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    ～薬剤師による居宅療養管理指導～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
いろいろな病院で

薬もらっていて、

何の薬かわからな

い。 

薬が上手に飲めな

い。飲み忘れなど

で薬が残ってしま

う。 

こんなことで、困って

いる方がいたら、遠慮

なく、薬剤師に相談し

て下さい！ 

 

訪問薬剤師は、かかりつけ医・ケアマネジャー・訪問看護・訪問 

介護の皆様と連携・協力して、安心安全な在宅医療を支援します。 

 

ともづな・ケアマネジャー 

在宅をお願いしたいけど、どこに

お願いすればいいの？ 

薬を処分したい。 

体が不自由になってしまい、薬

局に薬を取りに行けない人がい

る。 

本資料は、さいたま市薬剤師会様のご厚意により、内容を一部引用させていただきました。 

令和５年３月 



■薬剤師が具体的にできる事 

 

 ●通院困難な方に対し、医師の指示により訪問薬剤管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 ●自宅にあるバラバラになった薬を服用時ごとにまとめます。 

 ●お薬ＢＯＸや服薬カレンダーなどの支援ツールを用いて整理します。 

 ●服薬忘れを防止するために日付の記載などを行い支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ●シートから取り出すのが難しい、薬の種類が多く服薬に困難が生じている場合には医師の

指示のもと一包化を行います。(一包化不可の薬剤を除く) 

 ●嚥下機能が低下した方・胃ろう等経管服用の方に薬が処方された場合には医師の指示の

もと薬剤を粉砕(嚥下困難者製剤)したり、口腔内崩壊錠などへの剤型変更の提案をします。

(粉砕不可の薬剤を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

●手元にある全ての薬を把握し、複数医療機関や診療科からの薬について重複処方の有無を確認、一元管理

をします。 

●処方薬をはじめ、市販薬・サプリメント・嗜好品などとの相互作用の確認を行います。 

●副作用の有無、また薬による日常生活への影響などについて確認します。 

●相互作用や併用注意薬剤など、処方薬の内容を確認し、安全な薬物療法が行えるように医師へ照会します。 

患者の服薬状況を確認し、患者の生活スタイルにあった最適な薬を提案します。 

薬の専門家として薬学的知識や薬学的観点に基づいて評価・判断し、情報提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

●疼痛管理に必要な医療用麻薬の処方箋調剤にも対応します。 

●適切な疼痛管理のため必要な服薬指導・管理を行います。 

●効果・使用状況・副作用・残薬など必要な情報収集を行い、医師等に報告します。 

※薬局によって備蓄している薬剤が異なりますので、事前にお問い合わせ願います。 

 
ご自宅や施設にお薬のお届け 

・代理の方が薬を受け取りに行くため、その時間の介護保険サービスが行えていない。 

・薬の整理をするだけで時間がとられてしまう。(介護者や看護師、ヘルパー等) 

・栄養剤が重く、薬を持ち帰るのが困難。 

・薬の内容や服用方法についての説明を家で十分聞くことができる。 

例 

 
お薬 BOXや服薬カレンダーを用いた服薬支援 

・薬ごとに残っている数が異なり、自宅での薬の管理が難しくなっている。 

・服用間違いや飲み忘れがあり、重複服用や自己判断で薬の調節を行ってしまう。 

・薬の整理、セッティングに時間がとられてしまう。 

(日付やライン記載、カレンダーへの貼付、お薬BOXや服薬カレンダーへのセッティングなど) 

例 

 
薬を飲み易くするために一包化や粉末化などの調剤 

・飲み込みがスムーズにできず、薬を服用するのが苦痛である。 

・目が悪く、薬の色や包装が良く見えないため不安がある。(わかりやすい色や文言を記入する。) 

