橫浜市立市民病院「院外処方せんにおける疑義照会プロトコール」合意書
締結済み保険薬局リスト

（令和２年２月４日）

保険薬局名
あさひ薬局鶴ヶ峰店
あさひ薬局 中沢店
あさひ薬局二俣川駅前店
あさひ薬局 二俣川店
あゆみ薬局
イカリ薬局東希望が丘店
石黒薬局
石黒薬局白根店
内田薬局 くぬぎ台店
内田薬局 二俣川駅前店
かもめ薬局
カワセ薬局希望が丘店
カワセ薬局 寿店
カワセ薬局ひかりが丘店
カワセ薬局 本店
グリーン薬局
クリエイトエス・ディー横浜今宿店薬局
健ナビ薬樹薬局 希望が丘
さくら調剤旭薬局
さくら薬局 横浜白根店
さくら薬局横浜鶴ヶ峰店
左近山中央薬局
サムメディカル都岡マリン薬局
白根薬局
白根ゆり薬局
しらゆり薬局
すかい薬局
須田トビヒ薬局
スマイル薬局二俣川店
新成堂薬局中尾店
タダノ薬局
たんぽぽ薬局 二俣川店
つかさ薬局
つくの薬局
坪田薬局
トマト薬局 希望が丘店
ドラッグセイムス二俣川薬局
なつめ薬局
ハックドラッグ 希望ヶ丘薬局
ひかり薬局
ひまわり薬局
ファーコス薬局・四季
べルーデ薬局
薬樹薬局 上白根
薬樹薬局 上白根2号店
薬樹薬局 鶴ヶ峰２丁目店
薬樹薬局 鶴ヶ峰駅前店
薬樹薬局 二俣川
リーフ薬局上白根店

所在地
旭区鶴ヶ峰２－６７－８
旭区中沢１−４６−３
旭区二俣川１－５－３８ＦＳビル１Ｆ
旭区二俣川１−５−５
旭区東希望ヶ丘８３−５
旭区東希望が丘１０５－１ハロースプリングビル１Ｆ
旭区今宿東町９０１
旭区白根４−１−１７
旭区西川島町１３８−３
旭区二俣川１−５−５
旭区笹野台1-31-6
旭区中希望が丘94-22-1
旭区笹野台1-7-22-1
旭区上白根町８９１西ひかりが丘団地１８－３号棟１０２
旭区笹野台１−１−３７
旭区鶴ケ峰２－８２－１ココロット鶴ヶ峰２０５号室
旭区今宿西町４７４－１
旭区中希望ヶ丘１３２
旭区市沢町346-2
旭区白根５－１６－３１
旭区鶴ヶ峰１－２０－１０
旭区左近山１６−１
旭区都岡町４２−１３
旭区白根４−３３−１
旭区上白根２−６６−１８
旭区本村町１０１−３
旭区二俣川２−２２−１
旭区中希望ヶ丘９３
旭区二俣川2-58-1
旭区中尾２－２－４
旭区白根３−２８−１
旭区中沢１−４６−７ １階A
旭区鶴ケ峰本町１−３８−１３
旭区中尾１－４８－７
旭区中沢２－８－２
旭区中希望ヶ丘２４６−５
旭区二俣川２−３８−４
旭区中沢３−２１−２０
旭区中希望ヶ丘９９−３ 第五山庄ビル内
旭区上白根１−１−１５
旭区鶴ヶ峰1-27-8
旭区川島町１７１６
旭区白根５−１２−１
旭区上白根２ー６６ー２２
旭区上白根2-66-25
旭区鶴ヶ峰２－２９－１８
旭区鶴ケ峰二丁目30番地10 MDビル1階
旭区二俣川1-5-5
旭区上白根１−９−１

ツルヤ薬局
みどり薬局
薬樹薬局 いずみ中央

泉区緑園6-1-19
泉区緑園3-41-1
泉区上飯田町字水溜り942-8

薬樹薬局 いずみ中央2号店
薬樹薬局 いずみ中央3号mammy店
緑園調剤薬局

泉区上飯田町939番地1ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ1階101号室
泉区上飯田町930番地3 Mビル1階
泉区緑園2-1-6

