
調剤薬局

大津市
イソタニ薬局 スズキ調剤薬局西大津店
勝馬三春堂薬局大津支店 ティエス調剤薬局 くろづ店
河野薬局 スギ薬局 瀬田店
西大津調剤薬局 勝馬薬局大津店
オキ薬局 ファミリー薬局大萱店
キノシタ薬局 サンタ薬局 田上店
株式会社富士薬局 サンタ薬局 南郷店
かたた薬局 サンタ薬局 瀬田店
ペンギン堂薬局 おくやま薬局
スズキ調剤薬局 有限会社 高山薬局
大津 さくら薬局 瀬田調剤薬局
みどり薬局 はる風薬局
あい南郷薬局 膳所ゆう薬局
駅前すみれ薬局 株式会社友愛 見世調剤薬局
みつはま薬局 株式会社ルックドイ薬局和迩支店
あい神領薬局 かすが調剤薬局
におの浜調剤薬局 つくし薬局
じげん薬局大江店 とまと薬局 和迩店
三愛薬局 わに薬局
メイプル調剤薬局 すこやか薬局・浜大津
リブラ薬局石山店 膳所ゆう薬局
もも薬局膳所公園前店 たんぽぽ薬局大津店
大津ますだ薬局 リジョイス薬局大津店
わたなべ調剤薬局石山店 じげん薬局 浜大津店
山本薬局 ふるさと薬局 石山駅前店
おおいし調剤薬局 わかば薬局雄琴店
あんず薬局大津店 あさひ薬局 大津店
株式会社友愛 北大津調剤薬局 ユタカ薬局西大津
膳所ハート薬局 すみれ薬局
アピス薬局 大津店 ヤマグチ薬局 明日都店
キリン薬局 大津店 あい神領薬局
はな薬局 あい南郷薬局
スズキ調剤薬局におの浜店 株式会社友愛 神宮前薬局
もみじ薬局 ヤマヤ薬局
ふるさと薬局 うさぎ調剤薬局
本宮調剤薬局 ツタ薬局 大津京町店
株式会社友愛マリー調剤薬局 イオン薬局 西大津店
株式会社フロンティア ワタキュー薬局本宮店

草津市
ゆかり薬局 あすなろ薬局
滋賀県薬剤師会会営薬局 あおぞら調剤薬局 上笠店
矢倉薬局 わに薬局 野村店
リブラ薬局 のぞみ薬局 東矢倉店
ティエス調剤薬局南草津店 アイ薬局
ティエス調剤薬局 野路店 リブラ薬局 大路店
ティエス調剤薬局野村店 おうみ薬局
ナイキ漢方薬局 ユタカ薬局南草津Ⅱ
フジ薬局 スギ薬局 草津店
ムラセ薬局南草津店 スズキ調剤薬局 南草津店
ふれあい薬局大路 みどり薬局 草津店
ドリーム薬局南草津店 南草津プラス薬局

滋賀県特定疾患治療研究事業 委託契約医療機関一覧（県内）
こちらに記載された調剤薬局・訪問看護ステーションであればどこでも受診できます。



すぎのこ薬局 ココア調剤薬局
川原調剤薬局 ユタカ薬局西草津
パスカル薬局 さわだ薬局
プラス薬局 追分口 プラス薬局
調剤薬局しづ

守山市
有限会社扇庄薬局守山店 たんぽぽ薬局守山店
誠心堂薬局 森村薬局
ティエス調剤薬局守山店 サン調剤薬局
滋賀県薬剤師会・会営薬局守山 はりまだ吉井薬局
くら薬局 ユタカ調剤薬局守山Ⅱ
ますだ薬局守山店 ハーモニー薬局
ふれあい薬局 アイランド薬局 守山店
ヤクゴ薬局守山店 スギ薬局 守山店
ユタカ調剤薬局守山 セガミ薬局ピエリ守山店
はりまだ薬局 小島薬局
すこやか薬局

栗東市
ABC薬局 とまと薬局栗東店
ティエス調剤薬局栗東店 ドリーム薬局手原店
スズキ薬局栗東店 凡凡薬局 御園店
スマイル薬局 みのり薬局
凡凡薬局東店 わに薬局栗東店
エース薬局 マロン薬局
スズキ調剤薬局大宝店 はな薬局 栗東店
寿香調剤薬局 ミント薬局栗東店

