
地区 薬局名 住所 電話 ＦＡＸ
訪問

可能範囲
麻薬の
取り扱い

注射剤の
調剤

退院時
カンファレンス

コメント

アーク調剤薬局⾧野柳原店 ⾧野市柳原2221-14 026-255-7120 026-255-7121 周辺地区 可 応相談 可 在宅訪問経験のある薬剤師が訪問します。お悩みに寄り添います。
あいケア薬局西和田店 ⾧野市西和田1-28-46 026-239-7886 026-239-7887 周辺地区 可 不可 応相談
飯綱グリーン薬局 上水内郡飯綱町牟礼2367-1 026-253-1515 026-253-1516 周辺地区 可 応相談 応相談
いしわた菜の花薬局 ⾧野市石渡63-8 026-239-7333 026-239-7710 周辺地区 可 不可 可 訪問実績有ります。お気軽にご相談下さい。
井上薬局 ⾧野市桜新町663-9 026-252-5570 026-252-5571 周辺地区 可 応相談 応相談 在宅訪問経験のある女性薬剤師が訪問します。ご相談ください。
ウエルシア薬局飯綱平出店 上水内郡飯綱町平出2838-1 026-253-1118 026-253-1228 周辺地区 可 応相談 可
ガーデン薬局 ⾧野市豊野町豊野583-8 026-217-8600 026-251-5577 周辺地区 可 応相談 可 OTC、医療材料等も応需します。お気軽にご相談ください。
金箱まい薬局 ⾧野市金箱341-2 026-219-6460 026-219-6461 周辺地区 可 不可 応相談 チーム医療に参画する意欲のあるスタッフがそろっています。
国民堂薬局 ⾧野市豊野町豊野1307-1 026-257-2027 026-257-2036 周辺地区 可 不可 可 豊野で創業100年。何でもお気軽にご相談ください
小島あすなろ薬局 ⾧野市小島407-8 026-213-7390 026-213-7391 周辺地区 可 応相談 可 在宅訪問経験のある女性薬剤師が訪問します。ご相談ください。
コスモファーマ富竹薬局 ⾧野市富竹字堰下1693-5 026-225-9558 026-225-9559 周辺地区 応相談 応相談 応相談 在宅訪問経験あります。よろしくお願いします。
三水わかば堂薬局 上水内郡飯綱町倉井2772-1 026-253-8939 026-253-8929 周辺地区 可 不可 可 未熟ですが学びながら訪問させていただきます。
信越土屋薬局 上水内郡信濃町柏原382-3 026-254-8370 026-254-8380 周辺地区 可 不可 応相談 訪問実績月に7回です。
中島薬局 ⾧野市豊野町豊野沖597-2 026-257-3077 026-257-6106 周辺地区 可 不可 応相談 一般医薬品、医療材料等の応需も致します。ご相談ください。
ながぬま調剤薬局 ⾧野市津野828-4 026-296-7215 026-296-7216 周辺地区 応相談 不可 不可 未熟ですが学びながら訪問させていただきます。
⾧野薬局 ⾧野市富竹字宮田1406-6 026-295-9311 026-295-1811 周辺地区 可 応相談 応相談
むすび野薬局 上水内郡信濃町古間846 026-217-7119 026-217-5778 周辺地区 可 可 応相談
調剤薬局マツモトキヨシ石渡店 ⾧野市大字石渡137-17 026-252-6670 026-252-6671 周辺地区 可 不可 応相談 在宅訪問経験のある薬剤師が訪問します。
ヨシダ薬局 ⾧野市吉田5-31-45 026-259-3306 026-259-3710 周辺地区 可 不可 応相談 在宅訪問の経験のある薬剤師が訪問させていただきます。
吉田グリーン薬局 ⾧野市吉田4－4－30 026-462-1121 026-462-3511 周辺地区 可 不可 応相談 日程調整の上、可能な限り対応します。ご相談ください。
吉田南センスビュー薬局 ⾧野市吉田5-23-11-1 026-241-1888 026-241-1889 周辺地区 可 不可 応相談
わかば堂薬局 上水内郡飯綱町牟礼2211-4 026-253-8935 026-253-8943 周辺地区 可 不可 可
