
長崎市 指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（薬局） 令和元年９月1日現在

薬局名 住所 電話番号

アイ薬局 長崎市深堀町1丁目11番地108 095-895-9511

あいず薬局 長崎市新大工町5番28号 095-893-8528

アイビー薬局 長崎市本原町12番11号 095-865-8825

アイン薬局　桜木町店 長崎市桜木町2番19号 095-865-7170

アイン薬局　田上店 長崎市田上3丁目4番3号　1階 095-832-8701

アイン薬局　田上二丁目店 長崎市田上2丁目10番29号 095-826-5547

アイン薬局長崎中央店 長崎市東山手町1番11号 095-893-8755

あおい薬局 長崎市下西山町7番5号 095-827-3444

青い鳥薬局 長崎市元船町5番4号 095-818-8588

あおぞら調剤薬局 長崎市片淵1丁目12番3号 095-825-8478

あおぞら調剤薬局田中町店 長崎市田中町247番地 095-865-6718

赤迫薬局 長崎市中園町22番28号 095-894-5522

あかつき薬局 長崎市京泊3丁目31番12号 095-850-3688

有限会社マック　アクア薬局　矢上店 長崎市矢上町28番18号 095-832-0015

有限会社　あさがお薬局 長崎市新戸町2丁目2番30号 095-833-5066

あさひ薬局 長崎市旭町26番14号 095-864-1175

あじさい薬局 長崎市下黒崎町1438番地6 0959-25-0310

あずさ薬局 長崎市滑石2丁目5番15号 095-856-1156

あずさ薬局飽の浦店 長崎市飽の浦町1番74号 095-862-8825

有限会社　あすなろ薬局 長崎市蚊焼町2210番地3 095-892-7693

有限会社あすなろ薬局　ためし店 長崎市為石町2527番地5 095-898-7575

有限会社　アポテーケ浜口町薬局 長崎市浜口町3番11号 095-844-9658

アマチュー薬局 長崎市畝刈町1613番地33 095-860-1234

天本愛命堂調剤薬局 長崎市新地町6番56号 095-822-3710

天本愛命堂薬局 長崎市滑石3丁目14番24号 095-856-2389

有限会社アリス薬局 長崎市江川町232番地 095-879-5330

いちご薬局 長崎市若草町3番20号 095-813-0455

いちのせ薬局 長崎市小江原2丁目35番17号 095-865-9861

いろは薬局 長崎市万屋町6番15号　1Ｆ 095-811-1682

岩屋橋薬局 長崎市大橋町7番17号 095-846-5876

上田薬局有限会社 長崎市小峰町3番8号 095-844-7920

上野町薬局 長崎市上野町1番2号 095-849-1003

うおのまち薬局 長崎市魚の町7番30号 095-825-2931

うさぎ薬局 長崎市白鳥町7番19号 095-849-3821

馬町薬局 長崎市馬町48番地 095-811-1511

浦上駅前薬局 長崎市川口町1番1-103号 095-844-8822

ＡＧ薬局 長崎市京泊3丁目31番6号 095-850-4656

エール薬局 長崎市宝町7番13号 095-894-5161

エビス薬局 長崎市上戸町1丁目10番38号 095-834-5910

大浦中央調剤薬局 長崎市相生町2番2号 095-828-1193

おおぎまち薬局 長崎市扇町1番13号 095-848-5901

オーケー薬局 長崎市銅座町2番15号ＮＫイリスビル1階 095-827-3361

太田健康堂薬局 長崎市文教町5番24号 095-847-6533

オオタ調剤薬局 長崎市昭和1丁目10番32号 095-845-6761

おおて町薬局 長崎市大手１丁目28番15号 095-865-6022

おおはま調剤薬局 長崎市大浜町1546番地6 095-865-5900

オランダ坂薬局 長崎市大浦町9番18号 095-823-3637

オリーヴ薬局 長崎市大橋町15番3号 095-843-0850

開生薬局 長崎市目覚町4番10号 095-840-9777

かえで薬局 長崎市住吉町4番3号 095-843-3838
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かえで薬局「大橋」 長崎市大橋町2番7号 095-844-6326

