指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

たんぽぽ調剤薬局

茨城県水戸市青柳町3816-2

アイセイ薬局 水戸青柳店

茨城県水戸市青柳町4052

クローバー薬局 青柳

茨城県水戸市青柳町4065-8

たんぽぽ調剤薬局 水戸店

茨城県水戸市青柳町421-1

アイン薬局 水戸赤塚店

茨城県水戸市赤塚1-1

さくら薬局 赤塚店

茨城県水戸市赤塚1-1870-28

なの花薬局水戸赤塚店

茨城県水戸市赤塚1-1870-4

戸崎薬局

茨城県水戸市赤塚1-2005-49

岩間東華堂薬局

茨城県水戸市泉町2丁目3番6号

たんぽぽ調剤薬局 泉町店

茨城県水戸市泉町3-7-30-102号 ラ・フォンテーヌ

アクア薬局 内原店

茨城県水戸市内原町1丁目147番地

内原クローバー薬局

茨城県水戸市内原町904-1

かえで薬局 県庁前店

茨城県水戸市笠原町1565番地1

ケンコー薬局

茨城県水戸市笠原町950-37

県庁前薬局

茨城県水戸市笠原町1602-4

カワチ薬局 赤塚店

茨城県水戸市河和田1-1663-1

たんぽぽ調剤薬局 赤塚店

茨城県水戸市河和田2-1898-40

フローラ薬局 河和田店

茨城県水戸市河和田町5003-4

株式会社ミカ カワダ薬局

茨城県水戸市河和田町3330-10

みつわ薬局

茨城県水戸市河和田町4778-5

さくら薬局 水戸河和田店

茨城県水戸市河和田町長谷原4405-106

ラルフ薬局

茨城県水戸市河和田町2894-62

ウエルシア薬局 水戸けやき台店

茨城県水戸市けやき台1丁目140-1

アクア薬局 けやき台店

茨城県水戸市けやき台3-36 ＨＩビル1Ｆ

ファーマライズ薬局 五軒町店

茨城県水戸市五軒町2-3-43

アオキ薬局

茨城県水戸市五軒町3-1-2

にこにこ薬局

茨城県水戸市小林町1186-113

さくら薬局 酒門店

茨城県水戸市酒門町字浜井場302-1

アイセイ薬局 けやき台店

茨城県水戸市酒門町3142-8

すみれ薬局

茨城県水戸市酒門町4884-2

さかど薬局

茨城県水戸市酒門町下千束1501-4

みすず薬局 柵町店

茨城県水戸市柵町1-3-15

もみのき薬局

茨城県水戸市渋井町241-5

ファーマシー中山 城東薬局

茨城県水戸市城東1-10-1

友愛薬局 水戸店

茨城県水戸市城東1-3-11

岩間薬局

茨城県水戸市城南2-4-34

みすず薬局 白梅店

茨城県水戸市白梅3-8-4

ウエルシア薬局 水戸新原店

茨城県水戸市新原1-17-4

コスモファーマ薬局 西原店

茨城県水戸市新原1-3-8

共創未来 しんはら薬局

茨城県水戸市新原2-1-21

滝川薬局

茨城県水戸市住吉町3-11

アクア薬局 住吉店

茨城県水戸市住吉町44-43

オレンジ薬局

茨城県水戸市千波町1386-7

コスモファーマ薬局 千波店

茨城県水戸市千波町1440-12

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

アイセイ薬局 御茶園店

茨城県水戸市千波町223-4

アイセイ薬局 緑岡店

茨城県水戸市千波町2269-2

ウエルシア薬局 水戸御茶園通り店

茨城県水戸市千波町277-6

ウエルシア薬局 水戸千波店

茨城県水戸市千波町北葉山1763-1

めうがや成井薬局

茨城県水戸市大工町2-1-22

みすず薬局 緑町店

茨城県水戸市大工町3丁目10-14

タキタ薬局

茨城県水戸市中原町787

イオン薬局 水戸内原店

茨城県水戸市中原町字西135

水戸うちはら薬局

茨城県水戸市内原2-1 イオンモール水戸内原

共創未来 水戸薬局

茨城県水戸市中丸町610-7

日本調剤 水戸中央薬局

茨城県水戸市梅香1-2-5

バンビ薬局 梅香店

茨城県水戸市梅香1-2-50 水戸ビル1Ｆ

みすず薬局 梅香店

茨城県水戸市梅香1-2-6

アクア薬局

茨城県水戸市袴塚3-1-16

フルール薬局

茨城県水戸市袴塚3-3-30

東台調剤薬局

茨城県水戸市東台1-10-13

シバヌマ薬局

茨城県水戸市東野町262-23

ひかり薬局

茨城県水戸市東原3丁目2-4

東前薬局

茨城県水戸市東前2-30

フローラ薬局

茨城県水戸市開江町743-5

日本調剤 水戸薬局

茨城県水戸市開江町116-11

アイン薬局 水戸双葉台店

茨城県水戸市開江町224-4

薬局セレクト 双葉台店

茨城県水戸市開江町289-2

茨城中央調剤薬局

茨城県水戸市平須町1-416

アクア薬局 平須店

茨城県水戸市平須町1808-9

アイセイ薬局 平須店

茨城県水戸市平須町1820-31

赤塚細谷薬局 双葉台店

茨城県水戸市双葉台2-1 地区センター

メイプル薬局 双葉台店

茨城県水戸市双葉台四丁目173-14

ケンコー薬局 堀町店

茨城県水戸市堀町916-6

コスモファーマ薬局 堀町店

茨城県水戸市堀町1122-16

ウエルシア薬局 水戸堀町店

茨城県水戸市堀町878-3

石井薬局 渡里店

茨城県水戸市堀町894-6

布施薬局

茨城県水戸市本町1-4-20

アイセイ薬局 本町店

茨城県水戸市本町2-5-28

しもいち薬局

茨城県水戸市本町3丁目2-26

コスモ調剤薬局 下市店

茨城県水戸市本町三丁目20-8-102

みがわファミリー薬局

茨城県水戸市見川町2131-1165

茨城調剤薬局 見川店

茨城県水戸市見川町2131-1815

ローズマリー薬局

茨城県水戸市見川町2389-6

アイセイ薬局 水戸南町店

茨城県水戸市南町2-3-31

慈愛堂薬局

茨城県水戸市南町3-1-21

バンビ薬局 水戸店

茨城県水戸市宮町1-3-38 中村ビル5Ｆ

アイ水戸薬局

茨城県水戸市見和1-369-26

有限会社 永和薬局

茨城県水戸市見和1丁目321-13

ウエルシア薬局 水戸見和店

茨城県水戸市見和309-2

アイセイ薬局 水戸店

茨城県水戸市元吉田町1636-3
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医療機関等名称

医療機関等住所

ファースト薬局 元吉田店

茨城県水戸市元吉田町2576-5

そうごう薬局 柳町店

茨城県水戸市柳町1丁目15番7号

ウエルシア薬局 水戸百合が丘店

茨城県水戸市百合が丘町8-3

カワチ薬局 吉沢町店

茨城県水戸市吉沢町263

ファーマライズ薬局 水戸店

茨城県水戸市吉沢町223-1

フェイス薬局

茨城県水戸市吉沢町354-94

そうごう薬局 水戸店

茨城県水戸市六反田町1136-1

さつき薬局 渡里店

茨城県水戸市渡里町字新田後2691-3-2

鶴屋薬局

茨城県水戸市鯉淵町2965

ほがらか薬局

茨城県水戸市見川町字丹下一ノ牧2131-2037

赤塚中央薬局

茨城県水戸市河和田2丁目16-7

つくし薬局 水戸住吉店

茨城県水戸市住吉町301-2

アルファーム薬局 千波店

茨城県水戸市千波町209

クローバー薬局 千波

茨城県水戸市千波町2768-1

ホーム薬局

茨城県水戸市米沢町98-7

カワチ薬局 鮎川店

茨城県日立市鮎川町4-7-21

グリーン薬局

茨城県日立市鮎川町1-2-21

すまいる薬局 日立店

茨城県日立市鮎川町2丁目7-3

株式会社 くすりのマルト調剤薬局 鮎川店

茨城県日立市鮎川町3丁目1番地の1

大曽根薬局

茨城県日立市鮎川町6-4-23

有限会社荒友薬局

茨城県日立市大沼町1-27-18

メリー薬局

茨城県日立市大沼町3-4-10

三和堂薬局 大みか店

茨城県日立市大みか町4-4-7

大みか中央薬局

茨城県日立市大みか町2-28-5 なぎさ会館内

あおぞら薬局 大和田店

茨城県日立市大和田町1-1-30

おぬき薬局

茨城県日立市小木津町3-1-20

大和田薬局

茨城県日立市会瀬町1-6-17

さくら薬局 日立会瀬店

茨城県日立市会瀬町3丁目26番11号

サンドラッグ日立会瀬薬局

茨城県日立市会瀬町4-14-1

鹿島薬局

茨城県日立市鹿島町2-16-12

ハート薬局

茨城県日立市鹿島町1-11-7

わかば薬局 鹿島

茨城県日立市鹿島町2-1-13 1Ｆ

よつば薬局

茨城県日立市金沢町3-17-2

あい薬局

茨城県日立市金沢町1-7-23

あおぞら薬局 金沢店

茨城県日立市金沢町4-24-15

一仙堂荒友薬局

茨城県日立市神峰町2-14-3

川又薬局

茨城県日立市神峰町3-5-7

亀甲堂薬局

茨城県日立市神峰町4-2-1

福地薬局

茨城県日立市神峰町4丁目12番7号

金成薬局

茨城県日立市川尻町1-32-2

コスモファーマ薬局 川尻店

茨城県日立市川尻町3丁目19番12号

あい薬局 川尻店

茨城県日立市川尻町5-29-7

アイセイ薬局 川尻店

茨城県日立市川尻町6-44-14

あい薬局 くじ店

茨城県日立市久慈町2-2-21

アイン薬局 日立久慈店

茨城県日立市久慈町3-6-17

みなみ薬局

茨城県日立市久慈町4丁目16番9号
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医療機関等名称

医療機関等住所

あかね薬局

茨城県日立市桜川町1-1-13

ひまわり調剤薬局

茨城県日立市桜川町2-18-3

桜川薬局

茨城県日立市桜川町2-25-17

日立クローバー薬局

茨城県日立市桜川町3-10-6

アイセイ薬局 日立南店

茨城県日立市茂宮町沼田823-2

ひたちともべ薬局

茨城県日立市十王町友部1600-1

十王薬局

茨城県日立市十王町友部東1-2-1

アイセイ薬局 日立北店

茨城県日立市十王町友部東2-5-25

さくら薬局 日立店

茨城県日立市城南町2-1-6

鳩ヶ丘調剤薬局

茨城県日立市助川町5-1-11

助川調剤

茨城県日立市助川町1丁目8番10号

フロンティア薬局 日立店

茨城県日立市助川町2-14-5

さくら薬局 日立諏訪店

茨城県日立市諏訪町3-8-7

有限会社 池上薬局

茨城県日立市千石町1-3-3

ファーマみらい多賀薬局

茨城県日立市千石町1-5-3

有限会社セキネ薬局

茨城県日立市千石町2-1-9

常陸薬局 多賀店

茨城県日立市千石町2-7-7 ウイングビル内101号

千石調剤薬局

