
指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（薬局） 令和4年7月現在

No 区 医療機関名称 医療機関所在地
1 東灘区 あじさい薬局 東灘区森南町1-5-1
2 東灘区 スギ薬局 岡本店 東灘区岡本1-11-36ユニハイム岡本1F
3 東灘区 ウエルシア薬局神⼾岡本店 東灘区岡本1-3-20
4 東灘区 岡本グローバル薬局 東灘区岡本1-6-12有本ビル1F
5 東灘区 アサヒ薬局 岡本店 東灘区岡本1-8-6-1F
6 東灘区 完誠堂薬局 岡本店 東灘区岡本2-15-3
7 東灘区 アピス薬局岡本店 東灘区岡本2-5-5サクセス岡本ビル１F
8 東灘区 ⻄岡本薬局 東灘区岡本2-7-13アルンハイム岡本1F
9 東灘区 あおぞら薬局 東灘区岡本2-8-6ダイヤガーデン101号

10 東灘区 かもめ薬局 岡本店 東灘区岡本3-7-9ラヴィール岡本1A
11 東灘区 日本調剤 甲南薬局 東灘区鴨子ヶ原1-5-16
12 東灘区 かもめ薬局 御影健康館 東灘区鴨子ヶ原1-5-16
13 東灘区 阪神調剤薬局 阪神センター店 東灘区⿂崎⻄町2-3-31F
14 東灘区 有限会社 第一薬局 東灘区⿂崎中町3-5-15
15 東灘区 阪神調剤薬局 ⿂崎店 東灘区⿂崎中町４丁目６番１５号
16 東灘区 薬局人丸ファーマシー住吉川 東灘区⿂崎南町5-13-1⿂崎メディカルビル1階
17 東灘区 阪神調剤薬局 ⿂崎南町店 東灘区⿂崎南町8-12-17
18 東灘区 完誠堂薬局 ⿂崎店 東灘区⿂崎北町2-2-27-103
19 東灘区 ウエルシア薬局 神⼾⿂崎北町店 東灘区⿂崎北町5-1-4
20 東灘区 ホスミック調剤薬局 東灘区御影1-14-25メビウスビル01号
21 東灘区 六甲グローバルファーマシー薬局 東灘区御影1-14-33
22 東灘区 薬局ジャパンファーマシー 御影駅前店 東灘区御影2-2-10御影⻄海ビル1F
23 東灘区 オーダー薬局 御影店 東灘区御影2-32-10
24 東灘区 薬局ジャパンファーマシー 御影店 東灘区御影郡家2-16-15
25 東灘区 御影ゆーあい薬局 東灘区御影山手1-4-9クリニックイムーブルK1F
26 東灘区 御影グローバルファーマシー薬局 東灘区御影中町1-14-10
27 東灘区 薬局プレミアムファーマシー 東灘区御影中町1-16-20ポラリス御影1F
28 東灘区 東御影グローバル薬局 東灘区御影中町1-6-13
29 東灘区 阪神調剤薬局 御影店 東灘区御影中町1-7-20トラスティ―御影
30 東灘区 スギ薬局 石屋川店 東灘区御影塚町4-11-20
31 東灘区 スギ薬局 御影店 東灘区御影本町2-6-10デイリーカナートイズミヤ御影店内
32 東灘区 ライフォート阪神御影駅南薬局 東灘区御影本町4-10-1田中屋本店阪神御影駅南ビル1F
33 東灘区 ココカラファイン薬局 阪神御影駅南店 東灘区御影本町4-7-13御影駅前ビル1階
34 東灘区 阪神調剤薬局 みかげ南店 東灘区御影本町4-9-17
35 東灘区 ココカラファイン薬局 ビエラ御影店 東灘区御影本町４丁目１０−１
36 東灘区 かるがも薬局 アイランド店 東灘区向洋町中1-14イーストコート2番街105
37 東灘区 かもめ薬局 六甲アイランド店 東灘区向洋町中2-11シティモール2Ｆ
38 東灘区 阪神調剤薬局 六甲アイランド店 東灘区向洋町中2-13アーバングルメポート2F-2Ⅰ
39 東灘区 日本調剤 六甲アイランド薬局 東灘区向洋町中2-13シェラトンスクエア2F
40 東灘区 なの花薬局六甲アイランド向洋町店 東灘区向洋町中3-2-2RIC医療・介護ステーション101号室
41 東灘区 ダイエー六甲アイランド店薬局 東灘区向洋町中５−１５
42 東灘区 ヒロセ薬局 東灘区向洋町中5-15リバーモールウェスト1階417号
43 東灘区 阪神調剤薬局 向洋町店 東灘区向洋町中7-1-5六甲アイランドウエストコート11-106
44 東灘区 調剤薬局マリーン 甲南店 東灘区甲南町3-6-15アライブケイ1F
45 東灘区 甲南みつるぎ薬局 東灘区甲南町3-8-26
46 東灘区 祥漢堂薬局 住吉店 東灘区住吉宮町３−８−５
47 東灘区 住吉南グローバルファーマシー薬局 東灘区住吉宮町4-4-1-205
48 東灘区 宝鑑堂薬局 東灘区住吉宮町6-13-1
49 東灘区 グッドプラン薬局 住吉店 東灘区住吉宮町6‐14‐17
50 東灘区 調剤薬局ファーマシー住吉 東灘区住吉東町4-7-27ラファエラ浅野ビル1F
51 東灘区 なの花薬局 神⼾住吉店 東灘区住吉本町1-1-2JR住吉駅NKビル2階
52 東灘区 東神⼾薬局 ひかり店 東灘区住吉本町1-24-22シャトー住吉1F-4
53 東灘区 住吉ゆーあい薬局 東灘区住吉本町1-7-2石橋ビル3F
54 東灘区 住吉グローバル薬局 東灘区住吉本町1-7-3-1S.T.Y1F
55 東灘区 おひさま薬局 東灘区⿂崎北町5-9-26
56 東灘区 住吉赤壁薬局 東灘区住吉本町2-13-15
57 東灘区 日本調剤 住吉駅前薬局 東灘区住吉本町2-13-16ｸﾞﾗﾝﾌｫｰﾚ住吉1階
58 東灘区 東神⼾薬局 東灘区住吉本町2-19-29
59 東灘区 阪神調剤薬局 住吉川店 東灘区住吉本町3-4-15インターメディックビル1F-2
60 東灘区 サザンヘルム調剤薬局 東灘区森南町1-12-19
61 東灘区 ひかり薬局 東灘店 東灘区森南町1-6-2F甲南山手ビル101
62 東灘区 森南町さくら薬局 東灘区森南町2-1-10
63 東灘区 完誠堂薬局 甲南山手店 東灘区森南町3-3-23-103
64 東灘区 アール調剤薬局 東灘区森北町１−７−１３
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65 東灘区 キリン堂薬局 甲南山手店 東灘区森北町２−２−１９キリン堂クリニックモール１階
66 東灘区 アップ調剤深江北町薬局 東灘区深江北町2-12-17
67 東灘区 しかのこ薬局 東灘区深江北町2-7-5コンフォート芦屋⻄１F
68 東灘区 スギ薬局 阪神深江店 東灘区深江北町3-4-19
69 東灘区 楠公堂調剤薬局 深江店 東灘区深江北町3-4-22深江ハイツ103
70 東灘区 命門堂薬局 東灘区深江北町4-4-8
71 東灘区 薬局ピグレットファーマシー 東灘区⻄岡本1-5-11
72 東灘区 川北薬局 東灘区⻘⽊6-4-19
73 東灘区 調剤薬局健康堂 東灘区⻘⽊6-6-16-103
74 東灘区 本山ゆーあい薬局 東灘区田中町1-11-20小松グリーンビルディング1F
75 東灘区 共栄薬局 東灘区田中町1-13-22-106
76 東灘区 オレンジ薬局 摂津本山店 東灘区田中町1-14-23-106
77 東灘区 ドリーム薬局 摂津本山店 東灘区田中町1-8-20本山駅前ビル1F
78 東灘区 完誠堂薬局 東灘区田中町3-10-261F
79 東灘区 完誠堂薬局 甲南店 東灘区田中町3-1-4１F
80 東灘区 浩征薬局 東灘区田中町4-6-7ハイマート東灘108
81 東灘区 阪神調剤薬局 ⻘⽊店 東灘区北⻘⽊2-6-12-102
82 東灘区 学が丘薬局 東灘店 東灘区北⻘⽊2-6-4-1Ｆ