薬樹薬局 磯子

磯子区丸山一丁目26番13号1階

有限会社 あけぼの薬局
アゼリア薬局
飯田薬局 泉町店
イオン薬局東神奈川店
オーロラ薬局神大寺店
オレンジ薬局
オレンジ薬局片倉店
共創未来 横浜薬局
共創未来片倉薬局
クリエイト薬局横浜六角橋店
慶成なでしこ薬局
慶成薬局
ケンシンドー薬局
光和薬局
さくら調剤みなと薬局
サンリ薬局
下町調剤薬局
しんわ薬局大口店
しんわ薬局子安店
仙昌堂薬局白楽店
滝の川薬局
反町調剤薬局
つくの薬局Ｗ
ツルヤ薬局
西神奈川薬局
ネオ薬局
ひかり薬局西口店
ビタミンファーマシー大口薬局
ふくにし薬局
ポートサイド薬局
ホケン薬局
みき薬局西寺尾店
三ツ沢上町薬局
三ツ沢調剤薬局
薬樹薬局三ッ沢
薬樹薬局 三ツ沢２号店
ヤマグチ薬局西神奈川店
陽月堂薬局
株式会社横浜薬局大口駅前店
横浜六角橋薬局
ライフ菅田調剤薬局
若草薬局
わかばオレンジ薬局東神奈川店

神奈川区大口仲町２４－３
神奈川区大口通５６－５
神奈川区泉町6-6 高須ビル1F
神奈川区神奈川区富家町１イオン東神奈川店１Ｆ
神奈川区神大寺4-8-7
神奈川区松本町1-3-45
神奈川区片倉4-3-24 新横浜ミユキマンション1F
神奈川区三ツ沢西町４－１５
神奈川区片倉町2-1-17
神奈川区六角橋４－２３－１
神奈川区立町6-1 ANNI横浜EAST1F
神奈川区西神奈川１丁目２０−５
神奈川区大口通139-1
神奈川区片倉5-1-1 ARビル1F-B
神奈川区星野町10 ヒストリアレジデンス海舟103
神奈川区白幡向町６－３０
神奈川区三ツ沢下町10-9
神奈川区七島町127-7
神奈川区 七島町128
神奈川区白楽100
神奈川区神奈川本町１６－１
神奈川区反町3-22-2-102
神奈川区白幡仲町３－４グレイスマンション１０２
神奈川区 鶴屋町2-10-3
神奈川区西神奈川3-17-11
神奈川区白幡向町15-1
神奈川区鶴屋町2-22-3
神奈川区大口通6-1
神奈川区三ツ沢下町11-7
神奈川区 栄町６－１ヨコハマポートサイドロア参番館１０６号
神奈川区大口通56-6
神奈川区西寺尾1-25-16
神奈川区三ツ沢上町12-17
神奈川区三ツ沢中町8-4
神奈川区三ツ沢西町4-11 キリッシュパーク1F
神奈川区三ﾂ沢西町4-13 川本ビル1F
神奈川区西神奈川1-12-7
神奈川区六角橋1-6-14
神奈川区大口通58-1
神奈川区六角橋1-9-24
神奈川区菅田町2649-2
神奈川区大口通135-15
神奈川区立町6-2 タワーコーポトヤ101