茨城県日立市千石町3-11-21

台原福地薬局

茨城県日立市台原町2-13-5

あべ調剤薬局

茨城県日立市多賀町1-10-1

アイン薬局 日立田尻店

茨城県日立市田尻町3-23-5

カワチ薬局 田尻店

茨城県日立市田尻町4-36-6

メイプル薬局 日立店

茨城県日立市田尻町4-49-16

あい薬局 成沢店

茨城県日立市中成沢町2-21-1

日本調剤 日立薬局

茨城県日立市中成沢町1-16-1

石井薬局

茨城県日立市滑川本町2-20-15

瀬谷薬局

茨城県日立市滑川町2-14-19

ふかや薬局

茨城県日立市東金沢町5-3-17

永井薬局

茨城県日立市東金沢町5-4-30

東金沢薬局

茨城県日立市東金沢町5丁目6番16号

厚生薬局

茨城県日立市東多賀町5-10-20

アイセイ薬局 東滑川店

茨城県日立市東滑川町1-38-16

アイセイ薬局 日高店

茨城県日立市日高町3-8-4

ふたば薬局

茨城県日立市平和町1-6-1

スズヤ薬局

茨城県日立市弁天町1-14-7

西山薬局

茨城県日立市水木町2-39-29

日本調剤 日立南薬局

茨城県日立市茂宮町435-3

さくら薬局 日立若葉町店

茨城県日立市若葉町3丁目1番3号

さくら薬局 日立駅前店

茨城県日立市幸町1-7-7 ニュークリニックス101号

いぶき台薬局

茨城県日立市十王町伊師3886-7

有限会社 長山薬局

茨城県日立市多賀町1-2-2

アルファーム薬局 大みか店

茨城県日立市大みか町2丁目22-29

さくらい薬局 南荒川沖店

茨城県土浦市荒川沖字川向102-4

ライズ調剤薬局

茨城県土浦市荒川沖西2-11-11

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ウエルシア薬局 土浦さん・あぴお店

茨城県土浦市大畑1611

土浦調剤薬局 大町店

茨城県土浦市大町7-18

センター薬局 本店

茨城県土浦市沖宿町字八幡前2695-7

南山堂薬局 乙戸南店

茨城県土浦市乙戸南3丁目110-5

ウエルシア薬局 土浦霞ヶ岡店

茨城県土浦市霞ヶ岡町22-5

イオン薬局 土浦店

茨城県土浦市上高津367

ウエルシア薬局 土浦神立店

茨城県土浦市神立中央三丁目2番27号

神立中央薬局

茨城県土浦市神立中央3-14-19

烏山薬局

茨城県土浦市烏山1-476-2

南山堂薬局 土浦店

茨城県土浦市川口1-5-19

きだまり薬局

茨城県土浦市木田余1641-1

はすの実薬局

茨城県土浦市木田余1661-2

スズラン薬局 桜ヶ丘店

茨城県土浦市桜ヶ丘町28-46

スミレ薬局

茨城県土浦市桜町3-14-18

げんき調剤薬局 さくら店

茨城県土浦市桜町3-3116-23

ポプリ薬局 桜町店

茨城県土浦市桜町3-5-3

桃園薬局

茨城県土浦市下坂田2012-6

テラカド薬局

茨城県土浦市下高津2-6-27

ウエルシア薬局 土浦高津店

茨城県土浦市下高津3丁目7番46号

南山堂薬局 土浦北店

茨城県土浦市常名字赤池東山3968-8

めぐみ調剤薬局

茨城県土浦市城北町13-19

センター薬局

茨城県土浦市城北町7-23

ウエルシア薬局 土浦新田中店

茨城県土浦市田中2丁目10番35号

たなか薬局

茨城県土浦市田中3丁目1762-2

山口薬局中央店

茨城県土浦市中央1丁目12-24

ポプリ薬局 中央店

茨城県土浦市中央2-14-5

南山堂薬局 中村店

茨城県土浦市中1085

土浦南調剤薬局

茨城県土浦市中荒川沖町5-3

さくらい薬局 土浦永国店

茨城県土浦市永国1044-1

南山堂薬局 中高津店

茨城県土浦市中高津3-11-15

カワチ薬局 土浦南店

茨城県土浦市中高津3-1-3

フレンド薬局

茨城県土浦市中村東2丁目18番1号

ポプリ薬局 中村店

茨城県土浦市中村南5-30-2

アスカ薬局 土浦店

茨城県土浦市生田町2-11

旭調剤薬局 土浦店

茨城県土浦市並木1丁目2-7

ライズ調剤薬局 土浦北店

茨城県土浦市並木5-4076-3

さくらい薬局 土浦文京店

茨城県土浦市文京町10-22

ヤックスドラッグ土浦真鍋薬局

茨城県土浦市真鍋3-3386

カワチ薬局 真鍋店

茨城県土浦市真鍋新町20-20

アイン薬局 土浦店

茨城県土浦市沖宿町八幡前2762-3

調剤薬局 ハピネス

茨城県土浦市真鍋新町9-23

フヂヤ薬局

茨城県土浦市右籾字宮塚2626-17

さくら薬局 土浦駅西口店

茨城県土浦市大和町9-2 ウララ2ビル2F

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

駅前薬局ウララ3

茨城県土浦市大和町9-3 ウララⅢ-12

山口薬局 ウララ店

茨城県土浦市大和町9番2号

ヤックスドラッグ荒川沖薬局

茨城県土浦市荒川沖東2丁目18-3

スカイ薬局

茨城県土浦市中高津1-15-49

土浦調剤薬局

茨城県土浦市下高津1-21-50

大川薬局

茨城県土浦市桜町2-4-12

ポプリ薬局 朝日店

茨城県土浦市桜町3-6-14

島田薬局

茨城県土浦市小松1-5-2

ウエルシア薬局 土浦真鍋店

茨城県土浦市真鍋3-5-25

すみれ調剤薬局

茨城県土浦市神立中央5-4-16

神立薬局

茨城県土浦市神立東1-15-2

株式会社奥井薬局

茨城県土浦市中央1-8-16

プルシェ奥井薬局

茨城県土浦市田中2-10フードオフストッカー土浦田中店内

沼野薬局

茨城県土浦市藤沢964-8

共創未来 総和薬局

茨城県古河市稲宮字前久保1011-3

ももの木薬局

茨城県古河市大字坂間字南谷71-1

ローズ薬局

茨城県古河市大堤119-1

古河中央薬局 日赤前

茨城県古河市大堤290－2

日本調剤 古河薬局

茨城県古河市大堤291

フジサワ薬局 大堤店

茨城県古河市大堤318

さくら薬局 猿島店

茨城県古河市大堤字鹿養307の一部

共創未来 古河南薬局

茨城県古河市大堤字鹿養381

ハロー薬局

茨城県古河市大手町11番22号

アイン薬局 諸川店

茨城県古河市大和田1803-6

オリーブ薬局

茨城県古河市尾崎3820-8

あゆみ薬局

茨城県古河市上辺見341-3

ホワイト薬局 古河店

茨城県古河市鴻巣607-7

ウエルシア薬局 古河鴻巣店

茨城県古河市鴻巣956-1

ひのき薬局

茨城県古河市駒羽根113-2

かえで薬局

茨城県古河市駒羽根325-1

アイン薬局 総和店

茨城県古河市駒羽根830-2

ウエルシア茨城総和薬局

茨城県古河市下大野2008

薬局・なくすりーな

茨城県古河市下大野2852-4

さくら薬局 古河下大野店

茨城県古河市下大野2925番3

クリエイト薬局 古河下辺見店

茨城県古河市下辺見2226－2

ウエルシア薬局 古河総和店

茨城県古河市下辺見2715

落合薬局

茨城県古河市釈迦1078-4

丘里薬局

茨城県古河市関戸1200-9

イソハタ薬局 中央町店

茨城県古河市中央町1-2-34

オハナ薬局 古河店

茨城県古河市中央町二丁目3-15

ホワイト薬局 中央店

茨城県古河市中央町2-4-18

つくば調剤薬局

茨城県古河市中央町3-1-39

カシマ調剤薬局

茨城県古河市長谷町1-9

ホワイト薬局

茨城県古河市西牛谷881-64

まきば薬局

茨城県古河市錦町1-54

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

株式会社松永薬局

茨城県古河市東2-13-39

さくら薬局 古河店

茨城県古河市東牛谷520-4

古河中央薬局 友愛前

茨城県古河市東牛谷520-5

共創未来 古河東薬局

茨城県古河市東牛谷627-3

木ノ下薬局

茨城県古河市東牛谷630-1

木ノ下薬局 牛谷店

茨城県古河市東牛谷815-3

アイセイ薬局 古河店

茨城県古河市東牛谷825-3

古河アポス調剤薬局

茨城県古河市東三丁目10番5号

アポスセンター薬局

茨城県古河市東二丁目16番26号

共創未来 古河東本町薬局

茨城県古河市東本町4-1-11

アヤベ薬局

茨城県古河市東本町4-7-37

調剤薬局カシマ 久能店

茨城県古河市久能1018-5

アイン薬局 古河本町店

茨城県古河市本町4-11-8

あおば薬局

茨城県古河市本町1-10-6

ウエルシア薬局 ＶＡＬ古河店

茨城県古河市本町1-1-15 ＶＡＬ古河駅ビル内

レモン薬局 古河店

茨城県古河市本町1-2-35

つくし薬局

茨城県古河市本町2-4-36

有限会社 倉持薬局

茨城県古河市本町2-7-23

イソハタ薬局 本町店

茨城県古河市本町3-1-31

くるみ薬局

茨城県古河市三杉町2-28-1

しらゆり薬局

茨城県古河市緑町2371-21

共創未来 古河緑町店

茨城県古河市緑町2376-11

ファーコス薬局 なごみ

茨城県古河市女沼658-3

加藤薬局 諸川店

茨城県古河市諸川1000

ウエルシア薬局 古河諸川店

茨城県古河市諸川1166

げんき印有限会社 しんせつ薬局

茨城県古河市諸川1186-5

コスモ調剤薬局

茨城県古河市諸川1366-5

有限会社 卯木薬局

茨城県古河市諸川2554

オレンジ薬局 諸川店

茨城県古河市諸川431番地3

つかもと調剤薬局 三和店

茨城県古河市諸川827-4

有限会社 スミレ薬局

茨城県古河市横山町2丁目4-10

うさぎ薬局

茨城県古河市雷電町10-23

さくら薬局 石岡店

茨城県石岡市旭台1-17-27

南山堂薬局 旭台店

茨城県石岡市旭台1-6-23

コスモファーマ薬局 石岡店

茨城県石岡市行里川13440-22

アスカ薬局 石岡店

茨城県石岡市石岡1-13-3

アイン薬局 石岡店

茨城県石岡市大砂10528-43

浅野薬局

茨城県石岡市柿岡1900-9

あおば薬局

茨城県石岡市柿岡高山1547-5

高千穂薬局 国府店

茨城県石岡市国府1-6-23

かのこ薬局

茨城県石岡市鹿の子2-9-2

パワー調剤薬局 石岡店

茨城県石岡市杉並2-2-18

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ウエルシア薬局 石岡東光台店

茨城県石岡市東光台4-11-22

石岡セントラル薬局

茨城県石岡市東石岡4-1-39