83 東灘区 ペガサス東灘薬局 東灘区北⻘⽊2-6-4北⻘⽊ハイツ１階
84 東灘区 ステラ調剤薬局 北⻘⽊店 東灘区北⻘⽊3-20-29-106
85 東灘区 ステラ調剤薬局 ⻘⽊駅前店 東灘区北⻘⽊3-3-7
86 東灘区 おおぎ調剤薬局 東灘区北⻘⽊３丁目５−１０
87 東灘区 サエラ薬局 たんぽぽ店 東灘区本山中町3-1-14ローテローゼ本山1F
88 東灘区 れいわ薬局 本山店 東灘区本山中町3-1-4ハイツ本山102
89 東灘区 本山薬局 東灘区本山中町4-1-1
90 東灘区 そらまめ薬局 東灘区本山中町4-2-8サンヴィラ本山パートⅠ102
91 東灘区 調剤薬局マリーン 本山店 東灘区本山南町2-13-1
92 東灘区 スギ薬局 本山南店 東灘区本山南町5-2-3
93 東灘区 甲南グローバル薬局 東灘区本山南町8-5-29マンション向洋1F-C
94 東灘区 サンビル調剤薬局 東灘区本山南町9-7-26サンビルディング1階
95 東灘区 ニッコーファーマシー薬局 東灘区本山南町9-8-37ナカタカナモノビル102
96 東灘区 なごみ薬局 東灘区本山北町3-7-7サザンクロス岡本101
97 東灘区 アップ薬局 東灘区本庄町1-15-12
98 東灘区 甲南光薬局 東灘区本庄町3-10-2ハートランド甲南102
99 東灘区 マリン薬局 東灘区向洋町中2-10六甲アイランドビル204号室

100 東灘区 わかば薬局 東灘区御影本町2-6-10デイリーカナートイズミヤ御影店
101 東灘区 日本調剤 住吉本町薬局 東灘区住吉本町2-13-7LAFFICE住吉本町101号
102 灘区 あじさい薬局 灘区神ノ⽊通3-6-23-101
103 灘区 アスク薬局 灘区八幡町1-9-7ボヌール六甲１F
104 灘区 エビラ薬局 灘区六甲町1-6-18
105 灘区 アイビー薬局 灘区2-4-15
106 灘区 スギ薬局 六甲道調剤店 灘区永手町２−１−５
107 灘区 メディオ薬局永手町店 灘区永手町3-2-17ストゥディオダマダ01
108 灘区 薬局ロイヤルファーマシー 灘区永手町5-8-12-1F
109 灘区 六甲道タツキ薬局 灘区永手町5-8-19アレス六甲1F
110 灘区 コーヨー調剤薬局 灘区王子町1-1-19
111 灘区 ヒエダ薬局 灘区岸地通5-1-4真幸ビル1F
112 灘区 アルカ岩屋調剤薬局 灘区岩屋中町4-2-7シマブンBBプラザ内2F203・204
113 灘区 ハーバー薬局 灘店 灘区岩屋北町5-1-11田甫ビル2F
114 灘区 薬局ジャパンファーマシー灘駅前店 灘区岩屋北町7-3-1
115 灘区 ペガサス灘薬局 灘区記田町3-2-29
116 灘区 コクミン薬局 阪急六甲店 灘区宮山町３−１−２５六甲阪急ビルＢ１
117 灘区 ビオラ調剤薬局 灘区宮山町3-3-1阪急六甲駅前ビル
118 灘区 阪神調剤薬局 六甲ファーマシー店 灘区宮山町3-3-44
119 灘区 しろくま薬局 灘区高羽町2-10-13山中ビルB棟B1
120 灘区 タカハ薬局Ⅱ 灘区高徳町5-1-7
121 灘区 タカハ薬局 灘区高徳町6-3-24
122 灘区 アイン薬局 六甲店 灘区桜ケ丘町3-23
123 灘区 さくらんぼ調剤薬局 六甲店 灘区桜ケ丘町8-3
124 灘区 ブライト薬局 灘区桜ヶ丘町８番３
125 灘区 コスモス薬局 パニエ六甲店 灘区桜口町3-1-1
126 灘区 薬局ポートファーマシーPARTⅢ 灘区桜口町3-2-6
127 灘区 よつば薬局 六甲店 灘区桜口町4-5-12
128 灘区 こまち薬局 灘区篠原南町2-4-3
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129 灘区 カメイ調剤薬局 神⼾六甲店 灘区篠原北町3-10-3
130 灘区 かつはら薬局 灘店 灘区篠原北町3-11-15
131 灘区 アスク薬局 海星店 灘区篠原北町３丁目９−１４
132 灘区 仁恵会薬局 灘区篠原本町1-2-7六甲コートハウス1階
133 灘区 灘ひかり薬局 灘区上野通4-4-19
134 灘区 阪神調剤薬局 六甲道店 灘区森後町2-2-22-106
135 灘区 オレンジ薬局 六甲道店 灘区森後町2-3-2-101
136 灘区 フォレスタ薬局 灘区森後町3-1-5
137 灘区 ABC薬局 灘区深田町3-1-24
138 灘区 シンワ薬局水道筋店 灘区水道筋4-3-6ル・ブーケ1階
139 灘区 みしまサンコー堂薬局 灘区水道筋5-2-18三光ビル101
140 灘区 スギ薬局 水道筋店 灘区水道筋5-2-4
141 灘区 ユーアイ薬局 水道筋店 灘区水道筋5-5-2セイントビル1F
142 灘区 水道筋薬局 灘区水道筋６−３−１アイメディカルビル１０１
143 灘区 よつば薬局 灘区水道筋6-5-11エクシブ王子公園1階
144 灘区 いずみ薬局 灘区泉通1-4-11
145 灘区 薬局ジャパンファーマシー 灘泉通店 灘区泉通6-2-16
146 灘区 大学堂薬局 灘区船寺通1-1-18
147 灘区 大石駅前薬局 灘区船寺通1-2-19
148 灘区 ビーンズ薬局 灘区曾和町2-1-4
149 灘区 セイワ薬局 灘区倉石通3-1-25
150 灘区 スマイル薬局 灘区岩屋北町5-1-31
151 灘区 スギ薬局 大石店 灘区大石東町5-4-14
152 灘区 プラス薬局 灘区中原通１−４−５
153 灘区 シンワ薬局中央筋店 灘区中原通2-1-31階
154 灘区 足立調剤薬局 灘区中原通4-1-1-102
155 灘区 みしま薬局 中原店 灘区中原通6-2-25
156 灘区 なでしこ薬局 鶴甲店 灘区鶴甲３−１３−２２
157 灘区 くすのき調剤薬局 灘区天城通3-7-21
158 灘区 徳井調剤薬局 灘区徳井町3-3-3
159 灘区 タツキクローバー薬局 灘区徳井町5-1-1ファミリーハイツ徳井103
160 灘区 テンヤクドー薬局 灘店 灘区灘北通10-1-9
161 灘区 りんどう薬局 灘区灘北通5-5-1麻耶クリニックビル102
162 灘区 薬局ジャパンファーマシー 灘店 灘区灘北通５−８−１２
163 灘区 プラザ薬局 ＪＲ摩耶店 灘区灘北通５−９−１ＪＲ摩耶駅ＮＫビルＪＲ摩耶クリニックモール１階
164 灘区 楠丘薬局 灘区楠丘町5-6-7-六甲マンション⻄棟1階
165 灘区 薬局ポートファーマシーPARTⅡ 灘区八幡町1-5-6
166 灘区 太田薬局 灘区八幡町2-3-8
167 灘区 ユーアイ薬局 灘区八幡町2-8-7セントビル1F
168 灘区 ワタナベ薬局 灘区備後町3-1-9パーソナルハイツ1F
169 灘区 りんご薬局 灘区備後町4-1-1ウェルブ六甲道3番街1番館301-8
170 灘区 六甲道駅前薬局 灘区備後町5-3-1ウエルブ六甲道1番街1F
171 灘区 うさ薬局 灘区福住通３丁目２番１１号
172 灘区 ペガサス⻄灘薬局 灘区福住通4-5-9コートハウスITO1F
173 灘区 カワセミ薬局 灘区福住通４−５−９コートハウスＩＴＯ１階
174 灘区 サツマ薬局 HAT神⼾店 灘区摩耶海岸通2-3-3-104
175 灘区 ハーバー薬局 新在家店 灘区友田町3-2-7-1Ｆ
176 灘区 ライフ薬局 灘区友田町4-2-4-1F