・シートから取り出した時に取りこぼしてしまったり、力が入らず取り出せないなどの困難がある。 

例 

 
薬をまとめて管理し、重複使用や相互作用による副作用を未然に防止 

・定期受診をしている病院以外に眼科・整形外科・耳鼻咽喉科などに受診し、それぞれの薬局で薬を受け取っている。 

・複数病院受診しているため、日数が異なっていて薬の管理ができない。 

・すべての病院の薬をまとめて一包化して管理して欲しいと思っている。 

・薬が手元にないと不安になってしまい、薬をため込んでしまう。 

例 

 
医療用麻薬に対応 



 

●「在宅患者調剤加算」を算定している薬局は、訪問薬剤管理指導（薬剤師による居宅療養管理指導）を受けて

いる方に対して、担当薬局の薬剤師が 24時間連絡対応します。 

※在宅患者と薬局との契約が必要です。 

 

 

●中心静脈栄養療法（IVH）をはじめとした様々な（経管）栄養療法を支援します。 

●無菌室、クリーンベンチがない薬局でもキット製品の輸液対応ができます。 

●無菌室、クリーンベンチがある薬局では個別的な輸液調製が可能です。 

※対応可能地域（距離など）がありますので、事前にお問い合わせ願います。 

※令和４年 1１月 1日現在、無菌室・クリーンベンチがある薬局は浦安市内にありません。 

 

 

●在宅療養で必要な医療材料や衛生材料に対応します。 

（医師の処方が必要な品目もあります。） 

※薬局により取扱品目が異なります。詳しくはお問い合わせください。 

 

 

 

 

●退院時共同指導：退院後に在宅訪問を担当する薬局の薬剤師が参加します。 

必要な薬剤・衛生材料・訪問対応開始日など、ご家族や多職種と話し合いを行い、ご自宅に戻られてから安

心して治療が継続できるように調整します。 

●外来服薬支援料：『どの医療機関で処方された薬』でも『どの薬局で調剤した薬』でも、バラバラになった薬や

飲みにくく困っている薬を自宅近くの薬局にお持ちください。 

処方医に確認を行い、薬の整理や服用のしやすい形への調整のお手伝いをします。 

※持ち物：『薬』・『保険証』・『お薬手帳または処方元の病院名と医師名のわかる書類』 

※費用は薬局にご確認ください。 

●サービス担当者会議：在宅担当薬局薬剤師が責任を持って参加します。 

日頃の服薬・管理状況などの報告の他、薬に関する相談事や悩み事についても丁寧にお答えいたします。 

※サービス担当者会議を開催予定の場合には、担当薬局へご連絡をお願いします。 

●地域ケア会議：各地区に窓口となる薬局を設置。 

薬の専門家として参加し、薬学的観点からよりよい服薬管理の提案など行います。 

※地域ケア会議を開催される場合には、浦安市薬剤師会、もしくは地域の薬局へ直接ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

  

 
24時間対応 

 
栄養療法を支援 

 
医療材料・衛生材料の供給 

 
地域包括ケアシステムに参加 

・胃ろうボトル・ライン、IVH輸液セットや必要備品など 例 

在宅支援薬剤師 

施設 

訪問 

情報共有 

報告・提案 

相談 

患者さん 

薬でつながる 

多職種連携 

 

訪問指示 病院主治医 在宅主治医 介護保険サービス事業者 

地域包括支援センター ケアマネジャー 訪問看護師 

訪問 



■訪問までの流れ（薬剤師による訪問薬剤管理） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■介護保険と医療保険の選択 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療保険（介護保険非認定者） 介護保険(要支援・介護認定者) 

  １割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 

単一建物居住者(介護) 

単一建物診療患者(医療) 

１人 650円 1,300円 1,950円 517円 1,034円 1,551円 

２～９人 320円 640円 960円 376円 752円 1,128円 

１０人以上 290円 580円 870円 344円 688円 1,032円 

服薬管理指導加算 上記、訪問料金に加算 +100円 +200円 +300円 +100円 +200円 +300円 

・月４回まで。※６日以上間隔をあけること。 

・ガン末期、中心静脈栄養療法患者：月８回まで。※週２回まで。 
 

医療保険 

項目 １割 ２割 ３割 備考 

在宅患者緊急訪問

薬剤管理指導料 

計画的な訪問薬剤管理指導に係

る疾患 
500円 1,000円 1,500円 

月４回まで。 
それ以外の場合 200円 400円 600円 

在宅患者緊急時等共同指導料 700円 1,400円 2,100円 麻薬管理指導加算[１回につき１００円] 