カワチ薬局 石岡北店

茨城県石岡市東大橋1977-1

ヒバリ薬局

茨城県石岡市東大橋2832-11

なの花薬局石岡八郷店

茨城県石岡市東成井2719-3

南山堂薬局 石岡店

茨城県石岡市東府中1-14

みつばち薬局 石岡店

茨城県石岡市東府中1-3

南山堂薬局 石岡本店

茨城県石岡市東府中13458-92

ほし薬局 石岡店

茨城県石岡市東府中13458-94

ライズ調剤薬局 石岡店

茨城県石岡市府中1-6-10

るふと薬局

茨城県石岡市府中2-3-2

高千穂薬局

茨城県石岡市東石岡4-11-27

みなみ薬局

茨城県石岡市南台3-34-8

渡辺薬局

茨城県石岡市府中3-1-10

広江薬局

茨城県結城市大字矢畑297

ウエルシア薬局 結城富士見店

茨城県結城市大字結城10609番地1

ササヤ薬局

茨城県結城市大字結城388

カワチ薬局 結城南店

茨城県結城市大字結城6531

あじさい薬局

茨城県結城市大字結城字城ノ内8776-9

ハニュウ薬局 小田林店

茨城県結城市小田林2520-213

中央薬局 結城店

茨城県結城市上山川5049-13

有限会社かなくぼ薬局

茨城県結城市鹿窪1305-97

ウエルシア薬局 結城新福寺店

茨城県結城市新福寺2-21-6

マロニエ調剤薬局

茨城県結城市新福寺6-6-4

ハニュウ薬局 結城駅南店

茨城県結城市中央町1-5-20

せき調剤薬局

茨城県結城市結城10611-1

ひまわり調剤薬局

茨城県結城市結城10742-15

くわのみ薬局

茨城県結城市結城11794-2

さくら薬局 結城店

茨城県結城市結城2987-1

ハニュウ薬局 結城東店

茨城県結城市結城6202

すこやか薬局

茨城県結城市結城7965-28

すみれ薬局

茨城県結城市中央町2‐9‐15

結城中央薬局

茨城県結城市結城9628番地4

絹の里薬局

茨城県結城市結城1356-6

うえにし薬局有限会社

茨城県結城市大字結城9619番地の6

大崎薬局

茨城県結城市結城13453

松野薬局 川原代店

茨城県龍ケ崎市川原代町6186-1

むぎのほ薬局 龍ヶ崎南店

茨城県龍ケ崎市北方町2067-3

有限会社共栄堂薬局

茨城県龍ケ崎市小通幸谷町444-2

ももの木薬局

茨城県龍ケ崎市栄町4715-3

松野薬局 佐貫店

茨城県龍ケ崎市佐貫1-4-4

さくら薬局 佐貫駅前店

茨城県龍ケ崎市佐貫3丁目5-5

島田薬局

茨城県龍ケ崎市佐貫町555-6

有限会社 長生堂薬局

茨城県龍ケ崎市下町4897

カワチ薬局 竜ヶ崎店

茨城県龍ケ崎市中里1-1-7

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ひろせ薬局

茨城県龍ケ崎市中里1丁目1-10

南山堂薬局 龍ケ崎店

茨城県龍ケ崎市中里1丁目1-13

メイプル薬局

茨城県龍ケ崎市中根台1-9-32

ウエルシア薬局 龍ケ崎長山店

茨城県龍ケ崎市長山3丁目2-1

アイン薬局 佐貫店

茨城県龍ケ崎市馴柴町1区15-5

神田山調剤薬局 龍ヶ崎

茨城県龍ヶ崎市長山7-9-9

たつのこ薬局

茨城県龍ケ崎市馴柴町650-3

松野薬局 上米店

茨城県龍ケ崎市馴馬町601-12

有限会社塚本哲也長生堂薬局

茨城県龍ケ崎市馴馬町598の1

アリス薬局

茨城県龍ケ崎市根町3296-7

カトレア調剤薬局

茨城県龍ケ崎市松ヶ丘2丁目24番14号

サカエ薬局

茨城県龍ケ崎市松葉4-9-12

あおぞら調剤薬局

茨城県龍ケ崎市南中島117-1

アイン薬局 龍ヶ崎米町店

茨城県龍ケ崎市六斗蒔8655

ミルキー薬局

茨城県龍ケ崎市若柴町1230-1

くりの木薬局

茨城県龍ケ崎市若柴町2500-28

レインボー薬局

茨城県龍ケ崎市愛戸町47

エース薬局

茨城県龍ケ崎市貝原塚町3033-9

オリオン薬局

茨城県龍ケ崎市川原代町2643-3

ドリーム薬局 中央店

茨城県龍ケ崎市下町2885

アイン薬局 龍ヶ岡店

茨城県龍ケ崎市中里1-1-12

ドリーム調剤薬局

茨城県龍ケ崎市馴柴町635-2

有限会社 スター調剤薬局

茨城県龍ケ崎市東町2937

スバル薬局

茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘4-5-5

ユーキ薬局

茨城県下妻市江2054

さくら薬局 しもつま店

茨城県下妻市大串120-15

ハニュウ薬局 下妻店

茨城県下妻市大串452-2

たけの薬局 下妻店

茨城県下妻市数須837

いちょう薬局

茨城県下妻市小島905-4

あけぼの薬局 湖畔店

茨城県下妻市下木戸534-4

たみや薬局 下妻店

茨城県下妻市下妻戌396-1

かしわや薬局 栗山店

茨城県下妻市下妻乙399-1

つかだ薬局

茨城県下妻市下妻丁146-5

株式会社外山長兵衛商店 かしわや薬局

茨城県下妻市下妻丁101

ウエルシア薬局 下妻新千代川店

茨城県下妻市田下593

日本調剤 下妻薬局

茨城県下妻市長塚28-2

パルム薬局 下妻店

茨城県下妻市長塚423-17

共創未来 下妻薬局

茨城県下妻市長塚50-1

あけぼの薬局 千代川店

茨城県下妻市別府295-8

イオン薬局 下妻店

茨城県下妻市堀龍972-1

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ハロー薬局

茨城県下妻市本城町2-103-1

アイン薬局 水海道店

茨城県常総市新井木町122-10

あけぼの薬局 内守谷店

茨城県常総市内守谷町3719-5

ひかり薬局 篠山店

茨城県常総市篠山296-3

クララ薬局

茨城県常総市新石下3484

ウエルシア薬局 常総石下店

茨城県常総市新石下3930-1

カシワヤ薬局

茨城県常総市水海道宝町2762

有限会社ゴキタ薬局

茨城県常総市水海道宝町2785

株式会社 のぎさき薬局 水海道店

茨城県常総市水海道山田町1544-1

野尻薬局美妻橋店

茨城県常総市中妻町2619-2

あけぼの薬局

茨城県常総市古間木新田811-2

あけぼの薬局 上石下店

茨城県常総市本石下4804-2

遠藤薬局

茨城県常総市水海道諏訪町2802

さくら薬局 水海道森下店

茨城県常総市水海道森下町4429

あけぼの薬局 水海道店

茨城県常総市水海道諏訪町3302-3

薬樹薬局 水海道

茨城県常総市水海道宝町2835番地5

有限会社 黒鳥薬局

茨城県常総市水海道渕頭町2931

ウエルシア薬局 常総向石下店

茨城県常総市向石下857-2

学園中央薬局 石下店

茨城県常総市向石下899-61

すみれ薬局

茨城県常陸太田市金井町3677

のぞみ薬局

茨城県常陸太田市金井町3568番6

株式会社サン薬局

茨城県常陸太田市木崎二町940

調剤薬局ツルハドラッグ 常陸太田店

茨城県常陸太田市木崎二町1727-1

うさぎ薬局

茨城県常陸太田市木崎二町2005-3

有限会社 久米薬局

茨城県常陸太田市久米町173-1

平塚薬局

茨城県常陸太田市栄町3005-3

つばさ薬局 金砂店

茨城県常陸太田市下宮河内町133-3

ひらつか薬局 中城店

茨城県常陸太田市中城町138・140合併-12

ひらつか薬局 西町店

茨城県常陸太田市西三町2131-5

和田薬局

茨城県常陸太田市西二町2206番地

合名会社 川又薬局

茨城県常陸太田市東一町2290

アイセイ薬局 谷河原店

茨城県常陸太田市谷河原町1180-4

有限会社 大畠薬局

茨城県常陸太田市山下町1718

アイセイ薬局 安良川店

茨城県高萩市安良川156-1

ウエルシア薬局 高萩安良川店

茨城県高萩市安良川214-1

さくら薬局 高萩店

茨城県高萩市大字上手綱字上ヶ穂町1006番16

わかば薬局 春日

茨城県高萩市春日町2-77-1

APCファーマシー

茨城県高萩市島名富士2374-11

なごみ薬局 松岡店

茨城県高萩市下手綱653-6

わかば薬局 高萩

茨城県高萩市下手綱大谷口1928-1

あい薬局 荒崎店

茨城県高萩市高戸382-2

ひかり薬局

茨城県高萩市東本町3-32-3

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
吉田薬局

茨城県高萩市本町1-17

白木屋薬局

茨城県高萩市本町2-88-4

アイセイ薬局 高萩店

茨城県高萩市大和町2-4

大高薬局

茨城県高萩市大和町2-98

キューブ薬局高萩店

茨城県高萩市大和町3-12

小豆畑薬局

茨城県高萩市大和町4-14

松本薬研堂薬局

茨城県北茨城市磯原町磯原1-212

パール薬局

茨城県北茨城市磯原町磯原1-265-2

株式会社 くすりのマルト調剤薬局 磯原店

茨城県北茨城市磯原町磯原2-180

磯原薬局 西店

茨城県北茨城市磯原町磯原2丁目81

ウエルシア薬局 北茨城磯原店

茨城県北茨城市磯原町磯原3-20

キリン堂薬局

茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-1

西野自然堂薬局

茨城県北茨城市磯原町木皿1108-1

広野薬局 北茨城店

茨城県北茨城市磯原町豊田1丁目38-2

北茨城薬局

茨城県北茨城市大津町2697-1

北茨城薬局 関南店

茨城県北茨城市関南町関本下1050-7

アイセイ薬局 北茨城店

茨城県北茨城市関南町関本下1050-5

関本薬局

茨城県北茨城市関本町八反185-2

西野自然堂薬局 中郷店

茨城県北茨城市中郷町上桜井1549-1

ウエルシア薬局 北茨城中郷店

茨城県北茨城市中郷町上桜井1586番地

アイン薬局 北茨城中郷店

茨城県北茨城市中郷町上桜井2535

調剤薬局ツルハドラッグ 北茨城店

茨城県北茨城市中郷町上桜井字細谷2830

やぶき薬局 大津店

茨城県北茨城市大津町北町1丁目3-10

アイン薬局 北茨城磯原店

茨城県北茨城市磯原町磯原2丁目291

そうごう薬局北茨城店

茨城県北茨城市大津町2521-2

アイン薬局 友部旭町店

茨城県笠間市旭町653-8

かさま中央薬局

茨城県笠間市旭町字旭崎653-1

みつばち薬局

茨城県笠間市旭町107-4

みどり薬局

茨城県笠間市旭町472-2

ウエルシア薬局 友部旭町店

茨城県笠間市旭町488番地1

アイリス薬局