177 灘区 きずな薬局 六甲道店 灘区六甲町１丁目２−１８１Ｆ
178 灘区 つばさ薬局 灘区岩屋北町7-1-30ラ・メルベーユ101
179 灘区 ひまわり薬局 灘区深田町3-1-16
180 灘区 光和調剤薬局 灘区大石東町4-5-18
181 灘区 薬局エビラファーマシー 灘区森後町2-3-13-101
182 中央区 あじさい薬局 中央区下山手通5-12-17
183 中央区 エビラ薬局 中央区中山手通1-5-13
184 中央区 コスモ薬局 中央区雲井通6-1-5コスモビル2F
185 中央区 こもれび薬局 中央区旭通4-1-2-2-104
186 中央区 スギ薬局 三宮旭通店 中央区旭通4-1-4シティタワープラザ2F
187 中央区 なの花薬局 神⼾旭通店 中央区旭通4-1-4シティタワープラザ3F
188 中央区 サンドラック三宮旭通薬局 中央区旭通５丁目１−６
189 中央区 イソガミ薬局 中央区磯上通8-1-8
190 中央区 三宮南薬局 中央区磯辺通3-2-11三宮ファーストビル1F
191 中央区 ダイエー神⼾三宮店薬局 中央区雲井通６丁目１−１５サンシティビル１階
192 中央区 フラワー薬局三宮店 中央区雲井通８丁目
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193 中央区 元町タツキ薬局 中央区栄町通2-10-4-101
194 中央区 瀧川薬局 トアロード店 中央区下山手通2-13-11-102号
195 中央区 みやこ調剤薬局 元町店 中央区下山手通５丁目７−７
196 中央区 生田調剤薬局 中央区下山手通9-1-3
197 中央区 アルカ宇治川薬局 中央区下山手通9-1-5大倉山イーストビル1F
198 中央区 新神⼾コトノハコ薬局 中央区加納町1-3-2コトノハコ神⼾1階1E-02A
199 中央区 ローズマリー調剤薬局 中央区加納町2-10-15穂高ビル1F
200 中央区 宝生薬局 中央区加納町4-10-22
201 中央区 薬局アメリカンファーマシーＥＫＩＺＯ神⼾三宮店 中央区加納町４−２−１ＥＫＩＺＯ神⼾三宮１階
202 中央区 フラワー薬局 中央区加納町6-6-1
203 中央区 はっとり薬局 中央区花隈町25-5
204 中央区 サエラ薬局 灘店 中央区割塚通3-1-3
205 中央区 いこい薬局 中央区割塚通6-2-10
206 中央区 柳筋薬局 中央区旗塚通5-3-3
207 中央区 大倉山薬局 中央区橘通4-2-161F
208 中央区 エムハート薬局 京町店 中央区京町７０
209 中央区 阪神調剤薬局 三宮店 中央区琴ノ緒町4-3-13オリバー三宮ビル1F
210 中央区 薬局グリーンファーマシー 中央区琴ノ緒町5-3-5-115
211 中央区 ユタカ調剤薬局新神⼾店 中央区熊内橋通7-1-13神⼾芸術センタービル4階
212 中央区 さふらん薬局 中央区熊内町4-8-20
213 中央区 新神⼾グローバル薬局 中央区熊内町5-1-8
214 中央区 ⻄村蘭更堂薬局 中央区元町通1-8-15
215 中央区 阪神調剤薬局 元町店 中央区元町通1-9-5
216 中央区 クロス薬局 中央区元町通２−８−１４１０５
217 中央区 神⼾元町調剤薬局 中央区元町通3-1-20元町MKビル1階
218 中央区 ドクトル薬局 中央区元町通3-4-13
219 中央区 あなたの街の薬局 神⼾元町店 中央区元町通4-6-2ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽみなと元町Ⅱ1階
220 中央区 中村薬局 中央区元町通5-7-26KIKI神⼾元町１F
221 中央区 だるま堂薬局 中央区古湊通1-1-1ヌーベルダルマビル1F
222 中央区 マリーンハート薬局 中央区吾妻通5-2-20賀川記念館1A
223 中央区 生田川薬局 中央区吾妻通6-4-17岩谷ハイツ1F
224 中央区 ごこう薬局 中央区御幸通6-1-15御幸ビル1階103号
225 中央区 チェリー調剤薬局 ポートアイランド店 中央区港島中町3-1-2ポートアベニュー2F
226 中央区 かもめ薬局 中央区港島中町3-2-6エバーグリーンポートアイランド１階
227 中央区 日本調剤 みなとじま薬局 中央区港島中町4-6-2
228 中央区 のぞみ薬局 中央区港島中町6-14ポートピアプラザＨ棟102
229 中央区 シミズ調剤薬局中央市⺠病院前店 中央区港島中町8-4-3
230 中央区 アイン薬局ポートアイランド店 中央区港島中町8-5-1
231 中央区 みどり薬局 ポートアイランド店 中央区港島中町8-6-6ポートアイランドセンタースクエア2Ｆ-1
232 中央区 フタツカ薬局 中央市⺠病院前 中央区港島南町２−１−１１
233 中央区 日本調剤 ポートアイランド薬局 中央区港島南町2-1-11-203
234 中央区 アルカ中央市⺠病院前薬局 中央区港島南町2-1-11市⺠病院前ビル202
235 中央区 【廃止】調剤薬局マツモトキヨシ阪急春日野道駅前店 中央区国香通1-1-1グランディア阪急春日野道駅前1F
236 中央区 ハーバー薬局 中央区東川崎町7-3-5
237 中央区 ぽぷら薬局 中央区三宮町1-10-1神⼾交通センタービル6F
238 中央区 阪神調剤薬局 三宮センター街店 中央区三宮町1-4-1京町WEST-KビルB1
239 中央区 元気薬局 さんﾌﾟﾗｻﾞ店 中央区三宮町1-8-1-307
240 中央区 アルファ薬局三宮店 中央区三宮町2-11-1三宮センタープラザ⻄館7階706号室
241 中央区 三宮ハート薬局 中央区三宮町2-5-1三宮ハートビル5F
242 中央区 阪神調剤薬局 灘東店 中央区上筒井通5-1-8
243 中央区 サンワ薬局 中央区神若通6-1-21神若サカエマンション1F
244 中央区 カモミール調剤薬局 中央区生田町1-2-20アーバンルネッサンス新神⼾101
245 中央区 アルカ新神⼾薬局 中央区生田町1-4-1ショダリ21E102
246 中央区 潤心堂薬局 中央区相生町1-2-14
247 中央区 アイン薬局 神⼾駅店 中央区相生町3-1-2ビエラ神⼾内
248 中央区 さくら薬局 神⼾駅⻄店 中央区相生町4-7-21
249 中央区 さくら薬局 神⼾相生店 中央区相生町5-16-8
250 中央区 こはく薬局 中央区多聞通２−１−１２三江会館ビル６階Ｂ室
251 中央区 さら薬局 中央区中山手通1-23-2山内ビル1階
252 中央区 ハーブ薬局 中央区磯上通３丁目１−２９
253 中央区 エール薬局 中山手通店 中央区中山手通3-14-61階
254 中央区 アイン薬局 中山手通店 中央区中山手通7-5-10紺田ビル10１
255 中央区 スギ薬局 神⼾駅前店 中央区中町通3-2-15ライフ神⼾駅前店2F
256 中央区 ハーブ薬局 中央区港島中町2-1-13ポーアイ北埠頭ビル２F
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257 中央区 ポラム薬局 中央区東雲通1-3-18
258 中央区 よつば薬局 春日野店 中央区東雲通４−２３ｋʻｓｃｏｕｒｔ１０２号室
259 中央区 神⼾ロイヤル薬局 中央区東川崎町1-3-3神⼾ハーバーランドセンタービル1F