退院時共同指導料 600円 1,200円 1,800円 入院中１回（ガン末期などは２回まで） 

外来服薬支援料 185円 370円 555円 月１回まで。 
※お薬代などは、医療保険適応です。 

※保険改訂により、料金が変わることがあります。 

医師 訪問看護師 ケアマネジャー 多職種･家族 薬局薬剤師 

情報共有＆問題点の相互認識 
(薬剤・服薬管理などに問題点を抱えた患者) 

薬剤師が訪問して状況判断 
➡ 薬剤師介入の必要性があると判断 ➡ 患者に訪問の意義・目的を説明 
ずっと訪問することだけをイメージせず、計画性を持って期間限定で訪問することも検討 

訪問指示・指示書・診療情報提供書 

患者の同意を得て訪問薬剤管理指導開始 

薬剤師がお薬を 

届けます。 

０～３９歳 ４０歳以上 

要介護認定なし 

医療保険請求 
①「在宅患者訪問薬剤管理指導料」 

※①～③の指導内容は同じです。 

※要介護認定を受けている方は介護

保険での対応です。 

薬局側で選択はできません。 

要介護認定あり 

要支援１～５ 

40～64歳 
第２号被保険者 

65歳以上 
第１号被保険者 

介護保険請求 
②「介護予防居宅療養管理指導費」 

要支援１～２ 

介護保険請求 
③「居宅療養管理指導費」 

利用料金と訪問回数 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

あいケア薬局 浦安店 

住  所：海楽 2-1-3 浅見ﾊｲﾂ 1階 TEL.047-353-0653 FAX．047-353-0253 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～18:30 土9:00～13:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

まずはお電話下さい。 

 

医療ナビ情報（2023/02/16現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）  114 件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数） 4,903 件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 828件 

 

 

あいケア薬局 浦安店の情

報は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

アイセイ薬局 美浜店 

住  所：美浜 3-25-15 TEL.047-351-0281 FAX．047-351-2417 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月火水金9:00～18:30 木10:00～18:30 土9:00～16:30 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

美浜、美浜の近郊 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

当薬局は地域に密着したかかりつけ薬局として活動しております。また、介護相談にも対

応しておりますので、ご利用ください。 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   70件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 8件 

 

 

アイセイ薬局 美浜店の情

報は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【高洲地区】 

アイン薬局メディカルガーデン新浦安店 

住  所：日の出 1-1-25 メディカルガーデン新浦安 TEL.047-316-7477 FAX．047-316-

7478 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：9:00～18:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

地域に貢献していきたいと思っております。 

 

医療ナビ情報（2023/01/13現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   48件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数） 1,452件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

アイン薬局メディカルガー

デン新浦安店の情報は、こち

らでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

あけぼの薬局 新浦安店 

住  所：美浜 1-9-2 浦安ﾌﾞﾗｲﾄﾝビル 1階 TEL.047-353-3012 FAX．047-353-3013 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：9:00～19:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

美浜・入船・その他相談に応じて 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

緊急訪問・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

栄養士活動も行っており、在宅でも対応できる場合があります（要相談） 

 

医療ナビ情報（2023/01/20現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   22件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）  183 件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

あけぼの薬局 新浦安店の

情報は、こちらでご覧下さ

い。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

イオン薬局 イオンスタイル新浦安 

住  所：入船 1-4-1 ｲｵﾝ 1F TEL.047-304-0046 FAX．047-304-0047 

定 休 日：なし    

営業時間：月～金9:00～20:00 土日祝9:00～18:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市内南側（新浦安・舞浜地区） 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