あさひ薬局 ⾧野市上松4-5-2 026-215-1310 026-215-1323 周辺地区 応相談 応相談 可 患者・家族の意向に沿った服薬支援を一緒に考え訪問致します。
稲田薬局 ⾧野市稲田3-27-15 026-243-8113 026-243-8114 周辺地区 可 応相談 応相談 在宅訪問は少ないですが、誠意をもって対応させて頂きます。
ＳＢＣ通り岡沢薬局 ⾧野市吉田2-9-6 026-244-8003 026-244-8003 周辺地区 可 不可 応相談 経験ある女性薬剤師が訪問。薬剤管理のお手伝いをいたします。
さゆり薬局 ⾧野市若槻東条1087-5 026-255-7781 026-255-7782 制限なし 可 応相談 可 訪問実績月に4回です。未熟ですが対応させていただきます。
三才薬局 ⾧野市西三才1367-1 026-295-5795 026-295-5799 周辺地区 可 不可 可 訪問実績月に6～7回です。医療材料応需。ご相談ください。
中央薬局 ⾧野市徳間566-5 026-219-3103 026-219-3104 制限なし 可 応相談 可 施設・個人宅ともに対応いたします。まずはご相談ください。
徳間ひとみ薬局 ⾧野市大字徳間3207 026-257-0050 026-257-0053 周辺地区 可 不可 応相談 訪問実績月に３回です。コミュニケーションを大切に訪問します。
花みずき薬局 ⾧野市檀田2-32-22 026-259-8700 026-259-8703 周辺地区 可 応相談 応相談
フタキ薬局 ⾧野市上松4-5-11 026-241-3316 026-241-3319 周辺地区 可 不可 応相談
マーシィー稲田薬局 ⾧野市稲田1-39-1 026-239-6606 026-239-6616 周辺地区 応相談 不可 不可 水・土の午後可能です。学びながら訪問させていただきます。
調剤薬局マツモトキヨシ上松店 ⾧野市上松2-26-7-1 026-237-8825 026-237-8820 周辺地区 応相談 応相談 可
調剤薬局マツモトキヨシ徳間店 ⾧野市徳間3105 026-254-5675 026-254-5680 周辺地区 可 可 可 医療材料応需。在宅訪問経験のある女性薬剤師が訪問します。
まゆみだ薬局 ⾧野市檀田2-16-7 026-241-0154 026-241-0152 周辺地区 可 不可 可 訪問実績月に2～3回です。医療材料応需。
みのり薬局 ⾧野市吉田2-1-28 026-239-6850 026-239-6851 周辺地区 可 不可 応相談 訪問実績月に9回です。先ずはご相談ください。
めだか薬局 ⾧野市神楽橋10-114 026-252-6312 026-252-6326 周辺地区 可 不可 応相談 未熟ですが学ばせていただきます。
もめんや薬局 ⾧野市上野1-6-1 026-296-1137 026-296-3433 周辺地区 可 不可 応相談 小規模店ですが出来る限り、患者様に寄り添った訪問を致します。
モリキ薬局まゆみ田店 ⾧野市壇田2-30-7 026-266-0407 026-266-0422 周辺地区 可 不可 可 未熟ですが学びながら訪問します。医療材料応需ご相談ください。
湯谷ひとみ薬局 ⾧野市上松4-33-8 026-213-0311 026-213-0312 周辺地区 可 不可 可 患者さんのご希望に沿った支援を行います。ぜひご相談下さい。
わかつき大通り薬局 ⾧野市若槻東条551 026-295-4007 026-295-4001 周辺地区 可 不可 応相談
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あいケア薬局本郷駅前店 ⾧野市三輪3-14-7 026-262-1327 026-262-1328 周辺地区 可 不可 応相談 訪問実績月に4～6件。現在は女性薬剤師が訪問しています。
きりはら薬局 ⾧野市桐原2-15-1 026-219-2788 026-219-2766 周辺地区 応相談 可 応相談 地域の皆様方のお力になれるよう、誠意をもって対応致します。
クオール北⾧野薬局 ⾧野市吉田3-22-12 026-239-6289 026-239-6290 周辺地区 可 不可 応相談