鍵屋薬局 長崎市八幡町5番2号 095-824-4070

鍵屋宮の下調剤薬局 長崎市今博多町43番3号 095-822-9922

梶村薬局 長崎市岩川町2番10号 095-847-4921

勝山薬局 長崎市桜町5番7号 095-828-0520

勝山薬局（石神店） 長崎市石神町13番47号 095-840-0001

勝山薬局（城山台店） 長崎市立岩町34番17号 095-834-1131

勝山薬局「住吉」 長崎市若葉町13番9号 095-843-2800

勝山薬局（森ノ木店） 長崎市弁天町18番4号 095-833-1616

勝山薬局（茂里町店） 長崎市茂里町3番20号 095-813-0008

樺島薬局 長崎市樺島町6番18号 095-825-8498

上戸町調剤薬局 長崎市上戸町2丁目8番14号 095-879-5796

かもめ調剤薬局 長崎市万屋町6番17号 095-816-2822

川上薬局 長崎市上戸町2丁目18番3号 095-832-5290

川上薬局田中町店 長崎市田中町1027番地48　プラネット2　1Ｆ 095-870-7329

キティー薬局 長崎市城栄町17番17号 095-843-3194

京泊薬局 長崎市京泊3丁目30番30号 095-850-5320

きりん堂薬局 長崎市滑石3丁目7番2号 095-855-4011

きりん堂薬局　バス通り店 長崎市滑石3丁目8番1号 095-857-7575

クオール薬局　よろずや町店 長崎市万屋町6番2号 095-816-3389

くすの木薬局 長崎市ダイヤランド2丁目21番3号 095-879-1233

薬局くすりのクボ 長崎市油屋町1番36号　石橋ビル1Ｆ北側 095-828-3145

クボ調剤薬局 長崎市油屋町1番36号　石橋ビル1階南側 095-828-2156

クローバー薬局 長崎市三原1丁目7番35号 095-841-9316

こうの薬局 長崎市平和町4番26号 095-843-2115

香焼薬局 長崎市香焼町444番地49 095-871-4371

こうわ薬局琴海店 長崎市琴海形上町1848番地6 095-840-7277

ココカラファイン薬局　万屋町店 長崎市万屋町6番5号 095-811-1121

コスモス調剤薬局 長崎市琴海村松町250番地 095-860-3007

コスモス薬局 長崎市松が枝町3番19号 095-829-3374

こだま薬局 長崎市興善町4番15－102号 095-895-8763

ことのうみ薬局 長崎市長浦町2598番地1 095-885-2217

こはる薬局 長崎市滑石3丁目20番10号　山口興業ビル101 095-865-7617

有限会社　小嶺薬局 長崎市船大工町1番15号 095-822-0602

こんどう薬局 長崎市旭町17番16号 095-862-4961

有限会社さいかわ薬局 長崎市中園町7番15号 095-844-4688

さくら薬局　住吉店 長崎市赤迫1丁目2番11号 095-843-1688

さくら調剤薬局 長崎市弁天町11番21号 095-861-1876

佐藤薬局 長崎市大谷町3番4号 095-861-3735

サトウ薬局　アゼカリ店 長崎市畝刈町1613番地113　山下ビル102号 095-850-5797

さわせ薬局 長崎市岩屋町23番10号 095-865-8603

サン調剤薬局 長崎市銅座町4番6号 095-821-8305

サンアイ薬局　宝町店 長崎市宝町5番7号 095-894-9875

サンアイ薬局　道の尾店 長崎市葉山１丁目6番10号　西友道の尾店4Ｆ 095-894-1210

三星堂調剤薬局 長崎市浜口町13番8号 095-843-7988

有限会社　三星堂薬局 長崎市浜口町14番19号 095-844-1413

サンタ薬局 長崎市平山町827番地1 095-898-5430

シーサイド薬局 長崎市小ケ倉町3丁目87番地1 095-833-5977

シーボルト通り薬局 長崎市桜馬場1丁目2番13号 095-820-9070

塩塚薬局 長崎市柳谷町5番13号 095-846-5479
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しげみ薬局 長崎市滑石1丁目2番7号 095-857-3592