年中無休対応してます。 

 

医療ナビ情報（2023/02/16現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   16件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 20件 

 

 

イオン薬局 イオンスタイ

ル新浦安の情報は、こちらで

ご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

ウエルシア薬局 浦安駅前店 

住  所：当代島 1-1-23 TEL.047-316-8648 FAX．047-316-8658 

定 休 日：日    

営業時間：9:30～20:30 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安駅半径 100ｍ内 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性 

 

５．対応できない症例は？ 

麻薬・緊急訪問・輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

 

医療ナビ情報（2023/01/7現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    0件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

ウエルシア薬局 浦安駅前

店の情報は、こちらでご覧下

さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

ウエルシア薬局ライフガーデン新浦安店 

住  所：富岡 3-2-2 TEL.047-304-3753 FAX．047-304-3752 

定 休 日：日    

営業時間：9:00～20:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 × 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域（要相談） 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

患者様に寄り添う薬局として努めてまいります。 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   5件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 8件 

 

 

ウエルシア薬局ライフガー

デン新浦安店の情報は、こち

らでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

グリーン薬局 

住  所：当代島 1-2-7AB ﾏﾝｼｮﾝ TEL.047-380-0848 FAX．047-380-0849 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月火水金9:00～18:30 木9:00～17:00 土9:00～13:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

当代島・猫実・北栄・堀江、主に浦安駅周辺 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

患者様のニーズに合わせて対応致します。 

 

医療ナビ情報（2023/01/13現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   22件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

グリーン薬局の情報は、こち

らでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

コガ薬局 

住  所：猫実 4-18-23 TEL.047-351-2796 FAX．047-353-9524 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～19:00 土9:00～17:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

麻薬・緊急訪問・輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

状況に応じてていねいに対応致します。 

 

医療ナビ情報（2023/01/07現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   7件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数） 2,078 件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 289 件 

 

 

コガ薬局の情報は、こちらで

ご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

コクミン薬局アトレ新浦安店 

住  所：入船 1-1-1 ｱﾄﾚ新浦安店内 TEL.047-304-4171 FAX．047-304-4171 

定 休 日：日、祝日、アトレ全館休館日    

営業時間：9:00～19:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ × 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

美浜・入船 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

緊急訪問・輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

よろしくお願い致します。 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   20件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

コクミン薬局アトレ新浦安

店の情報は、こちらでご覧下

さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

ココカラファイン薬局新浦安店 

住  所：入船 1-5-1 MONA 新浦安 2F TEL.047-381-2615 FAX．047-381-2795 

定 休 日：年末年始    

営業時間：月～金9:00～20:00 土9:00～19:30 日祝10:00～19:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

新浦安駅から車で行ける範囲、 

新浦安駅から電車でアクセスの良いエリア 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・タクシー・シェアカー 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

日曜・祝日も営業しています。施設在宅を専任していた薬剤師が在籍しています。 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    1件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   48件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 27件 

 

 

ココカラファイン薬局新浦

安店の情報は、こちらでご覧

下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

コスモ調剤薬局 新浦安店 

住  所：入船 1-4-1 ｲｵﾝ新浦安専門店 6F TEL.047-381-2281 FAX．047-381-2255 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～19:00 土9:00～17:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

美浜・入船 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・シェアカー 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

患者様に寄り添った薬局をめざしてます。どんなことでも相談して下さい。やさしく丁寧

に対応致します！ 

 

医療ナビ情報（2023/01/28現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   29件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

コスモ調剤薬局 新浦安店

の情報は、こちらでご覧下さ

い。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

ごとう薬局 

住  所：弁天 1-10-5 TEL.047-354-1280 FAX．047-354-1228 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～19:30 土9:00～18:30 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

東京ディズニーランドと同じ年にオープンして以来、地域のかかりつけ薬局として貢献で

きるよう努めております。現在は地域の個人在宅を中心に行っております。よろしくお願

いいたします。 

 

医療ナビ情報（2023/01/06現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   2件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 26件 