茨城県笠間市石井2031-2

ウエルシア薬局 笠間南店

茨城県笠間市石井2104

ひまわり調剤薬局 泉店

茨城県笠間市泉2081-1

有限会社サンライト ひまわり薬局

茨城県笠間市大田町208-144

ひかり薬局

茨城県笠間市大田町918番地の3

みすず薬局 笠間大町店

茨城県笠間市笠間1158-4

佐野薬局

茨城県笠間市笠間1328-1

コスモファーマ薬局 稲荷店

茨城県笠間市笠間4376-5

ウエルシア薬局 笠間東店

茨城県笠間市笠間字稲荷町99-7

ナップ薬局 鯉淵店

茨城県笠間市鯉淵6266-1

アイン薬局 友部店

茨城県笠間市鯉淵6526-236

アイン薬局 こいぶち店

茨城県笠間市鯉淵6526-90

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
フローラ薬局 友部店

茨城県笠間市鯉淵6679-12

共創未来 友部薬局

茨城県笠間市鯉淵字十ノ割6526-82

ファーマライズ薬局 友部店

茨城県笠間市五平字中新地前67-11

みすず薬局 笠間店

茨城県笠間市下市毛字稲荷林263

有限会社菅谷薬局

茨城県笠間市下郷5012

アイセイ薬局 岩間店

茨城県笠間市下郷4446-186

カワチ薬局 友部店

茨城県笠間市東平3-1-15

アイセイ薬局 友部店

茨城県笠間市東平3-1-22

ウエルシア薬局 新友部店

茨城県笠間市東平3丁目1番7号

ロイヤル薬局 友部

茨城県笠間市東原4-5-33

あす薬局

茨城県笠間市安居1295-4

有限会社根本薬局

茨城県笠間市八雲1-2-4

アルファーム薬局 友部店

茨城県笠間市八雲2丁目1058-208

共創未来 藤代薬局

茨城県取手市毛有371-3

神田山調剤薬局・青柳

茨城県取手市青柳字屋敷通72

共創未来 取手薬局

茨城県取手市稲字向原833

アイン薬局 取手店

茨城県取手市井野台5-1-21

そうごう薬局 井野台店

茨城県取手市井野台5-2-29

神田山薬局 井野団地

茨城県取手市井野団地3-19-106

アイン薬局 藤代店

茨城県取手市岡1462-5

三健堂薬局

茨城県取手市椚木2499-2

メイプル薬局 取手店

茨城県取手市小文間3886-5

すず薬局 桜が丘店

茨城県取手市桜が丘1-17-2

ダリヤ桜が丘薬局

茨城県取手市桜が丘1-2-2

アガペ藤代薬局

茨城県取手市下萱場1300

さくらい薬局 取手店

茨城県取手市下高井1969-9

森の薬局

茨城県取手市下高井2333-6

ハロー薬局

茨城県取手市白山1-2-21 1階

天祐堂薬局

茨城県取手市白山2-5-9

白山薬局

茨城県取手市白山6-24-7

取手駅前薬局

茨城県取手市新町2-2-16 ルックハイツ取手第一2階W-1号室

ひだまり薬局

茨城県取手市新町3-12-5

ウエルシア薬局 取手新町店

茨城県取手市新町3丁目9番41号

倉持薬局 取手店

茨城県取手市新町6-1-25

さくら薬局 取手谷中店

茨城県取手市谷中34-12

南山堂薬局 取手駅前店

茨城県取手市中央町2-25

ふれあい薬局

茨城県取手市戸頭1-8-19

有限会社新村薬局

茨城県取手市戸頭4丁目3番5号

ひまわり薬局

茨城県取手市戸頭6-22-3

アスカ薬局

茨城県取手市戸頭6-31-9 ビルドタカ1Ｆ

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
ウエルシア薬局 取手新戸頭店

茨城県取手市戸頭9丁目21番23号

ハーブランド薬局

茨城県取手市取手2-10-15 取手長谷ビル1Ｆ

神田山調剤薬局

茨城県取手市取手3-4-15 取手クリニックビル2Ｆ

さくら薬局 取手東店

茨城県取手市東4丁目3-1

共創未来 ゆめみ野薬局

茨城県取手市ゆめみ野一丁目5番地4

日本調剤 取手薬局

茨城県取手市井野台5-2-28

すずらん薬局 井野店

茨城県取手市井野4436-1

ウエルシア薬局 牛久猪子店

茨城県牛久市猪子町995-18

南山堂薬局 牛久店

茨城県牛久市牛久町166

ミシエル薬局

茨城県牛久市牛久町280 エスカードビル1Ｆ

アイン薬局牛久柏田店

茨城県牛久市上柏田4丁目59‐4

たんぽぽ薬局

茨城県牛久市上柏田4-54-13

スマイル薬局

茨城県牛久市上柏田4-55-12

ウエルシア薬局 牛久神谷店

茨城県牛久市神谷5-1-1

あおぞら薬局

茨城県牛久市栄町5-45-5

アイランド薬局 牛久さくら台店

茨城県牛久市さくら台3-61-6

さくら台薬局

茨城県牛久市さくら台一丁目1-12

つかもと調剤薬局 牛久店

茨城県牛久市下根町字新田773-6

石川薬局

茨城県牛久市田宮町1084

鈴木薬局

茨城県牛久市田宮町142

アサヒ薬局 うしく店

茨城県牛久市中央1-21-3

まりも薬局

茨城県牛久市中央5-12-18-102

ひたち野薬局

茨城県牛久市東猯穴町1275-5

調剤薬局グリーンゲイブルス ひたち野本店

茨城県牛久市ひたち野西4-15-12

ひたち野薬局 東店

茨城県牛久市ひたち野東1-14-2

つかもと調剤薬局 下根店

茨城県牛久市ひたち野東3-2-2

むぎのほ薬局 ひたち野店

茨城県牛久市ひたち野東4-7-13

カワチ薬局 ひたち野牛久店

茨城県牛久市ひたち野東5-21-2

根本薬局 ひたち野店

茨城県牛久市ひたち野東5-3-2 池田ビル1Ｆ

あおば薬局

茨城県牛久市南1-6-1

牛久南薬局

茨城県牛久市南1-6-42

根本薬局 みどり野店

茨城県牛久市南2-24-14

根本薬局 南店

茨城県牛久市南4-38-13

すばる調剤薬局

茨城県牛久市南5-44-25

アーバン薬局

茨城県牛久市女化町223-6

アイン薬局 つくば天久保店

茨城県つくば市天久保1-1-6

南山堂薬局 つくば店

茨城県つくば市天久保1-8-1筑波第３ビル１Ｆ

さくら薬局

茨城県つくば市大角豆1741-2

ナップ薬局 大角豆店

茨城県つくば市大角豆930-10

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
ウエルシア薬局 つくば大曽根店

茨城県つくば市大曽根字吾妻3653-1

おにがくぼ薬局

茨城県つくば市鬼ヶ窪1108-2

薬樹薬局 小野崎

茨城県つくば市小野崎828番地10

ひので薬局 つくば店

茨城県つくば市小野崎字北出戸444-2

スギ薬局 つくば店

茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1ＬＡＬＡガーデンつくば内

コストコホールセール つくば倉庫店薬局

茨城県つくば市学園の森2-19

あけぼの薬局 学園の森店

茨城県つくば市学園の森2-39-3

かすが薬局

茨城県つくば市春日2-35-2

ドライブスルー南山堂薬局 つくば本店

茨城県つくば市春日3-1-1

ウエルシア薬局 つくば春日店

茨城県つくば市春日3-11-7

さくらい薬局 つくば春日店

茨城県つくば市春日3-12-1

日本調剤 つくば西大通り薬局

茨城県つくば市要1069-5

日本調剤 つくば西大通り東薬局

茨城県つくば市要6-2

かみごう薬局

茨城県つくば市上郷2783-2

ハニュウ薬局 上ノ室店

茨城県つくば市上ノ室493-1

学園薬局 上横場店

茨城県つくば市上横場1124-7

アイン薬局 つくば学園店

茨城県つくば市上横場2573-256

カワチ薬局 谷田部店

茨城県つくば市上横場2384-1

ウエルシア薬局 つくば研究学園店

茨城県つくば市研究学園7-20-5

かりま薬局

茨城県つくば市苅間字篠前1620-8

旭調剤薬局 筑波店

茨城県つくば市国松63番地

つかもと調剤薬局 桜店

茨城県つくば市栗原3565-4

カワチ薬局 つくば研究学園店

茨城県つくば市研究学園3-1-3

ハニュウ薬局 研究学園店

茨城県つくば市研究学園4-4-11

南山堂薬局 研究学園駅前店

茨城県つくば市研究学園5丁目12番地4

さくら薬局 つくば店

茨城県つくば市佐1006番地3

カワチ薬局 つくば桜店

茨城県つくば市桜1-14-2

ウエルシア薬局 つくば桜店

茨城県つくば市桜1‐14‐1

さくらい薬局 つくば桜店

茨城県つくば市桜3-20-3

アイン薬局 つくば篠崎店

茨城県つくば市篠崎503-2

つくばね薬局

茨城県つくば市島名472-6

クレール薬局 島名店

茨城県つくば市島名643-12

ウエルシア薬局 つくば万博記念公園店

茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理地Ｂ48街区

さわ薬局

茨城県つくば市下広岡字清水久保746-9

ウエルシア薬局 つくば谷田部店

茨城県つくば市台町2丁目3-10

高崎薬局

茨城県つくば市高崎1371-6

薬局ブルーベリー

茨城県つくば市高崎42-4

学園薬局

茨城県つくば市高野1156-4

はるかぜ調剤薬局

茨城県つくば市高野台2-12-2

高野台パーク薬局

茨城県つくば市高野台3-13-1

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
寺田薬局 健康館

茨城県つくば市高見原4-5-2,3

みすず薬局 つくば豊里店

茨城県つくば市田倉4731-3

ふたば薬局

茨城県つくば市竹園1-4-1

アイン薬局 つくば竹園店

茨城県つくば市竹園3-18-2 竹園ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

はるかぜ薬局 つくば店

茨城県つくば市田水山974-2

漢方閣

茨城県つくば市竹園2-14-1

南山堂 竹園薬局

茨城県つくば市竹園2丁目8番地19

ウエルシア薬局 つくば大穂店

茨城県つくば市筑穂1丁目12番地5

カワチ薬局 つくば大穂店

茨城県つくば市筑穂2-3-2

みどり薬局 大穂店

茨城県つくば市筑穂2-4-7

薬局セレクト

茨城県つくば市筑穂2-9-4 UNITE SOEMO103

あけぼの薬局 つくば手代木店

茨城県つくば市手代木1920-3

はあと薬局

茨城県つくば市手代木1937番地2

ウエルシア薬局 つくば研究学園北店

茨城県つくば市遠東1223-2(学園の森Ｂ19街区1画地)