クスリのアオキ三輪東薬局 ⾧野市三輪1-8-26 026-217-1765 026-217-1766 周辺地区 可 不可 応相談 患者様に合わせた管理方法をご提案いたします。
城東薬局 ⾧野市三輪6-17-1 026-237-7007 026-237-7007 周辺地区 応相談 不可 応相談 近隣住民の皆様のお力になります。まずTELでご連絡ください。
東急ライフ岡沢薬局 ⾧野市吉田3-22-1 026-259-8123 026-259-8123 周辺地区 可 不可 応相談 未熟ですが学びながら訪問させていただきます。
三輪薬局 ⾧野市三輪1-5-19 026-259-7635 026-259-7635 周辺地区 可 応相談 可
三輪かたぎり薬局 ⾧野市三輪5-43-21 026-235-4641 026-235-4642 周辺地区 可 応相談 応相談 訪問の実績月に2～3回です。医療材料ご用意できます。
三輪土屋薬局 ⾧野市三輪5-43-18 026-219-1910 026-219-1920 周辺地区 応相談 不可 応相談
モリキ薬局三輪店 ⾧野市三輪3-813-1 026-252-5260 026-252-5261 周辺地区 可 不可 可 地域の皆様のお役に立てるよう頑張ります!医療材料応需。
アイセイ薬局⾧野みすゞ店 ⾧野市鶴賀南千歳町880-1 026-228-3660 026-228-3685 周辺地区 応相談 応相談 可 2021年訪問実績月に6~7回です。
あおぞら薬局 ⾧野市鶴賀西鶴賀町1565-1 026-238-3535 026-238-3411 制限なし 可 不可 可 独居の方や高齢のご夫婦、施設など服薬支援をしています。

コスモファーマ鍋屋田薬局
⾧野市大字鶴賀字鍋屋田1347－
7　セブンビル1F

026-219-3975 026-219-3976 周辺地区 応相談 不可 応相談

後町薬局 ⾧野市西後町610 026-237-3200 026-237-7034 周辺地区 可 応相談 応相談
さくら薬局⾧野桜枝町店 ⾧野市⾧野桜枝町1169-1 026-252-7350 026-252-7351 周辺地区 可 応相談 可
さなえ薬局 ⾧野市早苗町25番9 026-233-8358 026-233-8258 周辺地区 可 不可 応相談
サン薬局 ⾧野市鶴賀緑町1102 026-268-0085 026-268-0086 周辺地区 応相談 応相談 応相談 訪問実績月1～2回以上経験のある在宅訪問を行っています。
たかもり薬局 ⾧野市⾧野桜枝町846-1 026-232-3206 026-232-3207 制限なし 可 応相談 可 経験ある薬剤師が誠意を持って訪問します。御希望に合わせます。
田町薬局 ⾧野市鶴賀田町2100-1 026-238-7606 026-238-7607 周辺地区 可 不可 可 丁寧な薬の説明と残薬管理・調製をさせていただきます。
ちとせ薬局 ⾧野市新諏訪2-1-3 026-219-6648 026-219-6647 周辺地区 可 不可 不可
ツマシナ薬局 ⾧野市大字南⾧野妻科391-イ-3 026-217-5956 026-217-5957 制限なし 可 可 可 がん治療や緩和薬物療法、ターミナルケア、無菌調剤にも対応。
なかやま薬局 ⾧野市鶴賀権堂町1449 026-234-1693 026-234-6637 周辺地区 応相談 不可 不可 女性薬剤師が患者様に寄り添い訪問致します。お役に立ちます。
西鶴賀土屋薬局 ⾧野市鶴賀西鶴賀町1473-1 026-217-1280 026-217-1290 周辺地区 可 応相談 応相談 ⾧野市周辺地区、対応可能です。
ファーマシーにしつるが ⾧野市鶴賀西鶴賀町1530-7 026-219-2512 026-219-2513 周辺地区 可 不可 不可
マツザワ薬局 ⾧野市問御所1238-1 026-226-3787 026-226-3787 周辺地区 応相談 不可 応相談
れんげ薬局 ⾧野市鶴賀西鶴賀町1567-12 026-238-1788 026-238-1755 周辺地区 可 不可 応相談
アーク調剤薬局⾧野稲葉店 ⾧野市稲葉664-5 026-214-2407 026-214-2408 制限なし 可 可 可 男性・女性薬剤師どちらも訪問可能です。無菌調剤対応できます。