260 中央区 薬局ジャパンファーマシー 神⼾ハーバー店 中央区東川崎町1-7-4ハーバーランドダイヤニッセイビル7F
261 中央区 神⼾みなと薬局 中央区東川崎町1-8-1プロメナ神⼾305号
262 中央区 金太郎薬局春日野道店 中央区筒井町1-2-4
263 中央区 キリン堂薬局 大倉山店 中央区楠町３丁目神⼾地下鉄大倉山駅構内
264 中央区 くすのき薬局 中央区楠町5-4-16-101
265 中央区 ユタカ調剤薬局 生田川店 中央区日暮通６丁目４−１３サンパークハイツ１階
266 中央区 タカサゴ薬局 中央区八雲通3-3-15-115八雲ビル1F
267 中央区 スギ薬局 三宮店 中央区八幡通３−１−１４
268 中央区 アイ薬局 三宮店 中央区八幡通3-2-5IN東洋ビル地下1F
269 中央区 ハートプラス薬局 中央区八幡通４−１−１５
270 中央区 ライフ調剤薬局 三宮店 中央区八幡通4-1-38東洋ビル302号
271 中央区 さくら薬局 神⼾布引店 中央区布引町3-1-7
272 中央区 県庁前ハートフル薬局 中央区北⻑挟通４−６−１５リンズエムディ神⼾元町１階
273 中央区 鯉川中央薬局 中央区北⻑狭通３−７−３
274 中央区 げんき薬局 神⼾元町店 中央区北⻑狭通4-6-15リンズエムディ神⼾元町1F
275 中央区 神⼾元町ハートフル薬局 中央区北⻑狭通4-6-7
276 中央区 元町いちご薬局 中央区北⻑狭通5-5-22-101
277 中央区 阪神調剤薬局 神⼾店 中央区北⻑狭通5-6-6
278 中央区 株式会社 サツマ薬局 中央区北⻑狭通7-3-10
279 中央区 祥漢堂薬局 野崎通店 中央区野崎通３−３−２７
280 中央区 薬局ジャパンファーマシー ⻘谷店 中央区野崎通3-3-30リブレ⻘谷1F
281 中央区 阪神調剤薬局 神⼾日赤前店 中央区脇浜海岸通1-4-10
282 中央区 そうごう薬局 HAT神⼾店 中央区脇浜海岸通2-2-3
283 中央区 ＨＡＴ神⼾薬局 中央区脇浜海岸通２−３−５
284 中央区 阪神調剤薬局 神鋼店 中央区脇浜町１−４−４７
285 中央区 日本調剤 新神⼾薬局 中央区籠池通4-1-11
286 中央区 ドリーム薬局 籠池店 中央区籠池通4-1-14
287 中央区 サンミ調剤薬局 中央区籠池通5-3-21
288 中央区 みどり薬局 中央区八雲通6-2-15
289 中央区 阪神調剤薬局 神大店 中央区楠町6-13-24
290 中央区 みやこ調剤薬局 中央区北⻑狭通5-7-13
291 兵庫区 クオール薬局 神⼾店 兵庫区材⽊町1-2三栄ビル1-A
292 兵庫区 なでしこ薬局 兵庫区東山町3-2-11
293 兵庫区 ひまわり薬局 兵庫区荒田町3-2-16
294 兵庫区 ユタカ調剤薬局兵庫店 兵庫区羽坂通4-1兵庫駅前ビル1F
295 兵庫区 スカイ兵庫薬局 兵庫区永沢町3-2-21
296 兵庫区 はるか薬局 兵庫区駅前通1-2-1アルバビル1F
297 兵庫区 ココカラファイン薬局兵庫駅前店 兵庫区駅前通1-2-1アルバビル1階
298 兵庫区 ほのか薬局 兵庫区駅前通1-3-22リエトコート兵庫1F
299 兵庫区 すずらん薬局 神⼾店 兵庫区駅前通5-3-20K･Fビル1F
300 兵庫区 さくら薬局 兵庫駅前店 兵庫区駅南通1-2-341階
301 兵庫区 フロンティア薬局 兵庫駅前店 兵庫区駅南通１丁目２−２４
302 兵庫区 さくら薬局 兵庫駅南通店 兵庫区駅南通2-2-30
303 兵庫区 キリン堂薬局 兵庫南店 兵庫区駅南通３−４−５
304 兵庫区 兵庫駅コクミン薬局 兵庫区駅南通5-3-1
305 兵庫区 あけぼの薬局 神⼾大学前店 兵庫区下祇園町1-8
306 兵庫区 みゆき薬局 兵庫区下祇園町36-11
307 兵庫区 兵庫タツキ薬局 兵庫区下沢通3-1-251F
308 兵庫区 薬局フジファーマシー 兵庫区下沢通6-1-29
309 兵庫区 サポート薬局 兵庫区下沢通７丁目１−３１
310 兵庫区 夢野グローバル薬局 兵庫区菊水町10-39-222F
311 兵庫区 グッドプラン薬局 菊水町店 兵庫区菊水町10-9-20-1
312 兵庫区 アップルプラス薬局 兵庫区菊水町5-3-1
313 兵庫区 フタツカ薬局 兵庫店 兵庫区金平町１−１９−１６１階
314 兵庫区 オレンジ薬局 兵庫店 兵庫区荒田町1-10-25
315 兵庫区 オーダー薬局 湊川店 兵庫区荒田町1-5-6
316 兵庫区 阪神調剤薬局 神緑北店 兵庫区荒田町3-11-16
317 兵庫区 阪神調剤薬局 神緑店 兵庫区荒田町3-11-19
318 兵庫区 神⼾中央薬局 兵庫区荒田町3-11-191F
319 兵庫区 コクミン薬局 神大病院前店 兵庫区荒田町3-12-15
320 兵庫区 慈恵薬局 兵庫区荒田町3-12-16
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321 兵庫区 日本調剤 神大前薬局 兵庫区荒田町3-12-171F
322 兵庫区 マリン薬局 兵庫区上沢通1-1-25末広ビル1Ｆ
323 兵庫区 エール薬局 荒田町店 兵庫区荒田町4-14-2ミドリマンション1階
324 兵庫区 すずらん薬局 兵庫区材⽊町1-4
325 兵庫区 兵庫中央薬局 兵庫区材⽊町1-4
326 兵庫区 フロンティア薬局 湊川駅前店 兵庫区上沢通１丁目１−１
327 兵庫区 リファイン薬局 兵庫区上沢通3-7-13
328 兵庫区 オーダー薬局 上沢通店 兵庫区上沢通３丁目１−１３
329 兵庫区 みなとまち薬局 兵庫区新開地４−６−１
330 兵庫区 スギ薬局 新開地店 兵庫区新開地6-1-12コーポラティブハウス神⼾1-１F
331 兵庫区 らくじゅ薬局 新開地店 兵庫区水⽊通1-1-13
332 兵庫区 ポラリス水⽊調剤薬局 兵庫区水⽊通1-2-7
333 兵庫区 湊川薬局 兵庫区水⽊通1-5-30ワコーレ水⽊通101
334 兵庫区 オレンジ薬局 神⼾石井町店 兵庫区石井町8-3-16マンション正和１階
335 兵庫区 神⼾いちご薬局 兵庫区切⼾町6-28-102
336 兵庫区 おのころ薬局 大井通店 兵庫区大井通1-1-26ハイツあすなろ1階
337 兵庫区 日本調剤 神⼾大井町薬局 兵庫区大井通1-1-27
338 兵庫区 阪神調剤薬局 湊川店 兵庫区大井通1-1-27
339 兵庫区 オーダー薬局 新開地店 兵庫区大開通2-3-18神⼾材⽊会館1FA
340 兵庫区 薬局レオファーマシー大開通店 兵庫区大開通7-3-8TMSビル1階
341 兵庫区 オーダー薬局 兵庫店 兵庫区大開通8-2-2ワコーレ・ザ神⼾ハウス106
342 兵庫区 中道リファイン薬局 兵庫区中道通1‐4‐22
343 兵庫区 薬局レオファーマシー 兵庫区中道通3-3-11
344 兵庫区 オーダー薬局 大開店 兵庫区中道通7-1-13ふようビル108
345 兵庫区 そうごう薬局 兵庫店 兵庫区塚本通4-2-15
346 兵庫区 ⻄部調剤薬局 兵庫区塚本通7-1-14オーイービルディング101
347 兵庫区 コクミン薬局 兵庫駅北店 兵庫区塚本通7-1-20-1Ｆ
348 兵庫区 つくし薬局 兵庫区東山町1-12-23ウエストパークビル1F
349 兵庫区 三井薬局 兵庫区東山町1-3-7