ウエルシア薬局 つくば豊里店

茨城県つくば市豊里の杜2丁目1-1

ポプラ調剤薬局

茨城県つくば市並木3-11-5

ウエルシア薬局 つくば学園並木店

茨城県つくば市並木3丁目15番地1

なの花薬局つくば並木店

茨城県つくば市並木4-1-3

共創未来 つくば薬局

茨城県つくば市西平塚317-1

つくば二の宮薬局

茨城県つくば市二の宮2-5-1

ウエルシア薬局 つくば学園二の宮店

茨城県つくば市二の宮三丁目15番地10

みどりの調剤薬局

茨城県つくば市沼田1256-1

あおやま薬局

茨城県つくば市沼田283番4号

スズラン調剤薬局 学園店

茨城県つくば市梅園2-16-31

いちご薬局 みどりの店

茨城県つくば市花島新田5-11

花畑薬局

茨城県つくば市花畑3-28-11

ひがし調剤薬局

茨城県つくば市東2-26-15

アサヒ調剤薬局 公園前店

茨城県つくば市東2-31-6 巴ビルアパートⅡ103

ウエルシア薬局 学園中央店

茨城県つくば市東新井25-2

つくばグリーン薬局

茨城県つくば市東新井5-2

ウエルシア薬局 つくば東店

茨城県つくば市東二丁目9番1

とよさと薬局

茨城県つくば市東平塚894-3

アイン薬局 つくば北条店

茨城県つくば市北条5117

一番館薬局

茨城県つくば市北条5150-13

アサヒ調剤薬局 北条店

茨城県つくば市北条字古城89

ウエルシア薬局 つくば北条店

茨城県つくば市北条亀井5209-5

パイン薬局

茨城県つくば市松野木109-6

松の木薬局

茨城県つくば市松野木187-7

マリオン薬局 みどりの店

茨城県つくば市みどりの2丁目31番地１３

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
はるかぜ薬局 みどりの店

茨城県つくば市みどりのA39-11

ウエルシア薬局 つくばみどりの店

茨城県つくば市みどりの一丁目３２番地１

有限会社 大竹薬局

茨城県つくば市谷田部2966

ヒロ調剤薬局

茨城県つくば市谷田部5893-4

ウエルシア薬局 つくば吉沼店

茨城県つくば市吉沼1209番地4

よしぬま薬局

茨城県つくば市吉沼2387-1

自由ヶ丘薬局

茨城県つくば市自由ヶ丘165-13

薬局くすりの福太郎 筑波学園店

茨城県つくば市上横場2467-3

アイン薬局 つくば上横場店

茨城県つくば市上横場2573-128

イオン薬局 つくば店

茨城県つくば市稲岡66-1イオンつくば店1F

イオン薬局 つくばウエストコート店

茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば1F

三島屋薬局

茨城県つくば市館野270-2

あす薬局 筑波店

茨城県つくば市高見原1-2-33

大学前薬局

茨城県つくば市春日3-12-6

クオリア薬局

茨城県ひたちなか市相金町1-1 103号

薬局エムテック なかみなと店

茨城県ひたちなか市相金町1-5

かみしき台薬局

茨城県ひたちなか市赤坂12389-1

アイン薬局 かつた店

茨城県ひたちなか市石川町1-1MEGAドン・キホーテ1階

友愛薬局 ひたちなか店

茨城県ひたちなか市石川町14-1

さくら薬局 ひたちなか店

茨城県ひたちなか市石川町28-10

アクア薬局 かつた店

茨城県ひたちなか市市毛404-35 市毛石川ビル1Ｆ

あんず薬局 佐和店

茨城県ひたちなか市稲田221-6

あうら薬局

茨城県ひたちなか市稲田38-4

ウチダ薬局

茨城県ひたちなか市馬渡2567-23

アクア薬局 馬渡店

茨城県ひたちなか市馬渡3295-2

ウエルシア薬局 ひたちなか馬渡向野店

茨城県ひたちなか市馬渡向野2911-18

アイセイ薬局 中根店

茨城県ひたちなか市大字中根4787-1

みどり薬局

茨城県ひたちなか市大成町31-30

春日薬局

茨城県ひたちなか市表町18-1

バンビ薬局 ひたちなか店

茨城県ひたちなか市勝田中央4-2 大谷ビル1Ｆ

みすず薬局 幸町店

茨城県ひたちなか市幸町16-4

佐和中央薬局

茨城県ひたちなか市佐和小堀内507-1

しゃかまち薬局

茨城県ひたちなか市釈迦町15-11

コストコホールセールひたちなか倉庫店薬局

茨城県ひたちなか市新光町41-2

株式会社 外野薬局

茨城県ひたちなか市外野1-35-11

ナップ薬局 佐和店

茨城県ひたちなか市高野2441-10

大成堂薬局 さわ店

茨城県ひたちなか市高場238

ファースト薬局 高場店

茨城県ひたちなか市高場字障子ハタ1180-7

ウエルシア薬局 ひたちなか佐和店

茨城県ひたちなか市高場1丁目22番6

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
北条薬局

茨城県ひたちなか市武田1255

ウエルシア薬局 ひたちなか田彦店

茨城県ひたちなか市田彦1003-5

病院前薬局

茨城県ひたちなか市津田1895

アイン薬局 ひたちなか店

茨城県ひたちなか市津田2824-1

なの花薬局ひたちなか店

茨城県ひたちなか市津田2950-3

さわや薬局

茨城県ひたちなか市津田西久保3244-2

あんず薬局

茨城県ひたちなか市津田東2丁目7-15

津田みなみ薬局

茨城県ひたちなか市津田宮下3722-2

有限会社 大成堂薬局 中根店

茨城県ひたちなか市中根5138-3

ながほりの薬局

茨城県ひたちなか市長堀町3-8-19

おおしま薬局

茨城県ひたちなか市西大島2-12-44

鈴木薬局

茨城県ひたちなか市東石川1647-6

アイザワ薬局 高場店

茨城県ひたちなか市東石川3161-10

むつの薬局

茨城県ひたちなか市東石川3379-205

みすず薬局 田彦店

茨城県ひたちなか市東石川3444-4

誠心堂薬局

茨城県ひたちなか市東大島1-24-2

有限会社松岡薬局

茨城県ひたちなか市東本町13番16号

おりーぶ薬局

茨城県ひたちなか市堀口616-1

スリービー薬局 堀口店

茨城県ひたちなか市堀口字向坪612-1

ウエルシア薬局 ひたちなか松戸町店

茨城県ひたちなか市松戸町三丁目1番13号

すまいる薬局 ひたちなか店

茨城県ひたちなか市馬渡2997-15

いずみ薬局

茨城県ひたちなか市道メキ1512

カワチ薬局 ひたちなか店

茨城県ひたちなか市東石川字沼1567-1

ウエルシア薬局 鹿嶋宮津台店

茨城県鹿嶋市大字宮津台151番地52

ウエルシア薬局 鹿嶋大野店

茨城県鹿嶋市大字和789番地2

大船津薬局

茨城県鹿嶋市大船津3188-2

山口薬局 かしま店

茨城県鹿嶋市志崎1226-3

コスモファーマ薬局 城山店

茨城県鹿嶋市城山4丁目1624番7

ヤックスドラッグ鹿嶋薬局

茨城県鹿嶋市厨三丁目10番1

日の丸薬局 サンポート店

茨城県鹿嶋市鉢形1526-3

タグチ薬局

茨城県鹿嶋市平井1128-339

ファーコス薬局 プラス

茨城県鹿嶋市平井1345-7

ウエルシア薬局 鹿嶋緑ヶ丘店

茨城県鹿嶋市緑ヶ丘4丁目6番地7

みほの薬局

茨城県鹿嶋市宮津台2346-5

ひがしやま薬局

茨城県鹿嶋市宮中1995-68

コスモファーマ薬局 神宮店

茨城県鹿嶋市宮中1丁目2217-2

みやわき健康薬局

茨城県鹿嶋市宮中2048-20

さくら薬局 三笠山店

茨城県鹿嶋市宮中2062-9

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
薬局与市 鹿嶋宮中店

茨城県鹿嶋市宮中297-12

鹿島中央薬局

茨城県鹿嶋市宮中359番6

株式会社 鹿神堂三共薬局

茨城県鹿嶋市宮中5丁目1番1号

めだか薬局

茨城県鹿嶋市宮中8-9-19

ウエルシア薬局 鹿嶋プラザ店

茨城県鹿嶋市宮中字東山289-1

はまなす薬局 大野店

茨城県鹿嶋市大字和825-1

パルム薬局 宮中店

茨城県鹿嶋市大字宮中字三笠山5185番1

さつき薬局 本店

茨城県鹿嶋市厨4-2-8

さつき薬局 ２号店

茨城県鹿嶋市厨5-5-10

島薬局

茨城県鹿嶋市宮中1-9-36

ヤックスドラッグ潮来薬局

茨城県潮来市潮来1152

株式会社松崎 松崎薬局

茨城県潮来市潮来295-1

川口北薬局

茨城県潮来市潮来7-イ

アイン薬局 潮来店

茨城県潮来市辻416-1

薬局マツモトキヨシ 牛堀ララルー店

茨城県潮来市永山777

はまなす薬局 延方店

茨城県潮来市宮前1-8-3

ケーアイ薬局

茨城県守谷市けやき台6-16-13

スカイ薬局 新守谷店

茨城県守谷市立沢2058-3

サンリツ薬局 守谷店

茨城県守谷市立沢239-7

みらい薬局

茨城県守谷市立沢981-5

すばる調剤薬局 守谷店

茨城県守谷市中央1-23-4

くすりの健康堂薬局

茨城県守谷市中央3-11-1

ドラッグ＆ファーマシー エンドー薬局 アワーズもりや店

茨城県守谷市中央二丁目16番地1 アワーズもりや

株式会社 のぎさき薬局

茨城県守谷市野木崎520-4

ウエルシア薬局 守谷ひがし野店

茨城県守谷市ひがし野2-2-5

ウエルシア薬局 守谷松並店

茨城県守谷市ひがし野4丁目1番地9

いいだ薬局 守谷店

茨城県守谷市本町402-2

南山堂薬局 アクロスモール守谷店

茨城県守谷市松ヶ丘6-6-1

アイン薬局 守谷ひがし野店

茨城県守谷市松並1580-2

守谷中央薬局

茨城県守谷市松並字庚塚1629-3

守谷ふれあい薬局

茨城県守谷市松前台1-15-12

つばさ薬局

茨城県守谷市松前台1-16-10

マスダ調剤薬局 守谷店

茨城県守谷市松前台1-7-1

みずきの薬局

茨城県守谷市みずき野5-5-2

アルファーム薬局 みずき野店

茨城県守谷市みずき野7丁目16-4

アイセイ薬局 イオンタウン守谷店

茨城県守谷市百合ヶ丘3-249

守谷薬局

茨城県守谷市本町659

守谷調剤薬局

茨城県守谷市松前台1-16-11

アイン薬局 守谷店

茨城県守谷市立沢981-7

大宮いずみ薬局

茨城県常陸大宮市泉543-17

アイン薬局 常陸大宮店

茨城県常陸大宮市宇留野3090-5

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
あすなろ薬局

茨城県常陸大宮市宇留野3115-1

うるの薬局

茨城県常陸大宮市宇留野426

おせ薬局

茨城県常陸大宮市上小瀬1425

アポテーク薬局

茨城県常陸大宮市上町357-4

クローバー薬局 美和

茨城県常陸大宮市高部5281-5

なかとみ薬局

茨城県常陸大宮市中富町1004-1

つるばみ薬局

茨城県常陸大宮市中富町3104-13

オリエント薬局 山方店

茨城県常陸大宮市山方945-1

アイセイ薬局 常陸大宮店

茨城県常陸大宮市田子内町3031-3

ひばり薬局

茨城県那珂市飯田1726-5

みずき薬局

茨城県那珂市飯田2822-6

ウエルシア薬局 那珂瓜連店

茨城県那珂市瓜連748-3

こうのす薬局

茨城県那珂市鴻巣1415-1

なの花薬局那珂店

茨城県那珂市鴻巣3241-7

アイセイ薬局 那珂町店

茨城県那珂市後台1827-8

コスモファーマ薬局 那珂店

茨城県那珂市古徳字雑志舞2186-4

共創未来 ことく薬局

茨城県那珂市古徳字中道397-12

那珂保険薬局

茨城県那珂市菅谷605-28

アイセイ薬局 菅谷店

茨城県那珂市菅谷2991-5

そよかぜ薬局

茨城県那珂市菅谷3307 芳野屋テナントB

スルガヤ薬局

茨城県那珂市菅谷4468-15

あんず薬局 那珂店

茨城県那珂市竹ノ内3-2-1

ウエルシア薬局 那珂竹ノ内店

茨城県那珂市竹ノ内三丁目7番地3

みすず薬局 豊喰店

茨城県那珂市豊喰1156-11

なみき薬局

茨城県那珂市中台716-3

みすず薬局 中台店

茨城県那珂市中台745-9

かしのき薬局

茨城県那珂市中台750-6

よしの薬局

茨城県那珂市西槍166-1

有限会社 大武薬局

茨城県市筑西市丙214

あけの薬局

茨城県筑西市新井新町42-32

株式会社宮田薬局 かわしま店

茨城県筑西市伊佐山248-40

中尾薬局

茨城県筑西市市野辺88

ハニュウ薬局 北つくば店

茨城県筑西市海老ヶ島931-3

マロニエ薬局

茨城県筑西市岡芹2160-8

つかもと調剤薬局 下館店

茨城県筑西市岡芹998-5

つかもと調剤薬局 協和店

茨城県筑西市小栗5624-7

ウエルシア薬局 下館南店

茨城県筑西市乙916

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
協和調剤薬局

茨城県筑西市門井1674-7

高砂薬局

茨城県筑西市門井1974-6

やまとや薬局 磯山店

茨城県筑西市木戸1285

株式会社 田宮薬局

茨城県筑西市甲852

飯沼薬局

茨城県筑西市甲938番地

大町薬局

茨城県筑西市甲96-1

協和調剤薬局 玉戸支局

茨城県筑西市幸町3-15-10

レモン薬局

茨城県筑西市下岡崎3-6-1

ハニュウ薬局 川島店

茨城県筑西市下川島759-1

有限会社 つくば薬局

茨城県筑西市下川島826-39

協和調剤薬局 ようさん支局

茨城県筑西市下中山1192-2

ウエルシア薬局 筑西協和店

茨城県筑西市新治1996-26

あにも薬局

茨城県筑西市関本上1412-6

島谷薬局

茨城県筑西市関本上中214

アルファーム薬局 関本店

茨城県筑西市関本下1940-3

なかむら薬局

茨城県筑西市関本中94-1

ハニュウ薬局 玉戸店

茨城県筑西市玉戸1080-4

つかもと調剤薬局 明野南店

茨城県筑西市中上野712-4

ウィン薬局

茨城県筑西市中舘145-12

友愛薬局 下館店

茨城県筑西市中舘83-1,83-2,84-1