オワリベ象山屋薬局 ⾧野市西尾張部1022-3 026-239-7701 026-239-7702 制限なし 可 不可 可
風間薬局 ⾧野市風間138-2 026-221-7618 026-222-3275 周辺地区 可 不可 応相談
クスリのアオキ稲葉薬局 ⾧野市稲葉字中河原沖896 026-267-0276 026-267-0266 周辺地区 可 不可 応相談
クスリのアオキ若宮薬局 ⾧野市西尾張部字若宮北194-1 026-256-8078 026-256-8071 周辺地区 可 不可 応相談 患者様に合わせた管理方法をご提案いたします。
さくら薬局⾧野高田店 ⾧野市高田1259 026-266-0318 026-266-0319 周辺地区 応相談 応相談 応相談
サンマリーン薬局 ⾧野市松岡2丁目39-5 026-285-9950 026-285-9951 制限なし 可 応相談 可 薬だけでなく病気療養の相談にも、経験ある薬剤師が対応します。
しなのき調剤薬局 ⾧野市北⾧池1602-1 026-266-0332 026-266-0338 制限なし 可 不可 応相談 経験のある女性薬剤師が訪問します。時間などご相談ください。
日本調剤たかだ白樺薬局 ⾧野市南高田2-4-22 026-251-6131 026-251-6130 制限なし 可 応相談 可
高田土屋薬局 ⾧野市高田547-10 026-225-9180 026-225-9190 周辺地区 可 不可 不可 訪問実績月に1回です。
たんぽぽ薬局 ⾧野市大豆島540-2 026-213-6615 026-221-6619 制限なし 可 不可 応相談 患者様に合わせたお届も可能です。いつでもご相談下さい。
⾧池かたぎり薬局 ⾧野市北⾧池2070-1 026-239-7550 026-239-7551 周辺地区 可 応相談 応相談 訪問実績月に3～4回です。医療材料応需。
⾧池ひとみ薬局 ⾧野市北⾧池2046-4 026-252-5035 026-252-5036 制限なし 可 不可 可 ⾧期に在宅訪問の経験があります。緩和ケア対応できます。
日詰モリキ薬局 ⾧野市稲葉日詰2777-1 026-251-1055 026-251-1056 周辺地区 可 不可 応相談 在宅訪問経験ありの女性が伺います。お気軽にご相談ください。
ビヨンド西友西尾張部薬局 ⾧野市西尾張部1060-12 026-215-1313 026-215-1300 周辺地区 可 不可 応相談 薬の疑問点や不安点の解決をお手伝いします。
まい薬局 ⾧野市南⾧池189-7 026-214-2102 026-214-2108 周辺地区 応相談 不可 応相談
まめじま薬局 ⾧野市松岡2-12-10 026-267-0417 026-267-0423 制限なし 可 応相談 応相談 未経験ですができる限りの対応をします。飯綱・戸隠方面も対応。
まるさん堂薬局 ⾧野市南⾧池756-1 026-257-0310 026-257-0311 制限なし 可 不可 可 在宅訪問、ターミナルケアの経験があります。医療材料応需。
モリキ大豆島薬局 ⾧野市大豆島4216 026-213-4035 026-213-4036 周辺地区 可 不可 不可 1人薬剤師のため要相談願います。
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アイセイ薬局日赤前店 ⾧野市若里6-1-6 026-223-3030 026-223-3031 周辺地区 可 不可 可 訪問実績月に3～4回です。お薬管理のお手伝いを致します。
あづま通りセンスビュー薬局 ⾧野市鶴賀142-6 026-219-2550 026-219-2551 制限なし 可 不可 応相談 経験は浅いですが、できる限り対応させていただきます。
いまち薬局 ⾧野市居町7-3 026-217-7320 026-217-7340 周辺地区 応相談 応相談 可
カサイ薬局 ⾧野市差出南2-1-36 026-228-7150 026-224-8219 周辺地区 可 応相談 可 患者様やご家族に寄り添いお薬の管理をサポートさせていただきます。
北市土屋薬局 ⾧野市若里1-34-3 026-291-3771 026-291-3781 周辺地区 可 応相談 応相談 ご要望にお応えしながらお薬管理のお手伝いを致します。