薬樹薬局 富岡
薬樹薬局 富岡2号店

金沢区富岡東5-18-1
金沢区富岡東五丁目21番7号

訪問薬樹薬局 瀬谷

瀬谷区瀬谷4-30-29

中川薬局 都筑店

都筑区北山田７－１２－２０ ＫＮＴＣビル１Ｆ

薬樹薬局上倉田

戸塚区上倉田町447番地1 プラージュ戸塚1階

加藤回陽堂薬局
薬樹薬局 いせざき町

中区伊勢佐木町２－８７
中区伊勢佐木町5-129-14ストーク伊勢佐木七番館1階

秋本薬局横浜西口店
秋本薬局横浜西口２号店
秋本薬局横浜西口３号店
秋本薬局横浜西口４号店
イースト薬局
ウイン調剤 幸薬局
オレンジ薬局横浜東口店
回陽堂平沼薬局
加藤回陽堂薬局 みなとみらい店
加藤薬局横浜駅西口店
川田薬局藤棚店
川田薬局横浜ＳＴビル店
川田薬局横浜西口天理ビル店
五番街ファーマシー
さくらんぼ薬局
スカイビル調剤薬局
中央調剤薬局
中央調剤薬局藤棚店
有限会社 西薬局
ハート薬局
ひかり薬局戸部店
藤棚調剤薬局
平安堂薬局戸部店
ベル薬局
マリン薬局
室屋井上薬局
薬局日本メディカル
横浜西口薬局ＫＳ店

西区南幸２−１７−５
西区南幸２−２０−１２
西区南幸2-14-15
西区南幸２−１１−１
西区楠町8-6
西区伊勢町1-73
西区高島２−１４−１５
西区平沼１−２７−８
西区みなとみらい3-3-1 三菱重工ビル１F
西区北幸１-2-13 横浜西共同ビル４階
西区藤棚町１－９５－１
西区北幸１−１１−１５ 横浜STビルB1F
西区北幸１−４－１ 天理ビルB1F
西区南幸１－５－２４新相鉄ビル
西区久保町１３−６
西区高島２−１９−１２
西区中央１−１１−１
西区中央１−４−９
西区平沼１−３３−９
西区浅間町4-347-10
西区戸部町５−１９０
西区藤棚町１－６７
西区戸部町７－２２５－１０３
西区久保町１２－２
西区浅間町５−３７８−２－清水ビル１F
西区戸部町４−１４４
西区みなとみらい６－３－４ ＰＲＹＭＥＣＯＡＳＴみなとみらい２Ｆ
西区北幸１−１１−５

有限会社石井薬局
有限会社石井薬局 上菅田薬局
有限会社石井薬局 みねおか薬局
いわい薬局
(有)大村薬局
加藤薬局 上星川店
加藤薬局 西谷店
加藤薬局 保土ケ谷店
釜台薬局
グリーンピュア薬局
クリエイトエス・ディー横浜天王町店薬局
クリエイト薬局保土ヶ谷釜台町店
クリエイト薬局横浜保土ヶ谷橋店
十番館薬局 本店
月見台調剤薬局
ひまわり薬局保土ケ谷店
訪問薬樹薬局 保土ケ谷
三ツ沢薬局
有限会社みどり薬局
みどり薬局星川店
薬樹薬局 保土ケ谷
有限会社薬保会調剤薬局
（有）ヤザワ薬局
薬局ウラシマ

保土ケ谷区岡沢町２−９
保土ケ谷区上菅田町９５１−４１
保土ケ谷区峰岡町２−１２４−１
保土ケ谷区岩井町２０６
保土ケ谷区岩間町１−６−１８
保土ケ谷区上星川１－１－７ 上星川ダイカンプラザ103
保土ケ谷区西谷８８２－１
保土ケ谷区帷子町１−31 １階
保土ケ谷区常盤台５２－３１
保土ケ谷区岩井町２２２
保土ケ谷区岩間町１－１－９保土ヶ谷矢島ビル
保土ケ谷区釜台町４１－２４
保土ケ谷区保土ケ谷町１－５－１
保土ケ谷区東川島町２０−１６－１０２
保土ケ谷区月見台３６−１８
保土ケ谷区岩井町３０保土ケ谷ビル１階
保土ケ谷区釜台町44-16川口第一ビル
保土ケ谷区帷子町１丁目４２
保土ケ谷区境木本町１−２８
保土ケ谷区星川１－７－２７
保土ケ谷区常盤台50-29
保土ケ谷区西谷町９０３
保土ケ谷区仏向町１２０
保土ケ谷区岡沢町６２−４