ウエルシア薬局 下館二木成店

茨城県筑西市二木成943

エンゼル薬局

茨城県筑西市西方1685-10

アイセイ薬局 下館店

茨城県筑西市甲147

やまぐち薬局 野殿店

茨城県筑西市野殿1457

やまぐち薬局 関城店

茨城県筑西市舟生1059

カザワ調剤薬局

茨城県筑西市丙58-3

つかもと調剤薬局

茨城県筑西市海老ケ島字東原734‐2

宮田薬局

茨城県筑西市女方215-1

クローバー薬局 協和

茨城県筑西市横塚938

アルファーム薬局 筑西店

茨城県筑西市門井1676-23

アルファーム薬局 協和店

茨城県筑西市門井1679-28

有限会社もとはし薬局 ナカネ

茨城県坂東市岩井1159-4

ウエルシア薬局 坂東岩井本町店

茨城県坂東市岩井2746番地

いしつか薬局

茨城県坂東市岩井3292-18

すみれ薬局

茨城県坂東市岩井3322-2

スガヌマ薬局

茨城県坂東市岩井4443

有限会社もとはし薬局

茨城県坂東市岩井4462

さくら薬局 坂東岩井店

茨城県坂東市岩井4597番地1

有限会社神田山調剤薬局

茨城県坂東市神田山657-2

ひばり薬局

茨城県坂東市沓掛4483-4

あかね薬局

茨城県坂東市沓掛神明842

つむぎ薬局

茨城県坂東市沓掛西村2525-7

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
カワチ薬局 坂東店

茨城県坂東市辺田1104-1

マスダ調剤薬局

茨城県坂東市辺田1423-1

共創未来 岩井薬局

茨城県坂東市辺田307-7

有限会社 倉持世界堂

茨城県坂東市辺田631-7

倉持調剤薬局 沓掛店

茨城県坂東市沓掛372-4

アイセイ薬局 坂東店

茨城県坂東市矢作天王前1680-2

オアシス薬局

茨城県稲敷市上根本3391-2

ファーコス薬局 江戸崎

茨城県稲敷市江戸崎甲1503番地4

薬局マツモトキヨシ 江戸崎店

茨城県稲敷市江戸崎町甲2137-1

江戸崎中央薬局

茨城県稲敷市江戸崎道上沖甲3557-2

薬局パンプキン

茨城県稲敷市蒲ヶ山76-21

さくらい薬局 桜川古渡店

茨城県稲敷市古渡36-1

南山堂薬局 江戸崎店

茨城県稲敷市佐倉3251-8

ぬまた調剤薬局

茨城県稲敷市沼田2687-4

ウエルシア薬局 かすみがうら大和田店

茨城県かすみがうら市大和田592番地45

メープル薬局

茨城県かすみがうら市下稲吉2633-173

コスモファーマ薬局 千代田店

茨城県かすみがうら市新治字笄崎1827-33

ハニー薬局

茨城県かすみがうら市深谷2817-4

ホーム薬局 フジイ

茨城県桜川市明日香1-54

ウエルシア薬局 岩瀬御領店

茨城県桜川市御領1丁目23

イナミ薬局

茨城県桜川市友部1026-1

アサヒ調剤薬局 ヤマト店

茨城県桜川市東飯田597-3

ウエルシア薬局 岩瀬富士見台店

茨城県桜川市富士見台1-20

有限会社 深谷薬局

茨城県桜川市本木2109-1

ウエルシア薬局 真壁飯塚店

茨城県桜川市真壁町飯塚998

アイセイ薬局 真壁店

茨城県桜川市真壁町亀熊123-4

桜井薬局

茨城県桜川市真壁町真壁186-1

出川薬局

茨城県桜川市真壁町真壁347番地

さらさ調剤薬局

茨城県桜川市真壁町真壁426-2

協和調剤薬局 上の原支局

茨城県桜川市上野原地新田181-3

岩瀬プラザ薬局

茨城県桜川市鍬田628-5

有限会社 大木薬局

茨城県桜川市真壁町田143-4

パワー調剤薬局 真壁店

茨城県桜川市真壁町飯塚1006-1

ハラダタロウ薬局

茨城県神栖市大野原4-7-11 セントラルビル新館1階

あい薬局

茨城県神栖市大野原中央3-5-1

ヴィクトリー薬局 神栖店

茨城県神栖市賀2108-157

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
カムラ薬局

茨城県神栖市賀2108-205

スガワ薬局

茨城県神栖市神栖1-17-25 チェリーブルーム3-101

ウエルシア薬局 神栖中央店

茨城県神栖市神栖1-5-6

イトウ薬局

茨城県神栖市木崎206-1

田辺薬局 知手中央店

茨城県神栖市砂山1014-35

株式会社松崎 松崎薬局 知手店

茨城県神栖市知手100-1

さくら薬局 知手店

茨城県神栖市知手中央1-15-36

有限会社 刀水堂薬局

茨城県神栖市知手中央3-2-32

ウエルシア薬局 神栖知手中央店

茨城県神栖市知手中央6-6-19

中央薬局 知手店

茨城県神栖市知手中央7-3405-253

アイン薬局 神栖店

茨城県神栖市知手中央7丁目3405-254

南山堂薬局 知手店

茨城県神栖市知手中央三丁目3番2号

中央薬局

茨城県神栖市土合本町1-9082-5

南山堂薬局 波崎店

茨城県神栖市土合本町1丁目9082-5-Ｃ棟

アイン薬局 波崎土合店

茨城県神栖市土合本町1-8762-37

ヤックスドラッグ波崎薬局

茨城県神栖市波崎8555

ウエルシア薬局 神栖平泉店

茨城県神栖市平泉1-4

ライフ薬局

茨城県神栖市平泉字関下1-169

田辺薬局 鹿島神栖店

茨城県神栖市平泉東1-64-204

はまなす薬局 五郎台店

茨城県神栖市深芝南2-11-15

ウエルシア薬局 神栖掘割店

茨城県神栖市堀割3丁目4-3

翠誠堂 大衆薬局

茨城県神栖市溝口4873-238

ウエルシア薬局 神栖矢田部店

茨城県神栖市矢田部7803-51

ウエルシア薬局 神栖若松店

茨城県神栖市若松中央2丁目10番

タカラ薬局

茨城県神栖市太田4148-3

金井薬局

茨城県神栖市波崎8942-13

Y・Ａ薬局

茨城県神栖市矢田部7801-30

土合薬局

茨城県神栖市土合本町3-9809-258

アサヒ薬局

茨城県神栖市波崎5292

さくら薬局 行方麻生店

茨城県行方市麻生1164-4

ウエルシア薬局 行方麻生店

茨城県行方市麻生3289-46

かすみ薬局

茨城県行方市井貝354

アイン薬局 なめがた店

茨城県行方市小幡1101-41

日本調剤 なめがた薬局

茨城県行方市小幡1101-40

松本薬局

茨城県行方市玉造甲346

たまつくり調剤薬局

茨城県行方市玉造甲510番地4

イヅミ薬局

茨城県行方市玉造甲5919

ウエルシア薬局 行方玉造店

茨城県行方市玉造甲659-2

きたうら薬局

茨城県行方市山田1146-7

ヤックスドラッグ鉾田薬局

茨城県鉾田市汲上1160-1

石津薬局 汲上店

茨城県鉾田市汲上3119番地1

りふる薬局

茨城県鉾田市新鉾田西2-2-8

有限会社 フダ調剤薬局

茨城県鉾田市札616番地の2

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
ウエルシア薬局 鉾田中根店

茨城県鉾田市鉾田1259番地3

さわやか薬局

茨城県鉾田市鉾田2475番地

なのはな薬局

茨城県鉾田市樅山576-143

ほこた薬局

茨城県鉾田市安房1650-4

おがわ薬局

茨城県小美玉市小川1853-2

ウエルシア薬局 小美玉小川店

茨城県小美玉市小川字川向1337

玉里調剤薬局

茨城県小美玉市栗又四ヶ1768-33

プラム薬局

茨城県小美玉市栗又四ヶ字木ノ内1747-16

調剤薬局アネシス

茨城県小美玉市田木谷935-106

アイン薬局 小川店

茨城県小美玉市中延644-2

共創未来 小川薬局

茨城県小美玉市中延659-2

希望ヶ丘薬局

茨城県小美玉市中台829-21

はとり東薬局

茨城県小美玉市羽鳥2719-92

ウエルシア薬局 小美玉美野里店

茨城県小美玉市羽鳥2908-3

絹の台ふれあい薬局

茨城県つくばみらい市絹の台2-4-13

谷井田薬局

茨城県つくばみらい市谷井田1077-3

ウエルシア薬局 つくばみらい伊奈店

茨城県つくばみらい市谷井田字北耕地1332

十字堂薬局

茨城県つくばみらい市陽光台3-11-3

みらい平薬局

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-16-5

ひよこ調剤薬局

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-7-4

さくら薬局 つくばみらい店

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目17番地4

ウエルシア薬局 みらい平駅前店

茨城県つくばみらい市陽光台1丁目14番地1

にこあり薬局

茨城県つくばみらい市陽光台2丁目20番地3

飯田薬局

茨城県つくばみらい市板橋2735-10

センター薬局 伊奈店

茨城県つくばみらい市板橋2755-2

友愛薬局 みらい平店

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-6-8

ヤックスドラッグつくばみらい平薬局

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘5丁目1-1

みすず薬局 石崎店

茨城県東茨城郡茨城町上石崎4701-73

アイビー薬局

茨城県東茨城郡茨城町小堤1143-3

サンリツ薬局 水戸桜の郷店

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-10

水戸ロイヤル薬局

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-12

アルファーム薬局 桜ヶ丘店

茨城県東茨城郡茨城町奥谷1090-3

アイセイ薬局 茨城町店

茨城県東茨城郡茨城町小鶴四反田124

フロンティア薬局 桜の郷店

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷231-11

中山薬局

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町1031

ねもと薬局 しろくま店

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-540

スルガヤ薬局

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町727

ウエルシア薬局 大洗磯浜店

茨城県東茨城郡大洗町磯原町3465番地1

あさひ薬局

茨城県東茨城郡大洗町大貫951-3

野上屋薬局

茨城県東茨城郡大洗町大貫町8

スリービー薬局 大洗店

茨城県東茨城郡大洗町大貫町830

あんず薬局 大洗店

茨城県東茨城郡大洗町桜道267STビル1階B

アイン薬局 常北店

茨城県東茨城郡城里町石塚1341

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
有限会社 黒沢薬局

茨城県東茨城郡城里町石塚1504

じょうほく薬局

茨城県東茨城郡城里町石塚503-5

共創未来 常北薬局

茨城県東茨城郡城里町石塚1376-5

共創未来 城里薬局

茨城県東茨城郡城里町上圷888-1

コスモファーマ薬局 城里店

茨城県東茨城郡城里町大字那珂西字東大堀1416番地

さつき薬局 東海店

茨城県那珂郡東海村大字村松字中丸崎2083-7

ノース薬局

茨城県那珂郡東海村白方1707-83

わかば薬局東海

茨城県那珂郡東海村東海3-2-11 ティービル105

ねもと薬局

茨城県那珂郡東海村舟石川587-2

イースト薬局

茨城県那珂郡東海村舟石川95

ウエルシア薬局 東海舟石川店

茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2-9-12

アサヒ薬局 東海店

茨城県那珂郡東海村舟石川駅西2丁目8番5号

イオン薬局 東海店

茨城県那珂郡東海村舟石川駅東四丁目1番1号

ねもと薬局 病院前店

茨城県那珂郡東海村村松2083-6

ビッグママあこ薬局

茨城県久慈郡大子町池田2676-16

里仁堂薬局

茨城県久慈郡大子町大子628

フジタ薬局

茨城県久慈郡大子町大子712

だいご薬局

茨城県久慈郡大子町大子822-1

アイセイ薬局 大子店

茨城県久慈郡大子町大子瀬戸田820-1

アルファーム美浦店薬局

茨城県稲敷郡美浦村大谷1216-1

アスカ薬局 阿見店

茨城県稲敷郡阿見町阿見2742-2

センター薬局 荒川本郷店

茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1329-160

さくらい薬局 荒川本郷2号店

茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷鶉原2337-9

アサヒ薬局 阿見店

茨城県稲敷郡阿見町うずら野4-27-8

土浦調剤薬局 阿見店

茨城県稲敷郡阿見町岡崎1-28-10

アスカ薬局 島津店

茨城県稲敷郡阿見町島津3791

ヤックスドラッグ阿見薬局

茨城県稲敷郡阿見町中央1-13-22

ポプリ薬局 医大前店

茨城県稲敷郡阿見町中央3-19-16

有限会社 ダルマ薬局中央店

茨城県稲敷郡阿見町中央4-8-31

さくらい薬局 阿見店

茨城県稲敷郡阿見町中郷2-1-7

南山堂薬局 阿見町店

茨城県稲敷郡阿見町中郷2-30-6

なんぺいだい薬局

茨城県稲敷郡阿見町南平台1丁目32-3

さくらい薬局 荒川本郷店

茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-14

南山堂薬局 荒川沖店

茨城県稲敷郡阿見町本郷1丁目22番地1

オリジン薬局 荒川本郷店

茨城県稲敷郡阿見町本郷2丁目20-5

ウエルシア薬局 阿見荒川本郷店

茨城県稲敷郡阿見町本郷3丁目3番地1

