡 つばさ薬局登呂店
95 静岡 デイジー薬局
96 静岡 とうかい薬局　二号店
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97 静岡 トマス薬局
98 静岡 とまと薬局　はとりパーク店
99 静岡 とまと薬局おおや店

100 静岡 はやい薬局
101 静岡 ひかり薬局
102 静岡 ファーマライズ薬局　柚木店
103 静岡 プラス調剤薬局
104 静岡 フラワー薬局新伝馬店
105 静岡 フラワー薬局池田店
106 静岡 フラワー薬局中田店
107 静岡 ふるしょう薬局
108 静岡 ふれあい薬局
109 静岡 ふれあい薬局　西脇店
110 静岡 ふれあい薬局本通店
111 静岡 フレンド薬局
112 静岡 ほりい薬局
113 静岡 みつば薬局
114 静岡 みつる薬局
115 静岡 みとみどう薬局
116 静岡 みなと薬局
117 静岡 みなと薬局音羽町店
118 静岡 みなと薬局木の下町店
119 静岡 やまぶん薬局
120 静岡 ユーアイ薬局
121 静岡 わかくさ薬局長田店
122 静岡 わかくさ薬局唐瀬店
123 静岡 わかくさ薬局東静岡店
124 静岡 庵原薬局
125 静岡 杏林堂薬局　清水三保店
126 静岡 杏林堂薬局　静岡山崎店
127 静岡 杏林堂薬局　静岡千代田店
128 静岡 杏林堂薬局　静岡大坪店
129 静岡 杏林堂薬局瀬名川店
130 静岡 杏林堂薬局静岡松富店
131 静岡 杏林堂薬局静岡鷹匠店
132 静岡 宇宙薬局
133 静岡 宮城薬局
134 静岡 敬順堂薬局
135 静岡 古庄からきや薬局　ヘルシーパーク
136 静岡 山喜薬局　稲川店
137 静岡 清水市民薬局
138 静岡 清水調剤薬局　桜ヶ丘店
139 静岡 石川薬局ゼフィルス
140 静岡 石川薬局曲金店
141 静岡 石川薬局沓谷店
142 静岡 石川薬局小鹿店
143 静岡 石川薬局北脇店
144 静岡 大坪２丁目薬局
145 静岡 中川薬局　小鹿店
146 静岡 朝陽薬局
147 静岡 辻本薬局曲金店
148 静岡 天神みつる薬局
149 静岡 東海道薬局
150 静岡 南矢部薬局
151 静岡 日本調剤桜ヶ丘薬局
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152 静岡 日本調剤静岡薬局
153 静岡 日本調剤追手町薬局
154 静岡 日本調剤殿沢薬局
155 静岡 木の下町薬局
156 静岡 薬局メディスン　中田みなみ店
157 静岡 薬局メディスン高松店
158 静岡 薬局メディスン静岡本店
159 静岡 薬局メディスン中田店
160 静岡 薬局メディスン長田店
161 静岡 薬局メディスン籠上店
162 静岡 有限会社タシロ薬局
163 静岡 有限会社ひじり薬局
164 静岡 有限会社やまうち薬局相生町店
165 静岡 有限会社石川薬局
166 静岡 鈴長薬局
167 静岡 鈴長薬局みずほ店
168 静岡 鈴長薬局一番町店
169 静岡 鈴長薬局水落店
170 静岡 鈴長薬局中町店
1 志太榛原 大井川ふれあい薬局
2 志太榛原 コスモ薬局
3 志太榛原 すばる薬局
4 志太榛原 中里薬局
5 志太榛原 中里薬局さくら店
6 志太榛原 西島薬局
7 志太榛原 メロン薬局
8 志太榛原 ユーカリ薬局
9 志太榛原 ゆりかもめ薬局

