
令和 3年 11月 19日 

「地域連携薬局」認定に関するご案内 

 

2021 年 8 月 1 日に施行されました改正薬機法にて、患者様がご自身に適した薬局を選

択できるように、「認定薬局制度」が導入されました。認定薬局とは、特定の機能を有する

薬局のことで、「地域連携薬局」及び「専門医療機関認定薬局」の２種類があります。 

 

地域連携薬局 

外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含

め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報

連携に対応できる薬局 

専門医療機関認定薬局 

がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医

療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理

や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局 

 

このたび、弊社グループの 8店舗が「地域連携薬局」の認定を受けましたのでお知

らせ致します。これで、弊社グループの地域連携薬局は、（北海道 1店舗、宮城県 1店

舗、福島県 2店舗、群馬県 1店舗、栃木県 1店舗、埼玉県 1店舗、東京都 3店舗、新

潟県 3店舗、富山県 2店舗、三重県１店舗の計 17店舗となりました。 

 

地域連携薬局では、次のようなことが対応できます。 

  

●患者様が安心して相談できる設備を備え、いつでも調剤が行える体制を整えています。 

●地域連携が円滑に行えるように、地域包括ケアシステム精通した薬剤師を配置し、 

在宅医療に対応できる体制を整えています。 

●地域の薬局と連携して無菌調剤に対応できる体制を整えています。 

●地域の医療提供施設に対し、医薬品情報を提供し、医薬品の適正使用に努めています。 

 

弊社グループでは、より多くの患者様にご利用いただけるよう、今後も認定薬局を 

増やして参ります。 

 

記 

 

１．新たに地域連携薬局認定となった店舗（8 店舗） 

 

① 【ファーマライズ薬局 泉店】（認定日：令和 3 年 10 月 7 日） 

 〒960-8253 福島県福島市泉字泉川 3-21 

 （福島交通飯坂線「泉駅」もしくは「岩代清水駅」より徒歩 2 分） 

 TEL 024-557-8855 FAX 024-557-8838 



 開局時間：月～水・金／9:00－18:00 

木／9:00－17:00 

土／9:00－13:00 

日・祝／休 

 

② 【ファーマライズ薬局 吉祥寺店】（認定日：令和 3 年 10 月 15 日） 

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1 丁目 30-13 KS10 ビル 1F 

（JR「吉祥寺駅」より徒歩 5 分） 

TEL 0422-21-1188 FAX 0422-21-0300 

開局時間：月～金／9:00－19:00 

土・日／9:00－17:00 

祝／13:00－18:00 

 

③ 【ファーマライズ薬局 南砺店】（認定日：令和 3 年 10 月 21 日） 

 〒932-0211 富山県南砺市井波 938-17 

 （JR 北陸線「高岡駅」より加越能バス「小牧堰堤」行き乗車、 

   井波バス停下車徒歩 10 分） 

 TEL 0763-82-8827 FAX 0763-82-8828 

 開局時間：月～金／8:30－17:30 

土／13:30－17:30 

日・祝／休 

 

④ 【かじ町薬局】（認定日：令和 3 年 10 月 26 日） 

 〒370-0837 群馬県高崎市下横町 14-13 

 （JR「高崎駅」より市役所方面へ徒歩 10 分） 

 TEL 027-326-8410 FAX 027-326-8417 

 開局時間：月～水・金／9:00－18:45 

木／9:00－17:00 

土／9:00－13:00 

日・祝／休 

 

⑤ 【北海道ファーマライズ 留萌大町薬局】（認定日：令和 3 年 11 月 1 日） 

 〒077-0048 北海道留萌市大町 3 丁目 20-1・29-1・29-3 

 （大町３バス停横） 

 TEL 0164-43-7001 FAX 0164-43-7002 

 開局時間：月～金／9:00－18:00 

土／9:00－13:00 

日・祝／休 

 

 



⑥ 【ファーマライズ薬局 福光店】（認定日：令和 3 年 11 月 2 日） 

  〒939-1610 富山県南砺市福光 1006-4 

  （JR 城端線「福光」駅より徒歩 10 分） 

  TEL 0763-53-0787 FAX 0763-53-0788 

  開局時間： 月～金／9:00－18:00 

土／9:00－13:00 

日・祝／休                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

⑦ 【ファーマライズ薬局 飯盛店】（認定日：令和 3 年 11 月 2 日） 

  〒965-0016 福島県会津若松市中島町 6-1 

  （会津バス（会津若松発 松長団地・西若松駅線 北滝沢経由）大塚山南下車） 

      TEL 0242-39-3591 FAX 0242-39-3592 

      開局時間：月～水・金／8:30－18:00 

木／8:30－16:30 

土／8:30－13:00 

日・祝／休 

 

⑧ 【ファーマライズ薬局 浅草店】（認定日：令和 3 年 11 月 8 日） 

 〒111-0031 東京都台東区千束 3 丁目 20-3 

（つくばエクスプレス「浅草駅」もしくは東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」 

より徒歩 12 分） 

      TEL 03-5808-1827 FAX 03-5808-1828 

      開局時間：月～金／9:00－18:00 

土／9:00－13:00 

日・祝／休 

 

 

２．これまでに認定となっている店舗（９店舗） 

薬局名 所在地 TEL 店舗情報 

しょうげん 2 丁目 

薬局 
宮城県仙台市 022-772-2677 

https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=801 

ファーマライズ薬局 

十日町店 
新潟県十日町市 025-750-1245 

https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=130 

トリム薬局 

白根大通店 
新潟県新潟市 025-370-6105 

https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=523 

ファーマライズ薬局 

三条店 
新潟県三条市 0256-36-5378 

https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=204 

鬼怒川調剤センター 

たかとく薬局 
栃木県日光市 0288-70-3050 

https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=1201 

https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=801
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=801
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=130
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=130
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=523
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=523
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=204
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=204
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=1201
https://www.pharmarise.com/company/store/store.php?store_id=1201


薬局名 所在地 TEL 店舗情報 

トリム薬局 

前橋店 
群馬県前橋市 027-290-3351 

https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=514 

トリム薬局 

さいたま店 

埼玉県 

さいたま市 
048-851-0081 

https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=119 

ファーマライズ薬局 

西友ひばりヶ丘店 

東京都 

西東京市 
042-423-8060 

https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=1108 

鈴鹿みなみ薬局 三重県鈴鹿市 059-370-6637 
https://www.pharmarise.com/compan

y/store/store.php?store_id=304 
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