 

 

ごとう薬局の情報は、こちら

でご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

さくら薬局 浦安当代島店 

住  所：当代島 1-3-30 ﾋﾞｯｸﾞｳｴｽﾄ 102 TEL.047-350-7373 FAX．047-303-3293 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月火水金9:00～18:30 木9:00～18:00 土9:00～14:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市当代島１～３丁目・猫実３～５丁目・堀江２～４丁

目・北栄１～３丁目 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

緊急訪問・輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

複数医療機関の併用薬チェック、残薬調整などを行います。 

 

医療ナビ情報（2023/01/14現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   5件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   45件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

さくら薬局 浦安当代島店

の情報は、こちらでご覧下さ

い。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

さくら薬局 新浦安店 

住  所：今川 1-1-33 TEL.047-329-2871 FAX．047-329-2874 

定 休 日：日、祝日、第２土曜    

営業時間：9:00～17:30 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安エリア（今川、富岡 自転車で 10分以内） 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

麻薬・緊急訪問・輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

 

医療ナビ情報（2023/01/20現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    10件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 1件 

 

 

さくら薬局 新浦安店の情

報は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

さくら薬局 浦安駅前店 

住  所：北栄 1-16-13信栄ﾋﾞﾙ 1Ｆ TEL.047-351-9341 FAX．047-351-9356 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:30～17:00 土9:30～15:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

当代島・猫実・北栄・堀江（主に浦安駅周辺） 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・タクシー 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

緊急訪問・輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

 

医療ナビ情報（2023/01/14現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    0件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 6件 

 

 

さくら薬局 浦安駅前店の

情報は、こちらでご覧下さ

い。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

さくら薬局 浦安店 

住  所：今川 1-13-1 TEL.047-351-6711 FAX．047-390-6678 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：9:00～17:30 第２土9:00～12:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

順天堂医師・在宅専門医師等との連携を密にとり、患者様のニーズに合わせた在宅訪問の

実績が多数あります。 

 

医療ナビ情報（2023/01/23現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）  120件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数） 72件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

さくら薬局 浦安店の情報

は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

新成堂薬局浦安店 

住  所：当代島 3-3-25 TEL.047-711-1327 FAX．047-711-1328 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～18:30 土9:00～15:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

当代島 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

患者様が心地良く過ごせる様にお手伝い出来ればと思っております。 

 

医療ナビ情報（2023/02/02現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   31件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

新成堂薬局浦安店の情報は、

こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

新生堂薬局 新浦安店 

住  所：今川 1-1-35 TEL.047-712-7971 FAX．047-712-7972 

定 休 日：日、祝日、第２土曜    

営業時間：月～土9:00～18:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・タクシー 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

地域の医療・介護に少しでも貢献できるよう尽力して参ります。 

 

医療ナビ情報（2023/01/27現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    9件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    4件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 7件 

 

 

新生堂薬局 新浦安店の情

報は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

そうごう薬局浦安店 

住  所：北栄 1-12-36たかみﾋﾞﾙ 1F TEL.047-316-3951 FAX．047-316-3952 

定 休 日：年末年始、ＧＷ    

営業時間：月～土9:00～18:30 日祝9:00～12:30 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安駅周辺 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

麻薬・緊急訪問・輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   29件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    0件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 13件 

 

 

そうごう薬局浦安店の情報

は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

タカダ薬局猫実店 

住  所：猫実 2-13-26 TEL.047-303-3820 FAX．047-303-3821 

定 休 日：木、日、祝日    

営業時間：月火水金9:00～18:30 土9:00～13:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域、市川市・江戸川区は要相談 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

お薬のこと以外でもご相談下さい。 

 

医療ナビ情報（2023/02/13現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    79件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    5件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

タカダ薬局猫実店の情報は、

こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【中央地区】 

タカハシ薬局 

住  所：堀江 6-2-20 TEL.047-353-4113 FAX．047-353-4159 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～19:00 土9:00～18:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域（江戸川区・市川市は要相談） 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