350 兵庫区 タカジョウ調剤薬局 東山店 兵庫区東山町2-7-9
351 兵庫区 ゆうわ薬局 兵庫区東山町4-13
352 兵庫区 ウエルシア薬局 神⼾兵庫南店 兵庫区南逆瀬川町1-1
353 兵庫区 なぎさ薬局 兵庫区浜山通２−３−１２１階南
354 兵庫区 アイバ薬局 兵庫区浜山通２−５−１５１０３
355 兵庫区 オレンジ薬局 兵庫区湊山町7-11
356 兵庫区 タカジョウ調剤薬局 兵庫区湊川町5-10-11
357 兵庫区 向平調剤薬局夢野店 兵庫区湊川町6-10-12-1Ｆ
358 兵庫区 ハート薬局 夢野店 兵庫区夢野町2-11
359 兵庫区 キリン堂薬局 兵庫店 兵庫区和田宮通５丁目１−１２
360 兵庫区 神⼾薬局 兵庫区和田宮通6-1-28
361 兵庫区 わだみさき薬局 兵庫区和田宮通６−１−３０
362 兵庫区 キリン堂薬局 兵庫鵯越店 兵庫区鵯越町１７番２号
363 兵庫区 中山薬局 兵庫区⻄多聞通1-3-6ティーエム⻄多聞ビル1F
364 兵庫区 楠公堂薬局 兵庫区塚本通8-1-12
365 兵庫区 高橋ヒフミ薬局  兵庫区御崎町２−６−４
366 北区 アスク薬局 北区緑町2-3-24福田ケ辻ビル２階
367 北区 クオール薬局 神⼾谷上店 北区谷上東町13-22プラティーク谷上101
368 北区 コスモ薬局 北区広陵町1-159-1
369 北区 ひまわり薬局 北区南五葉1-3-19シャトータカラ1F
370 北区 ベル薬局 北区北五葉1-3-11
371 北区 みどり薬局 北区鈴蘭台⻄町4-9-38
372 北区 わかば薬局 北区鈴蘭台⻄町1-27-7
373 北区 ひよどりグローバルファーマシー薬局 北区ひよどり台3-11-23
374 北区 グッドプラン薬局 北鈴駅前店 北区甲栄台１−２−３
375 北区 テンヤクドー薬局コープ北鈴店 北区甲栄台４−２−１
376 北区 ティエス調剤薬局 箕谷店 北区山田町下谷上字鷹の子10-1
377 北区 阪神調剤薬局 箕谷店 北区山田町下谷上字梅⽊谷41-4
378 北区 阪神調剤薬局 山の街店 北区山田町下谷上字梅⽊谷42-1
379 北区 ウエルシア薬局 神⼾鈴蘭台店 北区山田町小部字宮の前１−１
380 北区 大賀薬局 小部店 北区山田町小部字向井谷1-1リバティーベル六甲B-3
381 北区 ウエルシア薬局神⼾大池店 北区山田町上谷上字古々山31-1
382 北区 アルカ花山薬局 北区山田町上谷上字古古谷14-10
383 北区 近畿調剤 かのこ薬局 北区鹿の子台北町8-11-1
384 北区 ユタカ調剤薬局北鈴店 北区若葉台4-1-10-302

6/12



指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（薬局） 令和4年7月現在

No 区 医療機関名称 医療機関所在地
385 北区 シンワ薬局 北区菖蒲が丘1-534-59
386 北区 グッドプラン薬局 上津台店 北区上津台5-15-8
387 北区 ウエルシア薬局イオン神⼾北店 北区上津台8-1-1イオンモール神⼾北2F220号
388 北区 イオン薬局 神⼾北店 北区上津台8-1-1イオン神⼾北店1F
389 北区 みつるぎ薬局 北区星和台1-16-130
390 北区 星和台薬局 北区星和台1-34-7
391 北区 ウエルシア薬局 神⼾⻄山店 北区⻄山1-16-1
392 北区 泉台ほりうち薬局 北区泉台1-9-2
393 北区 みどり薬局 惣山店 北区惣山町1-10-16
394 北区 あけぼの薬局 惣山店 北区惣山町5-10-1
395 北区 ティエス調剤薬局 惣山店 北区惣山町5-8-12
396 北区 中央病院前薬局 北区惣山町５−９−６
397 北区 北すずらん台薬局 北区惣山町5-9-81F
398 北区 ホーム薬局 本店 北区惣山町５丁目９番６
399 北区 谷上ロイヤル薬局 北区谷上東町1-1谷上SHビル1F
400 北区 そうごう薬局 谷上店 北区谷上東町5-11
401 北区 薬局ジャパンファーマシー 淡河店 北区淡河町萩原963
402 北区 すみれ調剤薬局 北区筑紫が丘2-13-9
403 北区 e薬局ながお 北区⻑尾町上津4658-7
404 北区 阪神調剤薬局 からと店 北区唐櫃台2-2-16
405 北区 北神中央薬局 北区藤原台中町1-2-1北神中央ビル309号室
406 北区 そうごう薬局 岡場駅前店 北区藤原台中町1‐2‐2エコール・リラ本館2階
407 北区 キリン堂薬局 藤原台店 北区藤原台中町1-4-1
408 北区 ともの薬局 北区藤原台中町2-15-9
409 北区 アイセイ薬局グリーン岡場店 北区藤原台中町2-2-1
410 北区 エンゼル薬局 北区藤原台中町6-26-5
411 北区 ひまわり薬局五社店 北区藤原台南町1-1-7
412 北区 ナガタ薬局 田尾寺店 北区藤原台北町7-5-1
413 北区 あすか薬局 藤原台店 北区藤原台北町7-6-5
414 北区 調剤薬局ルーカス 北区道場町日下部1664番地アネックスビル101
415 北区 株式会社ウッドベル・ハイビスカス薬局 北区道場町日下部１８４４番地
416 北区 近畿調剤 道場南口薬局 北区道場町日下部字才谷1837
417 北区 五葉薬局 北区南五葉1-1-110
418 北区 ⻄鈴駅前さくら薬局 北区南五葉2-1-32-1
419 北区 南五葉さくら薬局 北区南五葉2-1-361F
420 北区 ひとみ調剤薬局 北区南五葉4-1-22
421 北区 北町センター薬局 北区日の峰2-3-1神⼾北町センタービル1F
422 北区 日の峰さくら薬局 北区日の峰3-24-1
423 北区 いちご野薬局 北区八多町中1060
424 北区 ウエルシア薬局 神⼾北八多店 北区八多町中231-1
425 北区 ハピネスさくら薬局 北区北五葉1-5-1-103
426 北区 ウエルシア薬局 神⼾鳴子店 北区鳴子1-14-10
427 北区 有馬調剤薬局 北区有馬町175-8
428 北区 有野台さくら薬局 北区有野台2-1-4-1
429 北区 薬局ジャパンファーマシー 有野台店 北区有野台8-4-5
430 北区 らくじゅ薬局 北区有野中町1-11-8
431 北区 にこにこ薬局 北区有野中町1-20-13本岡ビルⅡ番館1-B
432 北区 ココカラファイン薬局 北神⼾店 北区有野中町２−１５−１７
433 北区 有馬口さくら薬局 北区有野町唐櫃40-6
434 北区 阪神調剤薬局 有野店 北区有野町有野1243-1
435 北区 いちご薬局 北区有野町有野921-1
436 北区 アルカ田尾寺駅前薬局 北区有野町有野字福谷口3392-6
437 北区 小田中薬局 北区緑町2-1-43
438 北区 まんてん薬局 北区緑町7-1-19MDビルB1F
439 北区 フロンティア薬局 ⻄鈴蘭台店 北区鈴蘭台⻄町２−２１−２
440 北区 三鈴薬局 北区鈴蘭台東町1-10-1
441 北区 パール薬局 北区鈴蘭台東町1-8-3
442 北区 三鈴薬局南店 北区鈴蘭台東町1-9-15
443 北区 アイセイ薬局 鈴蘭台店 北区鈴蘭台東町4-4-9
444 北区 すずらん台ゆーあい薬局 北区鈴蘭台南町5-2-18
445 北区 ほりうち薬局 北区鈴蘭台北町1-4-2横山ビル1F
