
2023.4.28現在

地域包括
支援センター

店　　　名
在宅患者
調剤加算

（在調*）

在宅患者訪
問薬剤管理

指導料

（在薬*）

電話 住　　　所

タカハシ薬局 〇 〇 353-4113 堀江6-2-20

ハーベスト薬局浦安店 〇 〇 316-0661 富士見2-18-2

薬局ドラッグ・ジロー 〇 〇 350-6700 富士見2-9-1

タカダ薬局猫実店 〇 〇 351-2796 猫実2-13-26

コガ薬局 〇 〇 351-2796 猫実4-18-23

ウエルシア薬局　浦安駅前店 〇 316-8648 当代島1-1-23

グリーン薬局 〇 〇 380-0848 当代島1-2-7ABﾏﾝｼｮﾝ

新成堂薬局浦安店 〇 〇 711-1327 当代島3-3-25

さくら薬局浦安当代島店 〇 〇 350-7373 当代島1-3-30 ﾋﾞｯｸﾞｳｴｽﾄ102

とまと薬局浦安店 〇 711-3500 当代島3-6-41

みんと薬局 〇 〇 390-8555 当代島3-3-25

薬局くすりの福太郎浦安店 〇 305-8080 当代島3-4-17

さくら薬局　浦安駅前店 〇 351-9341 北栄1-16-13信栄ﾋﾞﾙ1Ｆ

そうごう薬局浦安店 〇 〇 316-3951 北栄1-12-36たかみﾋﾞﾙ1F

みかん薬局浦安店 〇 〇 306-2362 北栄1-16-17原勝ﾋﾞﾙ202号

薬局くすりの福太郎浦安駅前店 〇 316-7403 北栄1-3-34ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ峯崎1-1Ｆ

薬局マツモトキヨシ浦安南口駅前店 〇 306-2261 北栄1-16-18

あいケア薬局　浦安店 〇 〇 353-0653 海楽2-1-3　浅見ﾊｲﾂ1階

けやき薬局　浦安店 〇 352-9899 海楽1-29-15-101

イオン薬局イオンスタイル新浦安 〇 304-0046 入船1-4-1 ｲｵﾝ1F

コクミン薬局アトレ新浦安店 〇 304-4171 入船1-1-1　ｱﾄﾚ新浦安店内

ココカラファイン薬局新浦安店 〇 〇 381-2615 入船1-5-1 MONA新浦安2F 

コスモ調剤薬局　新浦安店 〇 〇 381-2281 入船1-4-1 ｲｵﾝ新浦安専門店6F

薬局メディクス 〇 〇 304-7400 入船4-1-4

薬局ナチュラル・メディクス 〇 〇 304-7077 入船4-1-1-102

アイセイ薬局　美浜店 〇 〇 351-0281 美浜3-25-15

薬局マツモトキヨシ新浦安美浜店 〇 711-0161 美浜1-7-1

あけぼの薬局　新浦安店 〇 〇 353-3012 美浜1-9-2ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ新浦安7階

ウラヤス薬局 351-9435 美浜3-26-13

田辺薬局浦安高洲店 〇 〇 382-0293 高洲3-1-25

薬樹薬局新浦安 〇 〇 355-0660 明海5-7-1　ﾊﾟｰｸｼﾃｨ東京ﾍﾞｲ新浦安Sol-A

アイン薬局メディカルガーデン新浦安店 〇 〇 316-7477 日の出1-1-25メディカルガーデン新浦安

ウエルシア薬局ライフガーデン新浦安店 〇 304-3752 富岡3-2-2

とみおか薬局 〇 〇 355-2200 富岡4-9-6

ごとう薬局 〇 〇 354-1280 弁天1-10-5

さくら薬局　新浦安店 〇 〇 329-2871 今川1-1-33

さくら薬局　浦安店 〇 〇 351-6711 今川1-13-1

新生堂薬局新浦安店 〇 〇 712-7971 今川1-1-35

日本調剤浦安中央薬局 〇 〇 390-9593 今川1-1-55

ヤマザキ薬局 〇 354-6787 今川1-11-57

薬局マツモトキヨシ浦安東野店 〇 350-0779 東野1-1-43

ヤックスドラッグ浦安東野薬局 〇 〇 712-8017 東野3-4-11

ファーマライズ薬局浦安中央店 〇 〇 316-5117 東野3-5-1

※在調・在薬について、次ページ参照

ともづな富岡
+

富岡東野支所

浦安市地域包括支援センター地域別担当薬局一覧

ともづな中央

ともづな浦安駅前

ともづな新浦安

ともづな高洲



・在宅患者訪問薬剤管理指導料（在薬）とは 

１． あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け

出た保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難

なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を

策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診

療患者（当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問

薬剤管理指導を実施しているものをいう。）の人数に従い、患者１人につき

月４回（末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、

週２回かつ月８回）に限り算定する。この場合において、１から３までを合

わせて保険薬剤師１人につき週 40回に限り算定できる。 

２． 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及

び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及

び指導を行った場合は、１回につき 100点を所定点数に加算する。 

３． 在宅で療養を行っている６歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに

対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び

指導を行った場合は、乳幼児加算として、１回につき 100点を所定点数に加

算する。 

４． 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16キロメートルを超えた場

合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。 

５． 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。 

 