宿町薬局 長崎市宿町42番地4 095-832-0700

城栄町薬局 長崎市城栄町32番24号 095-842-1945

正和薬局 長崎市油木町8番53号 095-849-1400

正和薬局　大学前店 長崎市若葉町1番28号 095-842-3390

昭和通薬局 長崎市住吉町2番26号 095-842-1255

しらいと薬局 長崎市愛宕3丁目13番2号 095-822-7660

白鳥町薬局 長崎市白鳥町2番1号 095-847-9220

新生堂調剤薬局ミナトパーク店 長崎市新地町8番16号 095-811-7766

新戸町薬局 長崎市新戸町2丁目8番15号 095-878-2246

すずらん薬局 長崎市かき道1丁目33番15号 095-813-9777

スマイル薬局 長崎市若葉町6番18号 095-849-6805

ＣＭＳ　すみれ薬局 長崎市滑石2丁目2番7号 095-855-3385

すもも薬局 長崎市大浦町7番10号 095-818-8933

すわの森薬局 長崎市西山2丁目1番6号　1Ｆ 095-811-0600

せせらぎ薬局 長崎市矢上町47番2号 095-865-8712

センター薬局 長崎市滑石5丁目1番22号 095-856-7720

副島薬局 長崎市岩見町4番13号 095-861-3656

そとめ薬局 長崎市新牧野町138番地1 0959-25-1525

そよかぜ薬局 長崎市辻町4番3号 095-842-0506

それいゆ薬局 長崎市ダイヤランド2丁目25番16号 095-878-8988

代官坂薬局 長崎市勝山町44番地3 095-818-2735

有限会社　田出薬局 長崎市光町17番7号 095-861-2296

太陽薬局 長崎市中里町93番地1 095-838-7713

宝町薬局 長崎市天神町1番4号 095-844-0384

嵩下薬局 長崎市曙町12番8号 095-861-2972

竹谷健寿堂 長崎市浜町7番7号 095-825-7837

有限会社　竹の久保調剤薬局 長崎市竹の久保町1番6号 095-861-2288

（有）竹の久保調剤薬局元船店 長崎市元船町7番13号　元船ビル1階 095-828-8800

たしろ薬局 長崎市住吉町2番16号 095-849-6803

たんぽぽ薬局 長崎市大浦町9番31号　 095-820-7136

チトセ調剤薬局 長崎市千歳町2番7号 095-848-1193

ちゅーりっぷ薬局 長崎市新地町12番8号 095-826-4810

ちゅーりっぷ薬局　矢上店 長崎市矢上町9番10号 095-813-3022

調剤薬局もり 長崎市銅座町4番9号 095-824-9338

有限会社　つばさ薬局 長崎市花園町15番15号 095-862-1879

有限会社　つりがね堂薬局 長崎市新地町11番11号 095-823-1649

鶴丸薬局 長崎市鶴見台1丁目10番1号 095-878-6607

出島薬局 長崎市新地町5番4号　サンビル橋本1階1号 095-820-5610

といし薬局 長崎市戸石町1471番地7 095-813-9375

銅座町コクミン薬局 長崎市銅座町5番7号　サイノオビル1階 095-816-1593

保険調剤薬局唐薬一二古川町店 長崎市銀屋町3番20号 095-811-1889

保険調剤薬局　唐薬一二宝栄店 長崎市岩見町18番30号 095-862-2441

富喜薬局 長崎市銀屋町1番15号 095-821-3400

とまと薬局 長崎市平野町23番6号 095-843-1483

どりぃむ薬局 長崎市千歳町10番2号 095-847-5297

ドレミ薬局　長崎駅前店 長崎市大黒町11番21号 095-811-1200

中里薬局 長崎市中里町1028番地8 095-837-0274

中島川薬局 長崎市諏訪町6番7号 095-823-5110

中町薬局 長崎市中町5番29号 095-820-4372
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なかむら薬局 長崎市千歳町5番1号 095-846-3870