446 北区 大賀薬局 北町店 北区鈴蘭台北町2-3-9
447 北区 ウエルシア薬局 神⼾鈴蘭台北町店 北区鈴蘭台北町9-1-1
448 北区 薬局エビラファーマシー 北区鈴蘭台北町1-9-1-204
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449 北区 つばさ調剤薬局 北区藤原台南町4-13-10
450 ⻑田区 おひさま薬局 ⻑田区丸山町1-1-2
451 ⻑田区 すみれ薬局 ⻑田区菅原通４−２０２−３
452 ⻑田区 なのはな薬局 ⻑田区梅ケ香町2-11-8
453 ⻑田区 ハーバー薬局 ⻑田区浪松町2-2-19藤原ビル1F
454 ⻑田区 ハーブ薬局 ⻑田区四番町6-2-2
455 ⻑田区 サエラ薬局 神⼾⻑田店 ⻑田区一番町2-1-1
456 ⻑田区 薬局ファミリーファーマシー ⻑田区苅藻通3-5-8
457 ⻑田区 日本調剤 湊川薬局 ⻑田区苅藻通６−１−７
458 ⻑田区 丸山調剤薬局 ⻑田区丸山町1-2-1
459 ⻑田区 ナガタ薬局 久保町店 ⻑田区久保町3-9-5-103
460 ⻑田区 ひつじ薬局 ⻑田店 ⻑田区駒ヶ林町２丁目１９−１３
461 ⻑田区 ナガタ薬局 ⻄代店 ⻑田区御屋敷通3-1-34サンタウンアコルデ1F
462 ⻑田区 りぼん薬局 ⻑田区細田町4-101-10
463 ⻑田区 ふれあい薬局板宿 ⻑田区山下町4-7-12
464 ⻑田区 タカハシ薬局 ⻑田区四番町7-27ワコーレ⻑田綜合ビル1F
465 ⻑田区 ミドリ調剤薬局 ⻑田区四番町7-6-1F
466 ⻑田区 めーまい調剤薬局 ⻑田区若松町4-2-9-103
467 ⻑田区 さくら薬局 新⻑田駅前店 ⻑田区松野通2-2-34第一興陽ビル2階
468 ⻑田区 ケヤキ調剤薬局 ⻑田区神楽町5-2-18コモンズビル1F
469 ⻑田区 ポニー薬局 ⻑田店 ⻑田区神楽町5-3-20-102
470 ⻑田区 兵庫調剤薬局 ⻑田区神楽町6-9-10小山ビル1F
471 ⻑田区 花山いとう薬局 ⻑田区⻄丸山町3-3-9
472 ⻑田区 ピリカ薬局 ⻑田区川⻄通2-3-2
473 ⻑田区 大橋調剤薬局 ⻑田区大橋町10-1-27
474 ⻑田区 なのはな薬局 新⻑田店 ⻑田区大橋町4-4-9アスタピア新⻑田ステーションフラッツ2階204号室
475 ⻑田区 ナガタ薬局 大橋店 ⻑田区大橋町6-1-1-211
476 ⻑田区 調剤薬局ツルハドラッグ⻑田神社前店 ⻑田区大塚町1-8-15
477 ⻑田区 フロンティア薬局 ⻑田店 ⻑田区大塚町６丁目１番１４号
478 ⻑田区 阪神調剤薬局 ⻑田店 ⻑田区⻑田町1-3-1サンドール⻑田南館111
479 ⻑田区 アイリス薬局 ⻑田店 ⻑田区⻑田町２−３−１９
480 ⻑田区 薬局オズ・ファーマシー ⻑田区東尻池町2-8-7
481 ⻑田区 マリーンオズ薬局 ⻑田区東尻池町3-1-36
482 ⻑田区 スカイ薬局 ⻑田区⼆番町1-1-101
483 ⻑田区 阪神調剤薬局 大開店 ⻑田区⼆番町3-1
484 ⻑田区 ナガタ薬局 駒ヶ林駅前店 ⻑田区⼆葉町5-1-1アスタくにづか５番館102
485 ⻑田区 薬局 薬カッチャン ⻑田区⼆葉町6-7-1アスタくにづか6番館107
486 ⻑田区 アルカ日吉町薬局 ⻑田区日吉町4-7-6
487 ⻑田区 まなみ薬局 ⻑田区浜添通3-4-10-101
488 ⻑田区 つなぐ薬局 ⻑田店 ⻑田区平和台町２丁目１−２５
489 ⻑田区 かりん薬局 ⻑田区⽚山町2-6-13
490 ⻑田区 薬局レオファーマシー朝日病院前店 ⻑田区房王寺町30-6-131F
491 ⻑田区 さくら薬局 神⼾夢野台店 ⻑田区房王寺町6-1-21
492 ⻑田区 スギ薬局 ⻑田店 ⻑田区北町1-4ライフ⻑田店1F
493 ⻑田区 はな薬局 神⼾名倉店 ⻑田区名倉町2-3-2
494 ⻑田区 新⻑田薬局 ⻑田区腕塚町4-3-14
495 須磨区 エムハート薬局 コスモス店 須磨区神の谷２−９−５
496 須磨区 コスモス薬局 須磨区神の谷2-9-5
497 須磨区 チェリー薬局 須磨区妙法寺字寺ノ界地92-11
498 須磨区 つばさ薬局 須磨区前池町3-1-3
499 須磨区 ポラリス調剤薬局 須磨区⻯が台5-16名谷南会館内102
500 須磨区 コトブキ調剤薬局 須磨店 須磨区衣掛町3-1-15
501 須磨区 阪神調剤薬局 新須磨店 須磨区衣掛町4-1-25
502 須磨区 若宮薬局 須磨区衣掛町4-1-25平野ビル１階・２階
503 須磨区 なぎさ調剤薬局 須磨区磯馴町4-1-3
504 須磨区 アルカ妙法寺駅前薬局 須磨区横尾1-17-203ワコーレ妙法寺駅前ウイックスシティ
505 須磨区 アルカ北須磨薬局 須磨区横尾1-284-1
506 須磨区 アルカ妙法寺横尾薬局 須磨区横尾1-8-1F
507 須磨区 アルカグレース薬局 須磨区横尾1-9-1ルミエール須磨北1F
508 須磨区 まこと薬局 須磨区横尾２−１１−１１
509 須磨区 アプリ・エール調剤薬局 須磨区月見山本町2-5-7エスコート須磨月見山101
510 須磨区 ポラリス調剤薬局 高倉台店 須磨区高倉台4-2-6高倉台近隣センター内独立店舗Ａ棟１号
511 須磨区 ひつじ薬局 須磨区車字古川1328-1
512 須磨区 スギ薬局 白川台店 須磨区車字仏坂809-1
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513 須磨区 甲友薬局 須磨区戎町2-1-10グリーンコーポ板宿102
514 須磨区 カイセイ薬局 須磨区松風町5-2-33
515 須磨区 神の谷調剤薬局 須磨区神の谷7-4-5
516 須磨区 ライフォート須磨薬局 須磨区須磨浦通4-7-9
517 須磨区 はまかぜ薬局 須磨区須磨浦通5-7-1ハニービル1F
518 須磨区 須磨寺駅さくら薬局 須磨区須磨寺町1-13-1須磨寺駅ビル1F
519 須磨区 ティエス調剤薬局 須磨店 須磨区須磨本町1-4-13ティエスビル須磨1F
520 須磨区 有希薬局 須磨区菅の台3-13-7
521 須磨区 阪神調剤薬局 名谷店 須磨区⻄落合5-4-5
522 須磨区 あおい調剤薬局 須磨区前池町2-1-121階
523 須磨区 まえいけ薬局 須磨区前池町2-1-9
524 須磨区 はるか調剤薬局 須磨区前池町2-6-5
525 須磨区 せせらぎ薬局 須磨区前池町3-2-2村上ビル1F
526 須磨区 仁招薬局 須磨区前池町3-3-7
527 須磨区 イオンフードスタイル板宿店薬局 須磨区前池町４−１
528 須磨区 スギ薬局 須磨北店 須磨区多井畑字東山ノ上13-31
529 須磨区 人丸薬局板宿 須磨区大⿊町2-1-11フェニックスビル2F
530 須磨区 アルファ薬局 須磨区大池町5-14-7
531 須磨区 フタツカ薬局 大池店 須磨区大池町５−１６−４−１０１
532 須磨区 スコヤカ薬局 須磨区大池町5-16-8幸学・ビル101
533 須磨区 神⼾調剤薬局 須磨区大田町3-4-3
534 須磨区 ダイエー名谷店薬局 須磨区中落合2-2-2ダイエー名谷店2F
535 須磨区 楠公堂薬局 名谷店 須磨区中落合2-2-5名谷センタービル6F
536 須磨区 アルカドラッグ名谷店調剤薬局 須磨区中落合2-2-7須磨パティオ健康館1F