・在宅患者調剤加算（在調）とは 

 在宅患者調剤加算とは，あらかじめ施設基準を届出した薬局が，在宅患者訪問

等を行っている患者の処方箋を受付した場合、処方箋受付１回につき 15点を加

算して算定できる調剤報酬です。 

 



ＮＯ． 薬剤師名 地域 薬局名 認定日
1 畑中　範子 富士見 薬局ドラッグ・ジロー 2017.9.27
2 田中　靖祥 富岡 とみおか薬局 2017.9.27
3 古賀　尚子 海楽 あいケア薬局 2017.9.27
4 中山　秀康 海楽 けやき薬局浦安店 2017.9.27
5 長谷川　陽子 入船 ココカラファイン薬局新浦安店 2017.9.27
6 森山　泰子 美浜 アイセイ薬局　美浜店 2017.10.25
7 和氣　信郎 当代島 2017.10.25
8 佐藤　裕子 当代島 さくら薬局浦安当代島店 2017.10.25
9 山崎　富久美 北栄 そうごう薬局 2017.10.25
10 今成　麻美子 当代島 2017.10.25
11 高橋　秀人 富士見 タカハシ薬局 2017.10.25
12 尾添　静子 富士見 薬局ドラックジロー 2017.10.25
13 市村　木綿子 高洲 2017.10.25
14 遠藤　純子 入船 ココカラファイン薬局新浦安店 2017.10.25
15 松山　幸裕 入船 ココカラファイン薬局新浦安店 2017.10.25
16 中原　公子 海楽 あいケア薬局浦安店 2017.10.25
17 奥山　陽子 美浜 薬局マツモトキヨシ浦安東野店 2017.10.25
18 田中　秀明 富岡 とみおか薬局 2017.11.30
19 井村勸 2017.11.30
20 渡辺和子 2017.11.30
21 吉村貴子 新浦安 あいケア薬局浦安店 2017.11.30
22 後藤　亘 弁天 ごとう薬局 2017.11.30
23 高橋　春夫 堀江 タカハシ薬局 2017.11.30
24 柳内美由紀 高洲 田辺薬局浦安高洲店 2018.6.27
25 村重　亜紀子 高洲 田辺薬局浦安高洲店 2018.9.26
26 熊川美穂 美浜 アイセイ薬局　美浜店 2019.3.7
27 田中孝治 2019.4.25
28 秋谷　昌宏 東野 浦安中央病院 2019.5.30
29 豊田陽子 高洲 薬樹薬局新浦安 2019.5.30
30 田中基陽 2019.8.27
31 谷口悦子 今川 さくら薬局浦安店 2019.8.27
32 小林真由美 当代島 さくら薬局浦安当代島店 2019.11.28
33 岸本典子 当代島 さくら薬局浦安当代島店 2019.11.28
34 嶌田孝 美浜 薬局マツモトキヨシ浦安東野店 2019.11.28
35 松村圭祐 今川 日本調剤薬局浦安中央薬局 2020.10.24
36 金谷圭脩 入船 コスモ調剤薬局　新浦安店 2020.10.24
37 三野あづさ 今川 さくら薬局　浦安店 2020.10.24
38 牛田博美 当代島 新成堂薬局浦安店 2020.10.24
39 浅田佳代 今川 さくら薬局　新浦安店 2020.10.24
40 石上裕剛 2020.10.24
41 雑賀直子 2020.10.24
42 冨樫　芳美 猫実 コガ薬局 2021.11.20
43 小花明子 当代島 みんと薬局 2021.11.20
44 濵崎　哲也 入船 薬局ナチュラル・メディクス 2021.11.20
45 齊藤康彦 入船 薬局メディクス新浦安店 2021.11.20
46 片倉幸一 入船 イオン薬局イオンスタイル新浦安 2021.11.20

浦安市薬剤師会在宅支援薬剤師一覧

※在宅支援薬剤師＝浦安市薬剤師会主催の在宅
　　関連の研修会に３回以上参加した薬剤師



ＮＯ． 薬剤師名 地域 薬局名 認定日
1 畑中範子 富士見 薬局ドラックジロー 2017.10.25
2 尾添静子 富士見 薬局ドラックジロー 2017.10.25
3 高橋　秀人 堀江 タカハシ薬局 2017.10.25
4 田中　靖祥 富岡 とみおか薬局 2017.10.25
5 田中秀明 富岡 とみおか薬局 2017.10.25
6 森山　泰子 美浜 アイセイ薬局　美浜店 2017.10.25
7 奥山陽子 美浜 薬局マツモトキヨシ浦安東野店 2017.10.25
8 金谷　圭脩 入船 コスモ調剤薬局　新浦安店 2017.10.25
9 長谷川　陽子 入船 ココカラファイン薬局新浦安店 2017.10.25
10 遠藤純子 入船 ココカラファイン薬局新浦安店 2017.10.25
11 松山幸裕 入船 ココカラファイン薬局新浦安店 2017.10.25
12 佐藤　裕子 当代島 さくら薬局浦安当代島店 2017.10.25
13 山崎富久美 北栄 そうごう薬局 2017.10.25
14 中原公子 海楽 あいケア薬局浦安店 2017.10.25
15 村重　亜紀子 高洲 田辺薬局浦安高洲店 2017.10.25
16 柳内美由紀 高洲 田辺薬局浦安高洲店 2017.10.25
17 和氣　信郎 2017.10.25
18 市村木綿子 2017.10.25

浦安市認知症サポーター