野洲市
株式会社 永寿薬局 ムラセ薬局野洲店
マミー薬局 インターガ薬局
アルファー薬局 ハーモニー薬局・野洲店
油定薬局 ほとめき薬局
朝比奈薬局 アピス薬局 野洲店
有限会社薬局フジイ オレンジ薬局
スマイル薬局野洲店

甲賀市
ひまわり薬局 本店 やくさ薬局
ひまわり薬局東名坂店 甲賀薬局 泉店
ひまわり薬局水口店 ヤクモ莎香堂薬局
このはな薬局 ユタカ調剤薬局水口暁
甲賀薬局 寺庄店 甲賀薬局 伴谷店
大野養真堂薬局新城店 甲賀薬局 名坂店
サカイ薬局 調剤薬局マリーン 甲賀店
甲賀薬局 貴生川店 甲賀薬局 甲南店

湖南市
甲賀薬局 柑子袋店 甲賀薬局
ユタカ調剤薬局甲西中央 甲賀薬局夏見店

近江八幡市
アサヒ薬局 マイン薬局
株式会社 いずみ薬局 フジイ薬局
シガヤクヒン北里薬局 かも調剤薬局
きよし堂薬局 キリン堂薬局近江八幡店
シガヤクヒン平和堂八幡薬局 ヤクゴ薬局北之庄店
きよし堂薬局桜宮店 いづつ薬局 音羽店
堀井百薬堂薬局 フラワー薬局近江八幡店
薬局ケンコーファーマシー堀上 のぞみ薬局
薬局ケンコーファーマシー ティエス調剤薬局近江八幡店
ツメ薬局 キリン堂調剤薬局 近江八幡西店



みやもと薬局 いづつ薬局 篠原店
八幡ますだ薬局 イエロー・グリーン薬局 みやうち店
ひまわり薬局近江八幡店 ユタカ薬局近江八幡
ヤクゴ薬局 ぶーめらん店 老蘇薬局
ユタカ調剤薬局安土

東近江市
ヤクデン薬局 わかば薬局
株式会社鎰屋薬局 ファルコはやぶさ薬局湖東店
㈱太陽堂薬局 野々宮店 蒲生ハート薬局
近江八日市薬局 本庄治良堂薬局
キクヤ調剤薬局沖野店 つじく薬局
アイ薬局 キクヤ調剤薬局建部店
ヤクゴ薬局平田店 スズキ調剤薬局能登川店
キクヤ調剤薬局緑町店 ハーモニー薬局・能登川店
キクヤ調剤薬局東本町店 ひばり調剤薬局
わたなべ調剤薬局八日市店 さわだ薬局八日市店
フラワー薬局湖東店

彦根市
有限会社丁子屋薬局 阪神調剤薬局彦根北店
瀬古薬局 彦根会営薬局
明治薬局 彦根ハート薬局
株式会社ハエミ薬局 キリン堂調剤薬局彦根八坂店
吉坂薬局 わかば薬局
エイチ ビー エル薬局 疋田調剤薬局
コスモス調剤薬局 ヤマグチ薬局 彦根野瀬店
安田薬局 ひまわり調剤薬局長曽根南店
有川薬局 スギ薬局 彦根西今店
北村薬局 アピス薬局 沼波店
ぷるす調剤薬局 明徳調剤薬局 彦根店
原町薬局 スギ薬局 南彦根店
大丸屋薬局 いなえ澁谷薬局
長春堂薬局 アピス薬局 稲枝店
明治薬局ビバシティ店 わたなべ調剤薬局彦根店
すみれ調剤薬局 せり薬局
キリン堂薬局南彦根店 リリー薬局
さつき調剤薬局 野の花薬局
花しょうぶ調剤薬局 調剤薬局 明治
のぞみ調剤薬局 のぞみ薬局 小泉店
阪神調剤薬局南彦根店 山路薬局 彦根店
河瀬調剤薬局 後三条ハッピー薬局
さくら薬局 彦根高宮店 松居薬局
ひまわり調剤薬局 ユタカ薬局彦根南
すずらん調剤薬局 ふれあい薬局 彦根駅前
トマト調剤薬局 さん調剤薬局
めぐみ薬局 日夏店 ユタカ調剤薬局日夏

蒲生郡
ひまわり薬局日野店 フラワー薬局日野店
ヤクゴ薬局日野店 ユタカ薬局 日野
ファースト薬局

愛知郡
ビワコ理工株式会社華陽堂薬局 のぞみ薬局 愛知川店
カドヤ薬局 まりも調剤薬局
薬局ユニオンファーマシー 森野成蹊堂薬局
キクヤ調剤薬局愛知川店 ツタ薬局 愛荘店