地元の薬局です。ケアマネ薬剤師常駐。深く介入できる地域の調整役でありたいと思いま

す。 

 

医療ナビ情報（2023/01/11現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数） 262 件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）  621 件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 112件 

 

 

タカハシ薬局の情報は、こち

らでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【高洲地区】 

田辺薬局浦安高洲店 

住  所：高洲 3-1-25 TEL.047-382-0293 FAX．047-382-0296 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月火水金8:00～18:00 木9:00～17:00 土8:00～13:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

高洲内（１丁目～８丁目） 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

みなさまの生活サポートができますよう、頑張ります。 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数） 1,981 件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

田辺薬局浦安高洲店の情報

は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

とまと薬局浦安店 

住  所：当代島 3-6-41 TEL.047-711-3500 FAX．047-711-3501 

定 休 日：日、祝日、年末年始    

営業時間：月～金9:00～17:30 土9:00～13:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

車で 15分以内エリア 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    0件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

とまと薬局浦安店の情報は、

こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

とみおか薬局 

住  所：富岡 4-9-6 TEL.047-355-2200 FAX．047-355-2255 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～19:30 土9:00～18:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市内（特に富岡・弁天・今川・東野） 

 

３．訪問の交通手段は？ 

自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

 

６．薬局からのメッセージ 

 

医療ナビ情報（2023/01/10現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    11件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）  418 件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 13件 

 

 

とみおか薬局の情報は、こち

らでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

日本調剤浦安中央薬局 

住  所：今川 1-14-65 TEL.047-390 ｰ 9593 FAX．047-390 ｰ 9592 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～18:30 土9:00～17:30 第２土9:00～13:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）  36件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）  634 件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 118 件 

 

 

日本調剤浦安中央薬局の情

報は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

ファーマライズ薬局浦安中央店 

住  所：東野 3-5-1 TEL.047-316-5117 FAX．047-316-5133 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月～金9:00～18:00 土9:00～13:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

社用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

緊急訪問・輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

在宅の実現が多くあります。また女性が多く明るい店舗です。 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）  10件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   93件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

ファーマライズ薬局浦安中

央店の情報は、こちらでご覧

下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

みかん薬局浦安店 

住  所：北栄 1-16-17原勝ﾋﾞﾙ 202号 TEL.047-306-2362 FAX．047-306-2363 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月火木金10:00～19:30 水10:00～19:00 土10:00～18:00 日不定期10:00～

13:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

北栄・当代島・猫実 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

緊急訪問・輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

昼休みなど対応できる時間は限られますが、ご相談ください。 

 

医療ナビ情報（2023/01/19現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   18件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    0件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

みかん薬局浦安店の情報は、

こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

みんと薬局 

住  所：当代島 3-3-25 TEL.047-390-8555 FAX．047-390-8556 

定 休 日：なし    

営業時間：月～金9:00～22:00 土9:00～15:00 日祝9:00～18:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

当代島近辺、徒歩圏内 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

緊急訪問・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

訪問までお時間を頂く場合がございます。 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）  38件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

みんと薬局の情報は、こちら

でご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【高洲地区】 

薬樹薬局新浦安 

住  所：明海 5-7-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ東京ﾍﾞｲ新浦安 Sol-A TEL.047-355-0660 FAX．047-355-

0661 

定 休 日：日・祝日    

営業時間：月火水金9:00～18:30 木9:00～17:30 土9:00～16:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

訪問栄養指導 実施 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

明海・日の出・高洲（市内他地域もご相談下さい） 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

薬剤師だけでなく、管理栄養士の訪問も承ります。お気軽にご相談下さい。 

 

医療ナビ情報（2023/01/24現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   5件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   32件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

薬樹薬局新浦安の情報は、こ

ちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【浦安駅前地区】 

薬局くすりの福太郎浦安駅前店 

住  所：北栄 1-3-34 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ峯崎 1-1Ｆ TEL.047-316-7403 FAX．047-390-0202 