10 志太榛原 エルデ薬局
11 志太榛原 オオイ薬局高柳店
12 志太榛原 サンエイ薬局高洲店
13 志太榛原 はごろも薬局
14 志太榛原 堀之内薬局
15 志太榛原 わかくさ薬局高洲店
16 志太榛原 うんの薬局
17 志太榛原 嘉十薬局
18 志太榛原 五和薬局
19 志太榛原 島田くるみ薬局
20 志太榛原 島田中央薬局
21 志太榛原 高橋調剤薬局
22 志太榛原 たんぽぽ薬局島田店
23 志太榛原 成岡薬局井口店
24 志太榛原 ファミリー薬局
25 志太榛原 みなみ薬局
26 志太榛原 有限会社セリザワ薬局
27 志太榛原 有限会社はなみずき薬局
28 志太榛原 ゆう薬局
29 志太榛原 なごみ薬局
30 志太榛原 波津薬局
31 志太榛原 エムハート薬局　みのり店
32 志太榛原 上住吉薬局
33 志太榛原 サンエイ薬局吉田店
34 志太榛原 下片岡薬局
35 志太榛原 吉田南薬局
36 志太榛原 フラワー薬局初倉店
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37 志太榛原 わかくさ薬局　大富店
38 志太榛原 こころ薬局
39 志太榛原 あかね薬局
40 志太榛原 うさぎ薬局　白子店
41 志太榛原 サンエイ薬局高柳店
42 志太榛原 港薬局
43 志太榛原 エムハート薬局ふじえだ北店
44 志太榛原 株式会社大平薬局
45 志太榛原 なの花薬局　藤枝小石川店
46 志太榛原 六合ひがし薬局
47 志太榛原 みなと薬局　藤枝高洲店
48 志太榛原 ウエルシア薬局　焼津南店
49 志太榛原 ウエルシア薬局　焼津ねぎ島店
50 志太榛原 ウエルシア薬局　藤枝駿河台店
51 志太榛原 ウエルシア薬局藤枝青葉町店
52 志太榛原 ウエルシア薬局　島田道悦店
53 志太榛原 合同会社　みどりや薬局
54 志太榛原 みなと薬局　島田本通店
55 志太榛原 わかくさ薬局白子店
56 志太榛原 アイセイ薬局藤枝店
57 志太榛原 片岡薬局
58 志太榛原 さくら薬局藤枝駅前店
59 志太榛原 さくら薬局　藤枝大手店
60 志太榛原 さくら薬局焼津西小川店
61 志太榛原 さくら薬局　藤枝高柳店
62 志太榛原 りぼん薬局東町店
63 志太榛原 わかくさ薬局
64 志太榛原 げんき薬局
65 志太榛原 クローバー薬局
66 志太榛原 アイン薬局　小石川町店
67 志太榛原 サンエイ薬局　こがわ店
68 志太榛原 ウエルシア薬局　島田大津通店
69 志太榛原 マイ薬局
70 志太榛原 大覚寺薬局
71 志太榛原 えきまえ薬局
72 志太榛原 わかば薬局
73 志太榛原 プラスエム薬局瀬古店
74 志太榛原 在宅支援　すみれ薬局
1 中東遠 あすか薬局土方店
2 中東遠 うやま薬局
3 中東遠 エール薬局　富里店
4 中東遠 ききょう薬局浜岡店
5 中東遠 こぶた薬局宮脇
6 中東遠 さわやか薬局
7 中東遠 しらびょうし薬局
8 中東遠 つばさ薬局
9 中東遠 てんじん薬局