ウエルシア薬局 阿見若栗店

茨城県稲敷郡阿見町若栗1339-6

すず薬局 若栗店

茨城県稲敷郡阿見町若栗1339-73

オリエント薬局 阿見店

茨城県稲敷郡阿見町若栗2574-1

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
ウエルシア薬局 阿見荒川沖店

茨城県稲敷郡阿見町うずら野1丁目19番地2

霞ヶ浦薬剤センター薬局

茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-2

よつば薬局

茨城県結城郡八千代町栗山236-2

やちよ調剤薬局

茨城県結城郡八千代町菅谷字高野前1065-5

たけの調剤薬局

茨城県結城郡八千代町高崎1076-2

なのはな薬局

茨城県猿島郡境町371-2

ウエルシア薬局 茨城境町店

茨城県猿島郡境町38-3

かりん薬局

茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋3267-6

さくら薬局 境町店

茨城県猿島郡境町長井戸242-2

とまと薬局

茨城県猿島郡境町長井戸287-3

健生堂薬局

茨城県北相馬郡利根町羽根野900-138

利根町薬局

茨城県北相馬郡利根町福木字北裏15

○平成27年2月1日指定（指定有効期間：令和3年1月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

コスモファーマ薬局 茎崎店

茨城県つくば市天宝喜730-1

カワチ薬局 千代田店

茨城県かすみがうら市下稲吉2633-7

株式会社くすりのマルト調剤薬局金沢店

茨城県日立市金沢町三丁目343番

○平成27年3月1日指定（指定有効期間：令和3年2月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

向日葵薬局

茨城県行方市麻生1108-7

さくら薬局 境西南店

茨城県猿島郡境町大字長井戸字殿山1646番52

あんず薬局馬渡店

茨城県ひたちなか市馬渡字向野2835-4

古河中央薬局 西南店

茨城県猿島郡境町2189番地15

はない薬局

茨城県北相馬郡利根町中田切字井鎗5-6

○平成27年4月1日指定（指定有効期間：令和3年3月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ウイン調剤薬局水戸店

茨城県水戸市大工町1丁目2番3号

アップル薬局水戸店

茨城県水戸市大足町980-5

調剤薬局ツルハドラッグ茨城桜の郷店

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷3294-6

アルファーム薬局大宮店

茨城県常陸大宮市上町310

○平成27年5月1日指定（指定有効期間：平成33年4月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

協和調剤薬局 つくば支局

茨城県つくば市苅間１９２７－３

松の木薬局

茨城県つくば市松野木１８７－７

○平成27年6月1日指定（指定有効期間：令和3年5月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

あい薬局大沼店

茨城県日立市東大沼町３－１５－１９

調剤薬局ツルハドラッグ 土浦小松店

茨城県土浦市小松１丁目４－２７

くるみ薬局

茨城県石岡市大砂１０５２８－５１

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年7月1日指定（指定有効期間：令和3年6月30日）
医療機関等名称
カワチ薬局 守谷店

医療機関等住所
茨城県守谷市美園２－１６－２

○平成27年7月7日指定（指定有効期間：令和3年7月6日）
医療機関等名称
ひかり薬局 守谷ゆりがおか店

医療機関等住所
茨城県守谷市百合ヶ丘３－２７８９－２５

○平成27年8月1日指定（指定有効期間：令和3年7月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

天心堂薬局

水戸市中丸町２０５２－４１

ウエルシア薬局 石岡杉並店

茨城県石岡市石岡2280-2

ひかり薬局取手店

茨城県取手市東２－６－４０

ウエルシア薬局 小美玉玉里店

茨城県小美玉市田木谷２１２－１

南山堂薬局南平台店

茨城県稲敷郡阿見町南平台１－３２－１

○平成27年8月3日指定（指定有効期間：令和3年8月2日）
医療機関等名称
田辺薬局かみす賀店

医療機関等住所
茨城県神栖市賀２１０８－１５６

○平成27年9月11日指定（指定有効期間：令和3年9月10日）
医療機関等名称
あい薬局 桜川店

医療機関等住所
茨城県日立市桜川町３－３－４－１０３

○平成27年10月1日指定（指定有効期間：令和3年9月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

アップル薬局 霞ヶ浦店

茨城県土浦市下高津１－２１－５３

みつばち薬局 つくば店

茨城県つくば市島名２６１０－３

ファミリー薬局 神栖店

茨城県神栖市深芝南２－１１－１２

○平成27年11月1日指定（指定有効期間：令和3年10月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

かみちょう薬局

茨城県常陸大宮市上町３４１スカイビル１階Ｂ

境ゆう薬局

茨城県猿島郡境町１７８－１５

○平成27年12月1日指定（指定有効期間：令和3年11月30日）
医療機関等名称
さつき薬局千波店

医療機関等住所
茨城県水戸市千波町１２８８－７

○平成28年1月1日指定（指定有効期間：令和3年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

あやめ鹿嶋店

茨城県鹿嶋市厨5-5-11

そうごう薬局 笠間店

茨城県笠間市福原４７－２

すまいる薬局 つくば店

茨城県つくば市東２－５－１４

○平成28年2月1日指定（指定有効期間：令和4年1月31日）
医療機関等名称
南山堂薬局おおつ野店

医療機関等住所
茨城県土浦市おおつ野５－１４－１

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成28年3月1日指定（指定有効期間：令和4年2月28日）
医療機関等名称

医療機関等住所

日本調剤 土浦薬局

茨城県土浦市おおつ野５－１－１６

今川薬局 土浦店

茨城県土浦市おおつ野５－１－２５

協和調剤薬局 おおつ野支局

茨城県土浦市おおつ野８－１－１１

あやめ薬局古河店

茨城県古河市東牛谷８２１－１

アイ薬局

茨城県ひたちなか市中根４８０７－２

○平成28年3月2日指定（指定有効期間：令和4年3月1日）
医療機関等名称
山口薬局 おおつ野店

医療機関等住所
茨城県土浦市おおつ野５－１４－４

○平成28年4月1日指定（指定有効期間：令和4年3月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

協和調剤薬局 学園支局

茨城県つくば市学園の森2-40-2

げんき調剤薬局 並木店

茨城県つくば市大角豆1372-4

さくら薬局 行方玉造店

茨城県行方市若海793-7

○平成28年5月1日指定（指定有効期間：令和4年4月30日）
医療機関等名称
つばさ薬局

医療機関等住所
茨城県日立市鮎川2丁目8－7

○平成28年6月1日指定（指定有効期間：令和4年5月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

すず薬局 守谷店

茨城県守谷市本町3304

ひかり薬局つくば学園の森店

茨城県つくば市学園の森2-21-4

つくし薬局常陸大宮店

茨城県常陸大宮市東富町509-3

アクア薬局 下高津店

茨城県土浦市下高津1-19-35

れんげ薬局 高萩店

茨城県高萩市東本町3丁目66番

○平成28年7月1日指定（指定有効期間：令和4年6月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

こまち薬局 平須店

茨城県水戸市平須町２－１５４

ハニュウ薬局 上ノ室店

茨城県つくば市上ノ室８６７－１

○平成28年８月1日指定（指定有効期間：令和4年７月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ウエルシア薬局 龍ケ崎佐貫店

茨城県龍ケ崎市佐貫町１－１

ぷらす調剤薬局

茨城県土浦市大岩田２４７２

すず薬局 境町店

茨城県猿島郡境町上小橋７９－８

○平成28年9月1日指定（指定有効期間：令和4年8月31日）
医療機関等名称
里仁堂薬局 泉町店

医療機関等住所
茨城県久慈郡大子町大字大子８２０－８

○平成28年10月1日指定（指定有効期間：令和4年9月30日）
医療機関等名称
ウエルシア薬局 日立金沢店

医療機関等住所
茨城県日立市金沢町１－１４－６

○平成28年11月1日指定（指定有効期間：令和4年10月31日）
医療機関等名称
ちさと薬局

医療機関等住所
茨城県ひたちなか市東大島４－１６－３３

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成28年12月1日指定（指定有効期間：令和4年11月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

友愛薬局 守谷店

茨城県守谷市板戸井２３２５－１５

ウエルシア薬局 神栖波崎店

茨城県神栖市波崎８５１９番地

ウエルシア薬局 常陸太田中城店

茨城県常陸太田市中城2992番地の１

日本調剤 古河西薬局

茨城県古河市鴻巣字茶屋下１５６２－２

アサヒ薬局 妻木店

茨城県つくば市妻木636番地２

○平成29年1月1日指定（指定有効期間：令和4年12月31日）
医療機関等名称
アイランド薬局 境町店

医療機関等住所
茨城県猿島郡境町大字長井戸字殿山1646‐53

○平成29年2月1日指定（指定有効期間：令和5年1月31日）
医療機関等名称
調剤薬局ツルハドラッグ勝田店

医療機関等住所
茨城県ひたちなか市青葉町3‐12

○平成29年3月1日指定（指定有効期間：令和5年2月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ウエルシア薬局 稲敷市釜井店

茨城県稲敷市釜井435‐1

ウエルシア薬局 潮来新宮南店

茨城県潮来市新宮南1437‐1

株式会社くすりのマルト調剤薬局 笹野店

茨城県ひたちなか市笹野町二丁目12番17

日本調剤 新取手薬局

茨城県取手市井野１１９５番地３

○平成29年4月1日指定（指定有効期間：令和5年3月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

うちはら薬局

茨城県水戸市内原1丁目928‐4

すず薬局とりで店

茨城県取手市井野字井野1184‐2

さくら薬局 八千代菅谷店

茨城県結城郡八千代町菅谷1170-1

○平成29年5月1日指定（指定有効期間：令和5年4月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

スマイル薬局 本店

茨城県牛久市上柏田四丁目56番4

グリー薬局

茨城県つくば市東平塚944番地１

しもね薬局

茨城県牛久市ひたち野東2-12-6-2

学園調剤荒川沖店

茨城県土浦市荒川沖422-1

○平成29年6月1日指定（指定有効期間：令和5年5月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ハート薬局

茨城県つくば市面野井1004-4

あんず薬局 見和店

茨城県水戸市見和336-2

アクア薬局 泉町店

茨城県水戸市泉町2-3-2 中央ビル６F

にじいろ調剤薬局

茨城県牛久市ひたち野西2-27-8

リリィ薬局 姫子店

茨城県水戸市姫子2丁目731-3

○平成29年7月1日指定（指定有効期間：令和5年6月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

あおぞら薬局

茨城県古河市関戸1634番の1

ウエルシア薬局 龍ケ崎馴馬店

茨城県龍ケ崎市馴馬町2957番地1

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成29年8月１日指定（指定有効期間：令和5年7月31日）
医療機関等名称
それいゆ薬局

医療機関等住所
茨城県ひたちなか市東大島3-7-16

○平成29年9月1日指定（指定有効期間：令和5年8月31日）
医療機関等名称
倉持薬局 谷和原店

医療機関等住所
茨城県つくばみらい市小絹925-3

○平成29年9月20日指定（指定有効期間：令和5年9月19日）
医療機関等名称
あかり薬局

医療機関等住所
茨城県水戸市見川2-108-26 アーバンテラス一周館Ａ201-4号

○平成29年10月1日指定（指定有効期間：令和5年9月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

かわわだ薬局

茨城県水戸市河和田1-1828-10 グランスクエア赤塚102

アイン薬局馴馬店

茨城県龍ケ崎市馴馬町2677-4

アクア薬局 わたり店

茨城県水戸市堀町940-8

ななせ薬局

茨城県鉾田市鉾田2116-3

ウエルシア薬局 取手戸頭２号店

茨城県取手市戸頭一丁目9番18号

クローバー薬局 柵町

茨城県水戸市柵町2丁目8-17

○平成29年12月1日指定（指定有効期間：令和5年11月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ひまわり薬局