537 須磨区 シャイン調剤薬局 須磨区中落合3-1-10
538 須磨区 グリーン薬局 白川台店 須磨区東白川台１丁目１８番７
539 須磨区 みどりの森薬局 南落合店 須磨区南落合3-1-24
540 須磨区 わ薬局 須磨区白川台3-61-2アニモン白川201
541 須磨区 ベル調剤薬局 須磨区白川台6-23-2ルナドーム1F
542 須磨区 清風薬局 須磨区飛松町1-3-7
543 須磨区 まりも調剤薬局 須磨区平田町2-2-14
544 須磨区 さつき調剤薬局 須磨区平田町2-3-9新板宿ビル212
545 須磨区 ひかり薬局 須磨区平田町3-4-3-2トリニティ平田町1F
546 須磨区 ティエス調剤薬局 名谷店 須磨区北落合1-1-4白川コーポレーション105
547 須磨区 たんぽぽ薬局 須磨区北落合2-7-39
548 須磨区 おちあい薬局 須磨区北落合3-28-4
549 須磨区 妙法寺オリーブ薬局 須磨区妙法寺字ぬめり石339-9
550 須磨区 みどり薬局妙法寺店 須磨区妙法寺字辻298-11
551 須磨区 すまポラム薬局 須磨区妙法寺字薮中1242-9
552 須磨区 中山薬局 須磨区白川台6-23-1
553 垂水区 スマイル薬局 垂水区五色山3-5-21五色山コンフォート1F
554 垂水区 すみれ薬局 垂水区つつじが丘4-8-1
555 垂水区 チェリー薬局 垂水区小束山本町3-1-2
556 垂水区 光和調剤薬局 垂水区天ノ下町5-26
557 垂水区 赤羽薬局 つつじが丘店 垂水区つつじが丘4-5-4
558 垂水区 ベニバナ薬局 垂水区旭が丘2-1-29
559 垂水区 ヒーローズ薬局 シオヤ駅前店 垂水区塩屋町3-7-4
560 垂水区 なつめ薬局 垂水区塩屋町4-1-5
561 垂水区 ヒーローズ薬局 塩屋店 垂水区塩屋町4-8-12
562 垂水区 クスモト薬局 垂水区塩屋町６丁目１１−７
563 垂水区 フタツカ薬局 柏台店 垂水区塩屋北町３丁目６−４
564 垂水区 たに調剤薬局 かすみがおか店 垂水区霞ケ丘1-2-7
565 垂水区 せいりき薬局 霞ヶ丘店 垂水区霞ケ丘7-4-28コーポイナオカ北棟101
566 垂水区 調剤薬局ハイエスケー 垂水区学が丘1-19-22
567 垂水区 垂水中央薬局 垂水区学が丘1-20-1
568 垂水区 さくら薬局 神⼾学が丘店 垂水区学が丘1-20-15
569 垂水区 あゆ調剤薬局 垂水区学が丘4-10-32
570 垂水区 学が丘薬局 垂水区学が丘4-15-15
571 垂水区 フタツカ薬局 東多聞台 垂水区学が丘７丁目１−３２
572 垂水区 あすか薬局 垂水区五色山2-3-23
573 垂水区 たるみざか薬局 垂水区五色山8-2-18コスモパレスⅡ1F
574 垂水区 アルファ調剤薬局 向陽店 垂水区向陽1-1-17
575 垂水区 つなぐ薬局 高丸店 垂水区高丸８丁目１３番１５号
576 垂水区 あつた調剤薬局 垂水区小束山本町2-1-28
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No 区 医療機関名称 医療機関所在地
577 垂水区 ウエルシア薬局 ステーションパーク垂水小束山店 垂水区小束山本町3-1-2
578 垂水区 セブン薬局 垂水区小束山本町3-2-28
579 垂水区 フタツカ薬局 小束台 垂水区小束台８６８−１１３５
580 垂水区 ジェームス山パール薬局 垂水区松風台1-1-10
581 垂水区 フタツカ薬局 上高丸 垂水区上高丸１−３−５
582 垂水区 ドリーム薬局 高丸店 垂水区上高丸1-7-52-103
583 垂水区 あんず薬局 垂水区城が山1-10-23
584 垂水区 垂水誠貫堂薬局 垂水区城が山1-14-16滝の茶屋ヤングパレス101
585 垂水区 ココカラファイン薬局 JR垂水駅前店 垂水区神田町1-20
586 垂水区 薬局センタードラッグ神田店 垂水区神田町2-35
587 垂水区 薬局センタードラッグ本店 垂水区神田町3-23
588 垂水区 フタツカ薬局 垂水駅前 垂水区神田町４−１３
589 垂水区 朝日薬局 神田店 垂水区神田町4-32第1カンタチオビル1F
590 垂水区 ユタカ調剤薬局神陵台店 垂水区神陵台2-3-15ひまわりビル1階
591 垂水区 ユタカ薬局 垂水区神陵台7-4-8
592 垂水区 スターエール調剤薬局 垂水区星が丘1-4-22
593 垂水区 ウエルシア薬局 神⼾星が丘店 垂水区星が丘3-4-9
594 垂水区 調剤薬局ファーマシー星陵台 垂水区星陵台1-5-1
595 垂水区 しょうせい薬局 星陵台店 垂水区星陵台5-11-7アーバンビュー星陵台1階
596 垂水区 せいりき薬局  星陵台店 垂水区星陵台5-1-1さつきビル1F
597 垂水区 清水が丘調剤薬局 垂水区清水が丘2-10-8
598 垂水区 ティエス調剤薬局 多聞店 垂水区清水が丘3-1-3
599 垂水区 舞子中央薬局 垂水区⻄舞子2-14-14
600 垂水区 フタツカ薬局 ⻄舞子 垂水区⻄舞子２丁目１−４３
601 垂水区 スギ薬局 ジェームス山店 垂水区⻘山台7-6-1マルアイジェームス山店１階
602 垂水区 イオン薬局 ジェームス山店 垂水区⻘山台７丁目７番１号
603 垂水区 つばさ薬局 たるみ店 垂水区川原2-3-8
604 垂水区 せいきり薬局 多聞台店 垂水区多聞台４−１４−１０ボン・サンテ階１０１号室
605 垂水区 せいりき薬局 多聞台店 垂水区多聞台４丁目１４−１０
606 垂水区 コストコホールセール神⼾倉庫店薬局 垂水区多聞町字小束山868-26
607 垂水区 イオン薬局 垂水店 垂水区天ノ下町１−１
608 垂水区 阪神調剤薬局 垂水店 垂水区天ノ下町1-1-159
609 垂水区 アルファ調剤薬局 垂水店 垂水区天ノ下町1-1-159
610 垂水区 朝日薬局 垂水区天ノ下町1-1-177
611 垂水区 スギ薬局 東垂水店 垂水区東垂水町高丸762-668
612 垂水区 さくらんぼ調剤薬局 垂水区東垂水町字菅ノ口626-11
613 垂水区 ミツバ薬局 垂水区東垂水町字菅ノ口634-1
614 垂水区 ふくだ薬局 垂水区東垂水町字菅ノ口707-1
615 垂水区 舞子タツキ薬局２号店 垂水区東舞子町10-1-601-3
616 垂水区 舞子タツキ薬局 垂水区東舞子町10-1ティオ舞子104
617 垂水区 クスモト薬局舞子 垂水区東舞子町9-9マリタイム舞子101
618 垂水区 フタツカ薬局 桃山南店 垂水区桃山台２丁目９−３
619 垂水区 フタツカ薬局 桃山台店 垂水区桃山台３丁目１−９
620 垂水区 しょうせい薬局 南多聞台店 垂水区南多聞台5-7-5南多聞台医療ビル102
621 垂水区 ⻄神⼾薬局 垂水区日向1-4-1-204
622 垂水区 日向調剤薬局 垂水区日向2-1-29日向ビル1F
623 垂水区 アイン薬局 垂水店 垂水区日向２−１−４垂水駅前ゴールドビル１０１
624 垂水区 薬局 塩屋台ファーマシー 垂水区美山台3-18-8
625 垂水区 ウェル薬局 垂水区舞子坂3-16-12トロア舞子2階
626 垂水区 みさき調剤薬局 垂水区舞子坂3-5-8
627 垂水区 スギ薬局 舞子坂店 垂水区舞子坂4-1-17フレスポ舞子坂2Ｆ