10 中東遠 なずな薬局
11 中東遠 フラワー薬局堀越店
12 中東遠 ヘルシー薬局
13 中東遠 まごころ薬局菊川店
14 中東遠 まごころ薬局大久保店
15 中東遠 まごころ薬局久能店
16 中東遠 まるや薬局久能店
17 中東遠 みつけ薬局
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18 中東遠 みつばち薬局
19 中東遠 みんなの薬局
20 中東遠 めぐみ漢方薬局
21 中東遠 ラビィダ菊川薬局
22 中東遠 わたしの薬局
23 中東遠 杏林堂薬局上岡田店
24 中東遠 杏林堂薬局袋井旭町店
25 中東遠 掛川中央薬局
26 中東遠 株式会社ＭＰみかの薬局
27 中東遠 株式会社ﾌｧﾙﾏﾁｱ クローバー薬局
28 中東遠 菊川みなみ薬局
29 中東遠 秋桜薬局
30 中東遠 小笠薬局
31 中東遠 小西薬局堀之内店
32 中東遠 小嶋薬局浅羽店
33 中東遠 神谷薬局竜洋西店
34 中東遠 杉浦薬局
35 中東遠 川崎屋あすなろ森川薬局
36 中東遠 前田薬局
37 中東遠 大阪屋薬局大藤店
38 中東遠 中宿薬局
39 中東遠 南山堂薬局小笠店
40 中東遠 南山堂薬局平田店
41 中東遠 磐田センター薬局
42 中東遠 平和堂薬局
43 中東遠 薬局フォーリア豊田店
44 中東遠 有限会社ハカマダ薬局
45 中東遠 有限会社横山薬局
46 中東遠 松尾薬局
47 中東遠 森川薬局  月見の里店
48 中東遠 立野薬局
49 中東遠 あい薬局
50 中東遠 エール薬局　豊田店
51 中東遠 エール薬局　立野店
52 中東遠 エムハート薬局オオサカヤ店
53 中東遠 エムハート薬局長谷店
54 中東遠 とつか薬局
55 中東遠 なかはら薬局
56 中東遠 なかはら薬局　池新田店
57 中東遠 なかはら薬局浜岡店
58 中東遠 ひまわり薬局
59 中東遠 プラム薬局
60 中東遠 まめお薬局
61 中東遠 みつは薬局
62 中東遠 よこの薬局
63 中東遠 杏林堂薬局　西貝塚店
64 中東遠 杏林堂薬局掛川葛ケ丘店
65 中東遠 健康第一薬局
66 中東遠 南山堂薬局横須賀店
67 中東遠 あすか薬局　磐田南店
68 中東遠 あすか薬局大坂店
69 中東遠 このみ薬局　掛川インター店
70 中東遠 健康第一薬局　富士見町店
1 西部 アイン薬局浜松中央店
2 西部 あい薬局小池店
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3 西部 あおい薬局中央店
4 西部 あすか薬局和合店
5 西部 いなば薬局
6 西部 えびつか薬局
7 西部 おおぞら薬局
8 西部 くすり東海堂薬局
9 西部 くまがい薬局

10 西部 さわい薬局
11 西部 そうで薬局
12 西部 ドレミ薬局
13 西部 どんぐり薬局
14 西部 ハート薬局
15 西部 はやし薬局
16 西部 ひまわり薬局
17 西部 ひまわり薬局気賀店
18 西部 ふれあい薬局
19 西部 みかん薬局
20 西部 レモン薬局ハート店
21 西部 レモン薬局見三方原店
22 西部 杏林堂薬局聖隷住吉病院前店
23 西部 杏林堂薬局富塚店
24 西部 古見薬局
25 西部 笹田薬局
26 西部 中条つばめ薬局
27 西部 長谷川薬局
28 西部 天王あきは薬局
29 西部 天竜グリーン薬局
30 西部 日本調剤住吉薬局
31 西部 品川薬局萩丘店
32 西部 薬局フォーリア将監店
33 西部 有限会社回春堂薬局
34 西部 アイセイ薬局コスモス店
35 西部 アイセイ薬局湖東店
36 西部 アイセイ薬局三方原店
37 西部 あすなろ薬局
38 西部 アトム薬局
39 西部 あるぷす薬局　上島本店
40 西部 アンク薬局
41 西部 ウエルシア薬局　浜松医大前店
42 西部 クリエイト薬局　浜松南浅田店
43 西部 さくら薬局浜松幸店
44 西部 ささがせ薬局
45 西部 つづき薬局
46 西部 フタバ薬局
47 西部 やくろう薬局
48 西部 ヤマグチ薬局
49 西部 やまと薬局三和店
50 西部 わかくさ薬局
51 西部 杏林堂薬局　遠州病院前店
52 西部 杏林堂薬局　於呂店
53 西部 杏林堂薬局　小豆餅店
54 西部 杏林堂薬局エキマチ店
55 西部 杏林堂薬局姫街道店
56 西部 杏林堂薬局和田店
57 西部 四季平安堂薬局
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58 西部 初生薬局
59 西部 半田町薬局
60 西部 薬局フォーリア小池店
61 西部 あおい薬局住吉店
62 西部 アクト薬局　上島店
63 西部 あるぷす薬局於呂店
64 西部 さかえ薬局
65 西部 さんさん薬局
66 西部 ひらの薬局
67 西部 レイズ佐久間薬局
68 西部 渥美薬局
69 西部 杏林堂薬局　新津店
70 西部 杏林堂薬局　浜北店
71 西部 杏林堂薬局　有玉南町店
72 西部 杏林堂薬局上島駅前店
73 西部 杏林堂薬局新居店
74 西部 西ヶ崎グリーン薬局
75 西部 大阪堂薬局　和合店

668機関