茨城県高萩市上手綱493-1

クスリのアオキ寺後薬局

茨城県龍ケ崎市3493番地1

カワチ薬局 大沼店

茨城県日立市大沼町2-20-6

すず薬局 戸頭店

茨城県取手市戸頭4-16-3 1階2号室

日本調剤 古河公園薬局

茨城県古河市駒ケ崎3番13

日本調剤 牛久あおば薬局

茨城県牛久市南1-6-1

日本調剤 牛久南薬局

茨城県牛久市南1-6-42

いいぬま薬局 野殿店

茨城県筑西市野殿1139-3

○平成30年1月1日指定（指定有効期間：令和5年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

今川薬局取手井野店

茨城県取手市井野800-2

薬局マツモトキヨシ たつのこまち龍ヶ崎モール店

茨城県龍ヶ崎市中里2-1-2

ひかり薬局神栖店

茨城県神栖市息栖3031-35

カワチ薬局 古河店

茨城県古河市旭町1-17-66

○平成30年2月1日指定（指定有効期間：令和6年1月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

おりかさ薬局

茨城県日立市折笠町564-2

モン調剤薬局

茨城県ひたちなか市東石川3-28-10

調剤薬局あすなろ

茨城県水戸市城南3-15-5

すばる薬局

茨城県常陸太田市金井町4815-2

○平成30年2月5日指定（指定有効期間：令和6年2月4日）
医療機関等名称
ウエルシア薬局 阿見岡崎店

医療機関等住所
茨城県稲敷郡阿見町岡崎3丁目8番地1

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成30年3月1日指定（指定有効期間：令和6年2月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

ウエルシア薬局 水戸元吉田店

茨城県水戸市元吉田町1570-8

調剤薬局マツモトキヨシ 神栖店

茨城県神栖市大野原5-3-68

今川薬局つくば手代木店

茨城県つくば市手代木1927-8

○平成30年3月22日指定（指定有効期間：令和6年3月21日）
ウエルシア薬局 古河鴻巣店

茨城県古河市鴻巣956-1

○平成30年4月1日指定（指定有効期間：令和6年3月31日）
ウエルシア薬局 日立本宮店

茨城県日立市本宮町4丁目12番1号

アクア薬局 桜の郷店

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1400-4

調剤薬局ツルハドラッグ水戸三の丸店

茨城県水戸市三の丸3丁目12-21

ホワイト薬局

茨城県龍ケ崎市寺後3589

オレンジ薬局

茨城県龍ケ崎市馴馬町中曽根2980-8

グリーン薬局

茨城県ひたちなか市八幡町9-1

○平成30年5月1日指定（指定有効期間：令和6年4月30日）
つかもと調剤薬局 仁連店

茨城県古河市仁連1057番5

○平成30年6月1日指定（指定有効期間：令和6年5月31日）
ろはす薬局 あるぱか店

茨城県つくば市栗原1676

中央薬局 那珂店

茨城県那珂市横堀1291-30

ハニュウ薬局小野崎店

茨城県つくば市小野崎400-3

○平成30年6月4日指定（指定有効期間：令和6年6月3日）
コスモファーマ薬局 ひたち野店

茨城県牛久市ひたち野東二丁目24番地10

○平成30年7月1日指定（指定有効期間：令和6年6月30日）
アイン薬局 水戸宮町店

茨城県水戸市宮町3丁目11番地

新石下薬局

茨城県常総市新石下3894-3

○平成30年8月1日指定（指定有効期間：令和6年7月31日）
ウエルシア薬局 下妻古沢店

茨城県下妻市古沢563

アクア薬局 わたり北店

茨城県水戸市渡里町3013-6

薬局セレクト古来店

茨城県つくば市古来514-13

○平成30年9月1日指定（指定有効期間：令和6年8月31日）
南山堂薬局 筑西店

茨城県筑西市深見496-7

ぱんだ薬局

茨城県日立市本宮町2-7-2

みすず薬局 長岡店

茨城県東茨城郡茨城町長岡3317-75

ひがし薬局

茨城県石岡市東石岡5-2-36

○平成30年10月1日指定（指定有効期間：令和6年9月30日）
みすず薬局 千波店

茨城県水戸市千波町2599-1

アクア薬局 松代店

茨城県つくば市松代4丁目8-27

協和調剤薬局 筑西支局

茨城県筑西市深見496-1

アイセイ薬局 さくらがわ店

茨城県桜川市高森字西飯島1023-3

プルメリア薬局

茨城県古河市上辺見1991-1

あけぼの薬局 メディカル店

茨城県つくば市天久保一丁目3番地の1

日本調剤 西成沢薬局

茨城県日立市西成沢町2丁目2番1-1号

アイン薬局桜川店

茨城県桜川市高森1024

オリエント薬局 山方店

茨城県常陸大宮市山方945-1

ペガサス薬局

茨城県水戸市城東1-3-8

クオール薬局 土浦店

茨城県土浦市大岩田2469-33

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成30年10月1日指定（指定有効期間：令和6年9月30日）
クオール薬局 牛久店

茨城県牛久市さくら台1－18－1

クオール薬局 イーアスつくば店

茨城県つくば市研究学園5-19

クオール薬局 宮中店

茨城県鹿嶋市宮中8-9-26

クオール薬局 牛堀店

茨城県潮来市牛堀649-2

クオール薬局 筑西店

茨城県筑西市女方688-5

クオールつくばね薬局

茨城県桜川市岩瀬42-2

クオール薬局 神栖店

茨城県神栖市筒井1422-263

クオール薬局 取手西店

茨城県取手市野々井1926番地2 取手市医師会館１階

クオール薬局 日立北店

茨城県日立市小木津町962-3

ＳＦＣ薬局 石川中央店

茨城県水戸市石川4-4045-1

ＳＦＣ薬局 かみみと店

茨城県水戸市上水戸1-9-5

ＳＦＣ薬局 けやき台店

茨城県水戸市酒門町1577-8

ＳＦＣ薬局 城東中央店

茨城県水戸市城東1-31-3

ＳＦＣ薬局 堀町店

茨城県水戸市堀町1161-15

ＳＦＣ薬局 百合が丘店

茨城県水戸市百合が丘町8-5

ＳＦＣ薬局 ひたち南店

茨城県日立市久慈町7-19-13

ＳＦＣ薬局 結城山川新宿店

茨城県結城市山川新宿168-6

ＳＦＣ薬局 友部店

茨城県笠間市平町1635-22

ＳＦＣ薬局 岩間中央店

茨城県笠間市下郷4167-3

ＳＦＣ薬局 勝田本町店

茨城県ひたちなか市勝田本町4-16

ＳＦＣ薬局 かもめ店

茨城県ひたちなか市釈迦町5-3

ＳＦＣ薬局 東石川店

茨城県ひたちなか市東石川3-3-4

ＳＦＣ薬局 おおだいら店

茨城県ひたちなか市大平4-3-13

ＳＦＣ薬局 中根店

茨城県ひたちなか市中根3646-1

ＳＦＣ薬局 勝田中央店

茨城県ひたちなか市中根5124-3

ＳＦＣ薬局 那珂店

茨城県那珂市後台3239-7

ＳＦＣ薬局 真壁中央店

茨城県桜川市真壁町古城259-3

ウエルシア薬局 常総北水海道店

茨城県常総市水海道森下町4141番地1

メディカルセンター前薬局

筑西市深見447-10

○平成30年11月1日指定（指定有効期間：令和6年10月31日）
コムファ薬局 つくばみどりの店

茨城県つくば市みどりの2丁目59番1

さくら薬局 美浦店

茨城県稲敷郡美浦村大谷1638-1

○平成30年12月1日指定（指定有効期間：令和6年11月30日）
いるか薬局 古河店

茨城県古河市横山町1-7-25

ウエルシア薬局 牛久上柏田店

茨城県牛久市上柏田2丁目33番地6

フルール薬局

茨城県古河市関戸1587番91

○平成31年1月1日指定（指定有効期間：令和6年12月31日）
クオール薬局取手店

茨城県取手市井野268番2

つばき薬局

茨城県つくば市高野台2-12-2グリーンパレス103

スマイル薬局

茨城県つくばみらい市陽光台3-11-4

みどり薬局

茨城県水戸市千波町301-7

○平成31年2月1日指定（指定有効期間：令和7年1月31日）
あやめ薬局神栖店

茨城県神栖市深芝南2丁目11-12

あやめ薬局結城店

茨城県結城市結城10739-9

ウエルシア薬局 取手ゆめみ野店

茨城県取手市ゆめみ野三丁目8番地2

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成31年3月1日指定（指定有効期間：令和7年2月28日）
かえで薬局 守谷店

茨城県守谷市松並青葉4-2-3

クスリのアオキ吉沢薬局

茨城県水戸市吉沢町195番地3

カワチ薬局 浜田店

茨城県水戸市本町3-302-1

すまいる薬局瓜連店

茨城県那珂市瓜連433番地6

○平成31年3月18日指定（指定有効期間：令和7年3月17日）
神栖さくら薬局

茨城県神栖市平泉字関下1-127

○平成31年4月1日指定（指定有効期間：令和7年3月30日）
アイセイ薬局 こいぶち店

茨城県笠間市鯉淵6268-103

アクア薬局 東前店

茨城県水戸市東前1-203

クオール薬局鹿嶋店

茨城県鹿嶋市宮中7丁目3番5号

花梨薬局

茨城県かすみがうら市稲吉東4-4-39

花梨薬局 神立店

茨城県土浦市神立中央5-25-14

花梨薬局 石岡店

茨城県石岡市石岡2158-1

花梨薬局 岩間店

茨城県笠間市福島465-3

みつば薬局

茨城県かすみがうら市稲吉東5-22-13

若草薬局

茨城県那珂市菅谷663-32

アイン薬局 七福店

茨城県那珂市竹ノ内2丁目14-8

アイン薬局 佐竹南台店

茨城県常陸太田市天神林町870-243

アイン薬局 田子内店

茨城県常陸大宮市田子内町3034-4

那珂中央薬局

茨城県那珂市菅谷5497-1

アイン薬局 舟石川店

茨城県那珂郡東海村舟石川689-6

アイン薬局 馬渡店

茨城県ひたちなか市馬渡3840-7

アイン薬局 千波店

茨城県水戸市千波町1234-45

アイン薬局 十王店

茨城県日立市十王町伊師3448-1

学園調剤薬局

茨城県つくば市榎戸509-40

学園中央薬局 つくば駅前店

茨城県つくば市吾妻2丁目8-8 つくばシティアビル1階

学園中央薬局 作岡店

茨城県つくば市作谷1115-4

学園中央薬局 松野木店

茨城県つくば市松野木152-15

学園中央薬局 西大橋店

茨城県つくば市西大橋174-1

けやき台調剤薬局

茨城県守谷市けやき台2丁目11-6

クスリのアオキ坂間薬局

茨城県古河市坂間226番地1

○令和元年5月1日指定（指定有効期間：令和7年4月30日）
みすず薬局 五軒町店

茨城県水戸市五軒町1丁目5番35号

カワチ薬局 桜の郷店

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷1200-1

アイセイ薬局 海浜公園入口店

茨城県ひたちなか市馬渡541-2

○令和元年6月1日指定（指定有効期間：令和7年5月31日）
アイセイ薬局 茨城長岡店

茨城県東茨城郡茨城町長岡3091－6

○令和元年7月1日指定（指定有効期間：令和7年6月30日）
ひまわり薬局

茨城県常総市新井木町11-5

薬局セレクトひたち野西店

茨城県牛久市ひたち野西3‐32-5(103)

クレール薬局流星台店

茨城県つくば市流星台39-13

ウエルシア薬局 つくば春日３丁目店

茨城県つくば市春日3丁目1番地9