中村薬局ハヤマ店 長崎市葉山1丁目28番1号　 095-856-6400

なぎさ薬局 長崎市畝刈町1613番地85 095-850-7676

名切薬局 長崎市茂木町1590番地165 095-836-2100

なごみ薬局 長崎市小江原2丁目1番18号 095-842-5337

なつめ薬局 長崎市葉山1丁目3番13号 095-865-7660

ななしま薬局 長崎市川平町1202番地 095-843-1460

滑石薬局 長崎市滑石5丁目1番15号 095-856-2060

滑石薬局（北陽店） 長崎市滑石4丁目5番7号 095-857-3958

鳴滝薬局 長崎市夫婦川町1番3号 095-825-0445

なるみ台薬局 長崎市鳴見台1丁目28番11号 095-850-1505

にこにこ薬局 長崎市大浦町8番30号 095-893-8830

にこにこ薬局 　新戸町店 長崎市新戸町3丁目24番2号 095-893-8830

西浦上薬局 長崎市千歳町16番6号 095-848-0200

西浜の町薬局 長崎市銅座町2番22号 095-827-7225

西山通り薬局 長崎市西山2丁目10番12号 095-824-5404

２１薬局 長崎市新大工町1番5号　大野ビル1F 095-818-5582

西脇金星堂薬局 長崎市築町4番25号 095-895-8900

日本調剤原爆病院前薬局 長崎市茂里町3番58号 095-894-9341

日本調剤築町薬局 長崎市銅座町3番24号 095-811-0015

日本調剤桜馬場薬局 長崎市桜馬場1丁目2番4号 095-816-1025

日本調剤長崎薬局 長崎市東山手町1番9号 095-816-1881

日本調剤長崎住吉薬局 長崎市住吉町2番20号 095-842-8770

有限会社　にんじん堂薬局 長崎市本原町2番2号　中山ビル102号 095-843-1007

野いちご調剤薬局 長崎市西海町1719番地4 095-860-3250

有限会社　野田薬局 長崎市万屋町5番1号 095-824-9059

野原薬局 長崎市築町3番1号 095-827-6883

有限会社　野母崎薬局 長崎市野母町2310番地 095-833-8410

花丘町調剤薬局 長崎市花丘町13番24号 095-844-1758

浜口町薬局 長崎市浜口町5番18号 095-843-3715

はまさき薬局 長崎市伊勢町4番10号　江口ビル1Ｆ 095-832-2160

有限会社　浜町薬局 長崎市浜町6番73号 095-824-8848

はら薬局 長崎市東町1732番地2 095-838-7123

はるか薬局 長崎市京泊3丁目30番14号 095-893-6868

春木町薬局 長崎市春木町12番20号 095-861-3358

ばんしょ橋薬局 長崎市矢上町3番11号 095-807-0529

ひいらぎ調剤薬局 長崎市若葉町14番12号　中村ビル1階1FA 095-848-3269

東長崎調剤薬局 長崎市矢上町48番1号 095-813-8250

東町薬局 長崎市東町1918番地3 095-833-0005

ひかり町薬局 長崎市曙町3番10号 095-862-4927

ひすい堂薬局 長崎市勝山町6番地1 095-824-9494

ひとみ薬局 長崎市浜町7番15号 095-895-8560

日之出調剤薬局 長崎市城栄町14番7号 095-845-2028

ひびき薬局 長崎市田中町165番地3 095-801-7828

ひまわり薬局 長崎市江戸町4番3号　円口ビル1Ｆ 095-824-5817

平山台薬局 長崎市平山台1丁目1番13号 095-833-5777

広馬場薬局 長崎市籠町2番35号 095-827-7240

ピープル薬局 長崎市宿町51番地 095-813-8666

フェニックス薬局 長崎市中里町1282番地15 095-839-0969

株式会社　福江薬局長崎 長崎市江川町120番地6 095-879-3033
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株式会社福江薬局長崎アップル店 長崎市江川町328番地 095-895-8208

フジ調剤薬局 長崎市新地町4番11号 095-825-5937

フジミ薬局 長崎市富士見町3番27号 095-862-2180

藤村薬局本店 長崎市元船町12番11号 095-820-1721

渕町調剤薬局 長崎市淵町5番5号 095-861-8459

プラス１薬局 長崎市田中町76番地13 095-839-8490

古川薬局 長崎市油屋町4番3号 095-823-6486

ふれあい薬局 長崎市琴海形上町1783番地1 095-860-7555

フレンド薬局 長崎市滑石6丁目3番72号 095-865-8118

平成堂薬局　葉山店 長崎市葉山１丁目28番15号　S＆B葉山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ2F 095-801-2026