628 垂水区 フロンティア薬局 舞子店 垂水区舞子台２−９−１０−１階
629 垂水区 フタツカ薬局 神⼾舞子店 垂水区舞子台２−９−３０
630 垂水区 スギ薬局 舞子店 垂水区舞子台6-20-17-1Ｆ
631 垂水区 せいりき薬局 舞子台店 垂水区舞子台7-3-8-1Ｆ
632 垂水区 舞子グローバル薬局 垂水区舞子台8-7-3
633 垂水区 コスモス薬局 舞多聞店 垂水区舞多聞⻄５−１−１
634 垂水区 フタツカ薬局 ガーデンシティ舞多聞 垂水区舞多聞⻄５丁目１−５
635 垂水区 日本調剤 舞多聞薬局 垂水区舞多聞⻄6-1-1舞多聞100年の杜メディカルモール北棟1F
636 垂水区 舞たもん薬局 垂水区舞多聞東3-2-18
637 垂水区 福田ひまわり薬局 垂水区福田2-1-18福田ビル1F
638 垂水区 オリーブ薬局 垂水区福田３丁目３−１７
639 垂水区 横山薬局 垂水区平磯４−５−６山治ビル１階
640 垂水区 めぐみ調剤薬局 垂水区本多聞2-12-26
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641 垂水区 本多聞さくら薬局 垂水区本多聞2-2-33
642 垂水区 スギ薬局 本多聞店 垂水区本多聞2-24-12
643 垂水区 ウエルシア薬局 垂水名谷店 垂水区名谷町2035-1
644 垂水区 スギ薬局 名谷店 垂水区名谷町字横尾1763-1
645 垂水区 アルファ調剤薬局 野田通店 垂水区野田通9-14
646 垂水区 エール調剤薬局 垂水区陸ノ町1-2
647 垂水区 グランエール調剤薬局 垂水区陸ノ町2-3-102国井ビル1F
648 垂水区 有限会社 新生調剤薬局 垂水区陸ノ町8-12
649 垂水区 赤羽薬局つつじが丘店 【薬局】 垂水区つつじが丘４丁目５番４
650 垂水区 駅クオール薬局JR垂水店 垂水区神田町1-20
651 ⻄区 なでしこ薬局 ⻄区小山3-7-3
652 ⻄区 なのはな薬局 ⻄区押部谷町栄239
653 ⻄区 ベル薬局 ⻄区南別府4-368-4
654 ⻄区 フタツカ薬局 伊川谷南店 ⻄区伊川谷町潤和１４３６−４
655 ⻄区 いすず薬局 ⻄区伊川谷町潤和字宮の⻄1425-3
656 ⻄区 ユーレカ調剤薬局 ⻄区伊川谷町潤和北横尾238-475
657 ⻄区 そうごう薬局 伊川谷店 ⻄区伊川谷町有瀬1052-1
658 ⻄区 ウエルシア薬局 神⼾伊川谷有瀬店 ⻄区伊川谷町有瀬1567番2
659 ⻄区 フタツカ薬局 伊川谷店 ⻄区伊川谷町有瀬３６−１２−１０７
660 ⻄区 アルカドラッグ有瀬店調剤薬局 ⻄区伊川谷町有瀬552-1
661 ⻄区 スギ薬局 神陵台店 ⻄区伊川谷町有瀬70-2
662 ⻄区 かもめ薬局 大蔵谷店 ⻄区伊川谷町有瀬766-1-101
663 ⻄区 フタツカ薬局 神陵台店 ⻄区伊川谷町有瀬７９−１
664 ⻄区 阪神調剤薬局 阪神センター大蔵谷店 ⻄区伊川谷町有瀬池林682-1
665 ⻄区 フタツカ薬局 井吹⻄店 ⻄区井吹台⻄町４−４−４
666 ⻄区 アルカ⻄神南薬局 ⻄区井吹台東町1-1-1⻄神南センタービル1F
667 ⻄区 めばえ薬局 ⻄区井吹台東町2-13-2
668 ⻄区 フタツカ薬局 井吹東店 ⻄区井吹台東町４−２１−３
669 ⻄区 赤羽薬局 ⻄神南店 ⻄区井吹台北町2-17-151F
670 ⻄区 コスモス薬局 井吹台店 ⻄区井吹台北町２−１７−９
671 ⻄区 ふたば薬局 栄店 ⻄区押部谷町栄183-4
672 ⻄区 栄さくら薬局 ⻄区押部谷町栄450-2
673 ⻄区 ゴダイ薬局 玉津店 ⻄区王塚台7-78ブランショコラ1F
674 ⻄区 ピープル薬局学園都市 ⻄区学園⻄町1-1-2神⼾学園都市ビル3E
675 ⻄区 アルカ キャンパススクエア薬局 ⻄区学園⻄町1-4キャンパススクエア専門店本館１階
676 ⻄区 新生調剤薬局東町店 ⻄区学園東町3-2-3
677 ⻄区 ゆう薬局 岩岡店 ⻄区岩岡町岩岡917-13
678 ⻄区 薬局人丸ファーマシー⻄神 ⻄区玉津町高津橋262-2
679 ⻄区 そうごう薬局 玉津店 ⻄区玉津町高津橋469-4
680 ⻄区 ゴダイ薬局 玉津新方店 ⻄区玉津町新方３３２番地の８
681 ⻄区 伊川谷さくら薬局 ⻄区今寺3-14
682 ⻄区 桜が丘薬局 ⻄区桜が丘中町2-1-4
683 ⻄区 枝吉調剤薬局 ⻄区枝吉1-17
684 ⻄区 フタツカ薬局 枝吉店 ⻄区枝吉１−７７−２
685 ⻄区 ウエルシア薬局 神⼾枝吉店 ⻄区枝吉4-34-1
686 ⻄区 コスモズ薬局 ⻄神⼾店 ⻄区枝吉５丁目１５６クリオコート⻄神⼾１階
687 ⻄区 フタツカ薬局 神⼾⻄店 ⻄区持子２−１６−３
688 ⻄区 スギ薬局 神⼾持子店 ⻄区持子2-8
689 ⻄区 ゴダイ薬局 神⼾持子店 ⻄区持子3-3-101
690 ⻄区 マリーゴールド薬局 ⻄区持子３−５９−１
691 ⻄区 かりば台薬局 ⻄区狩場台3-9-7
692 ⻄区 フタツカ薬局 秋葉台店 ⻄区秋葉台２−１−２３１
693 ⻄区 ココカラファイン薬局 春日台店 ⻄区春日台3-3-27
694 ⻄区 曙町さくら薬局 ⻄区曙町1096-3
695 ⻄区 ラベンダー小山薬局 ⻄区小山1-3-26
696 ⻄区 楠公堂薬局 ⻄区学園⻄町1-13学園都市駅ビル4F
697 ⻄区 オレンジ薬局 神出店 ⻄区神出町田井字吉森305-1
698 ⻄区 フタツカ薬局 みたに店 ⻄区水谷２−２０−２
699 ⻄区 アルカ伊川谷駅保健薬局 ⻄区前開南町1-2-1
700 ⻄区 アルカ伊川谷北薬局 ⻄区前開南町1-4-4
701 ⻄区 アルカ前開南薬局 ⻄区前開南町一丁目４番１０号
702 ⻄区 大沢さくら薬局 ⻄区大沢1-4-1
703 ⻄区 池上薬局 ⻄区池上2-22-1
704 ⻄区 グリーン薬局 伊川谷店 ⻄区池上２丁目５−４
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No 区 医療機関名称 医療機関所在地
705 ⻄区 フタツカ薬局 竹の台店 ⻄区竹の台２−１８−１
706 ⻄区 ホワイトローズ薬局 ⻄区南別府2-15-9
707 ⻄区 ティエス調剤薬局 白水店 ⻄区白水1-2-23
708 ⻄区 ナガタ薬局伊川谷店 ⻄区白水3-1-10
709 ⻄区 アルカドラッグ伊川谷店調剤薬局 ⻄区白水3-1-2
710 ⻄区 はせ谷さくら薬局 ⻄区櫨谷町⻑谷214-2
711 ⻄区 ゴダイ薬局 ⻄神パルティ店 ⻄区美賀多台９−２−２
712 ⻄区 福吉調剤薬局 ⻄区福吉台1-1617-60
713 ⻄区 アイン薬局 神⼾北山台店 ⻄区北山台3-1-2
714 ⻄区 ウエルシア薬局 神⼾伊川谷北別府店 ⻄区北別府5-1-3
715 ⻄区 ⻄神薬局 ⻄区糀台5-10-2⻄神センタービル2F
716 ⻄区 日本調剤 ⻄神中央薬局 ⻄区糀台5-2-1
717 ⻄区 ⻄神中央アルカ調剤薬局 ⻄区糀台5-2-1
718 ⻄区 ＡＥＯＮ ＦＯＯＤ ＳＴＹＬＥ ⻄神中央店 ⻄区糀台5-3-4
719 ⻄区 ⻄神中央さくら薬局 ⻄区糀台5-6-3
720 ⻄区 第⼆⻄神中央さくら薬局 ⻄区糀台5-6-3⻄神オリエンタルホテル2階
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