北村薬局 ⾧野市上千田沖295-3 026-228-2811 026-228-2891 周辺地区 可 応相談 可 個人宅・施設実績あります。まずは、ご相談下さい。
コスメⅡ薬局 ⾧野市鶴賀331-2 026-229-5551 026-229-5552 周辺地区 可 不可 可 訪問実績月に4回です。医療材料応需。
センスビュー薬局 ⾧野市栗田424-2 026-267-5230 026-267-5231 周辺地区 可 応相談 可 複数医療機関と連携し最適な在宅医療を提供します。
⾧東薬局 ⾧野市栗田1020-1 026-226-5053 026-229-8877 制限なし 可 応相談 可 訪問実績あり。通院困難な患者様のお手伝いをします。
⾧野国民堂薬局 ⾧野市安茂里8011 026-226-7096 026-226-7343 周辺地区 可 応相談 可 訪問実績月に8回です。
⾧野若里さくら薬局 ⾧野市若里6-1-6 026-223-4771 026-223-1764 周辺地区 可 応相談 応相談 在宅訪問の経験は未熟ですが学びながら訪問させていただきます。
ひかり薬局 ⾧野市若里6-1-5 026-269-6077 026-269-6078 周辺地区 可 可 可 無菌調製処理の必要な調剤や小児在宅の実績があります。
ふれあい土屋薬局 ⾧野市若里6-1-5 026-269-6120 026-269-6122 周辺地区 可 不可 応相談 在宅訪問経験のある薬剤師が訪問します。
調剤薬局マツモトキヨシ⾧野栗田店 ⾧野市栗田340-1 026-267-4880 026-267-4881 周辺地区 可 不可 可 未熟ながらもがんばります!
モリキ伊勢宮薬局 ⾧野市差出南2-22-6 026-228-8085 026-228-8883 周辺地区 可 不可 応相談
よりそい薬局 ⾧野市安茂里小市2-16-17 026-266-0701 026-224-0771 制限なし 可 応相談 可
若里土屋薬局 ⾧野市若里6-1-6 026-264-7695 026-264-7167 周辺地区 可 不可 可 専門医療機関連携薬局の認定があります。
アイン薬局松代店 ⾧野市松代町松代163-12 026-261-2112 026-278-1100 周辺地区 可 応相談 応相談
あおば薬局 ⾧野市松代町松代621-2 026-290-6607 026-290-6608 周辺地区 可 不可 応相談 訪問してお薬の説明・相談致します。
一文字屋薬局松代みらい店 ⾧野市松代町松代176 026-278-7797 026-278-7834 制限なし 可 可 可 訪問実績月に20回です。軽症からターミナルまで対応可能です。
インター松代象山屋薬局 ⾧野市松代町西寺尾字町裏1463 026-290-6200 026-290-6120 周辺地区 可 不可 応相談
さなだ薬局 ⾧野市松代町松代181-8 026-215-6377 026-215-6388 周辺地区 可 応相談 応相談 経験のある薬剤師が訪問します。お電話でご相談ください。
まごころ薬局 ⾧野市松代町東寺尾715-8 026-285-9242 026-285-9243 周辺地区 可 不可 応相談 未熟ですが学びながら訪問させていただきます。
松代モリキ薬局 ⾧野市松代町松代163-14 026-261-2134 026-261-2135 周辺地区 可 不可 応相談
若穂土屋薬局 ⾧野市若穂綿内7530 026-266-5270 026-266-5280 周辺地区 可 不可 応相談 不明点等電話でご相談ください。
わたうち薬局 ⾧野市若穂綿内8746-1 026-214-8500 026-214-8501 周辺地区 可 応相談 応相談
新町薬局 ⾧野市信州新町上条153 026-291-2140 026-291-2141 周辺地区 可 不可 応相談
中澤薬局 ⾧野市信州新町新町190 026-262-2054 026-262-3186 周辺地区 可 応相談 応相談 医療材料、介護用品、サプリメント、一般医薬品の相談、応需。
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