平和町調剤薬局 長崎市平和町8番6号 095-849-5258

ペンギン薬局 長崎市中小島2丁目4番28号 095-825-8775

宝栄調剤薬局 長崎市竹の久保町15番18号 095-862-4967

保険調剤　公会堂前薬局 長崎市桶屋町59番地　コア桶屋町1階 095-811-6111

有限会社　ホシ薬局 長崎市新大工町1番8号 095-822-3805

一般財団法人輔仁会薬局 長崎市坂本1丁目8番22号 095-844-9080

ホンダ薬局 長崎市伊勢町2番7号 095-824-8884

まい薬局 長崎市岩屋町25番1号 095-856-3199

マキ薬局 長崎市籠町7番17号 095-820-9196

松浦薬局 長崎市新大工町5番17号 095-822-1313

まゆ薬局 長崎市滑石3丁目19番10　号田川ビル1Ｆ 095-856-5011

有限会社　丸一薬局 長崎市浜口町10番15号 095-844-1825

丸山通り薬局 長崎市本石灰町5番11号 095-832-2366

マロ調剤薬局 長崎市城栄町16番16号 095-845-9510

水の浦薬局有限会社 長崎市水の浦町4番6号 095-861-6116

溝上薬局　記念病院前店 長崎市深堀町1丁目11番地82 095-895-7291

溝上薬局　深堀店 長崎市深堀町1丁目11番地115 095-895-7691

みちのお薬局 長崎市葉山1丁目5番2号 095-856-2887

光永薬局　畝刈店 長崎市京泊3丁目31番3号 095-850-6671

ミツバチ薬局片淵店 長崎市片淵1丁目10番20号 095-895-7283

ミツバチ薬局横尾店 長崎市横尾2丁目13番2号 095-855-2887

ミヤギ薬局 長崎市古川町3番10号 095-828-2986

宮﨑薬局 長崎市平和町10番1号 095-844-0317

宮﨑薬局バス通り店 長崎市平和町11番13号　1階 095-848-2512

牟田薬局 長崎市矢上町2番3号 095-839-7050

めぐみ調剤薬局　住吉店 長崎市住吉町3番11号サンシャイン住吉102号 095-841-8281

モリタ調剤薬局 長崎市柳田町1番地4 095-879-3690

茂里町薬局 長崎市目覚町5番19号 095-847-1984

有限会社　モリヤマ薬局 長崎市深堀町3丁目286番地6 095-871-4363

矢上町薬局 長崎市矢上町25番1号 095-801-3030

長崎市薬剤師会薬局 長崎市新地町5番6号 095-820-8402

やすらぎ薬局 長崎市恵美須町4番1号 095-811-1107

やすらぎ薬局　浜町店 長崎市浜町3番20号　浜町くまビル１Ｆ 095-801-1188

有限会社　山形薬局 長崎市戸町4丁目1番20号 095-878-3781

山形薬局　脇岬店 長崎市脇岬町3244番地2 095-893-2325

山田薬局 長崎市かき道3丁目3番1号 095-837-1101

山中薬局 長崎市西山2丁目9番1号 095-823-6397

ユウアイ薬局柳田町店 長崎市柳田町40番地1 095-878-0258

よしむら薬局 長崎市賑町3番3号 095-822-5150

万屋町調剤薬局 長崎市万屋町2番8号 095-821-5915
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ライン薬局 長崎市花園町1番16号 095-801-7758

ラベンダー薬局 長崎市宝町7番16号 095-813-1118

リーベ薬局 長崎市古町59番地 095-829-4307

りんご薬局 長崎市小峰町3番12号 095-894-5535

若草薬局 長崎市若草町4番28号 095-844-8910

わかな薬局 長崎市茂木町2172番地8 095-836-1133

わかば薬局 長崎市若葉町16番17号 095-844-9149