定 休 日：日・祝日    

営業時間：月～金9:00～20:00 土9:00～18:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

薬局くすりの福太郎浦安駅前店より半径２㎞圏内 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

緊急訪問・輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

当店では在宅は今までやっておらず、慣れないうちはご迷惑をおかけすることもあるかと

思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

医療ナビ情報（2023/02/03現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    2件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 4件 

 

 

薬局くすりの福太郎浦安駅

前店の情報は、こちらでご覧

下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【中央地区】 

薬局ドラッグ・ジロー 

住  所：富士見 2-9-1 TEL.047-350-6700 FAX．047-350-6767 

定 休 日：日、祝日（月曜日の場合午前中営業）    

営業時間：月～金8:30～19:00 土8:30～18:00 祝日の月曜は8:30～12:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

ともづな・ドクター・ケアマネージャーさんと連携し、患者様ひとりひとりに応じた丁寧

で温かいサービスをスタッフ全員で心がけています！ 

 

医療ナビ情報（2023/1/31現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   45件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   67件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 36件 

 

 

薬局ドラッグ・ジローの情報

は、こちらでご覧下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

薬局ナチュラル・メディクス 

住  所：入船 4-1-1-102 TEL.047-304-7077 FAX．047-304-7078 

定 休 日：年末年始    

営業時間：月水金9:00～20:00 火木土9:00～19:00 日祝9:00～14:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・タクシー 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

 

医療ナビ情報（2023/02/06現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    1件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   60件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

薬局ナチュラル・メディクス

の情報は、こちらでご覧下さ

い。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

薬局マツモトキヨシ浦安東野店 

住  所：東野 1-1-43 TEL.047-350-0779 FAX．047-350-0779 

定 休 日：日、祝日、年末年始    

営業時間：月～金9:00～19:00 土9:00～17:30 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 ×  ／ 今後は実施希望あり 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・自家用車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

患者様のご要望に合わせた対応を行えたらと思います。お気軽にご相談下さい。 

 

医療ナビ情報（2023/01/26現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）   27件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    0件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

薬局マツモトキヨシ浦安東

野店の情報は、こちらでご覧

下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【新浦安地区】 

薬局メディクス新浦安店 

住  所：入船 4-1-4 TEL.047-304-7400 FAX．047-304-7401 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：月火水金土9:00～19:00 木9:00～17:00 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

浦安市全域 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車・タクシー 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注・小児 

 

６．薬局からのメッセージ 

お薬の管理でお困りの方やご来局が困難な方はぜひご相談下さい。 

 

医療ナビ情報（2023/01/31現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）   24件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

薬局メディクス新浦安店の

情報は、こちらでご覧下さ

い。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 



在宅支援薬局リスト 

【富岡地区】 

ヤックスドラッグ浦安東野薬局 

住  所：東野 3-4-11 TEL.047-712-8017 FAX．047-712-8027 

定 休 日：日、祝日    

営業時間：9:00～18:30 

 

《在宅関連情報》 

１．現在実施している在宅医療は？ 

個人在宅 実施 ／ 今後も実施希望あり 

施設在宅 × 

 

２．訪問可能なエリアは？ 

東野 2・3丁目、富士見 

 

３．訪問の交通手段は？ 

徒歩・自転車 

 

４．訪問予定の薬剤師は？ 

男性・女性 

 

５．対応できない症例は？ 

輸液・混注 

 

６．薬局からのメッセージ 

訪問エリアは限られますが、身近な薬局として対応させていただきます。 

 

医療ナビ情報（2023/01/25現在） 

  在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している（前年の実施件数）    0件 

  居宅療養管理指導を実施している    （前年の実施件数）    4件 

  介護予防居宅療養管理指導を実施している（前年の実施件数） 0件 

 

 

ヤックスドラッグ浦安東野

薬局の情報は、こちらでご覧

下さい。 

もしくは、浦安市薬剤師会

HP からもご覧いただけま

す。 