犬上郡
小川長寿堂薬局 回天堂調剤薬局
マルヤ調剤薬局 ヤクゴ薬局南豊郷店



ヤクゴ薬局豊郷店 ヤクゴ薬局 豊郷フラワー店
山口大学堂薬局

長浜
ヨシイ薬局 さくら薬局2号店
スマイル薬局 たんぽぽ薬局長浜店
下坂さくら薬局 ファーコスいずみ薬局
長生堂薬局 ユタカ薬局長浜八幡中山
弥高町さくら薬局 ワカモリ薬局 北高前店
エキマエ調剤薬局 スギ薬局 長浜大辰己店
ふれあい薬局大戌亥 スギ薬局 高田店
スマイル平方薬局 スギ薬局 長浜インター店
川道さくら薬局 長浜調剤薬局
ふれあい岡平薬局 ヤマグチ薬局勝町店
阪神調剤薬局長浜店 ファーマライズ薬局 長浜店
長浜宮前薬局 つばさ薬局
キリン堂調剤薬局 長浜店 ユタカ調剤薬局木之本
長生堂薬局 速水店 高月さくら薬局
そよかぜ薬局 スギ薬局 滋賀高月店
アイン薬局 湖北店 スギ薬局 木之本店
たんぽぽ薬局木之本店

米原市
ユタカ調剤薬局近江 ヤマグチ薬局 米原下多良店

高島市
有限会社今井薬局駅前店 たんぽぽ薬局高島店
㈱戸井薬局今津駅前店 そよ風薬局マキノ店
株式会社ルックドイ薬局 りんご薬局
有限会社今井薬局リプル店

訪問看護

大津市
ふれあいサポート小野ケアステーション 洛和会訪問看護ステーション大津
大津市訪問看護ステーション 洛和会訪問看護ステーション石山寺
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｳﾞｨｰﾅｽ24 洛和会訪問看護ステーション坂本
訪問看護ステーションコスモス ケアサポートリブ
訪問看護ステーション陽だまり 訪問看護ステーション和顔
大津赤十字訪問看護ステーション 訪問看護ステーション湯ず
華頂会訪問看護ステーション 医）藤樹会 訪問看護ステーション欅
薬膳訪問看護ステーション 医）高樹会 訪問看護ステーション楽々
琵琶湖大橋病院訪問看護ステーション 訪問看護ステーション アルバ
訪問看護ステーション志賀

草津市
草津市訪問看護ステーション ケアタウン南草津訪問看護ステーション
草津総合病院訪問看護ステーション あかりケアサービス訪問看護事業所

守山市
守山市社会福祉協議会訪問看護事業所 小西醫院 小西醫院訪問看護ステーション
訪問看護ステーションあいむ 訪問看護ステーションさくら

栗東市
滋賀県済生会訪問看護ステーション 栗東市訪問看護ステーション
訪問看護ステーションなないろ

野洲市
訪問看護ステーションなかさと びわこ学園訪問看護ステーションちょこれーと
野洲病院訪問看護ステーション

甲賀市
甲賀市信楽町訪問看護ステーション 甲賀市社協訪問看護ステーション
看護協会鹿深訪問看護ステーション 公立甲賀病院訪問看護ステーション
仁生会訪問看護ステーションこうか NPOみなくち訪問看護ステーション

湖南市



こうせい訪問看護ステーション 湖南市訪問看護ステーション
石部町訪問看護ステーション 訪問看護ステーションさら

近江八幡市
訪問看護ステーションはちまん 訪問看護ステーションヴォーリズ
訪問看護ステーションおうみ 訪問看護ステーション木もれび

東近江市
滋賀県看護協会訪問看護ステーション あおぞら訪問看護ステーション
訪問看護ステーションけいあい 神崎中央訪問看護ステーション
東近江市立 蒲生病院 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションアイリス近江
訪問看護ステーションすいれん

彦根市
彦根市訪問看護ステーション 訪問看護ステーション レインボウひこね
友仁訪問看護ステーションすずらん

蒲生郡
訪問看護ステーションひの

愛知郡
訪問看護ステーションレインボウはたしょう

犬上郡
訪問看護ステーションﾚｲﾝﾎﾞｳとよさと

長浜市
市立長浜病院訪問看護ステーション 湖北病院訪問看護ステーション
訪問看護ステーションいるか 訪問看護ステーションれもん
長浜赤十字訪問看護ステーション 訪問看護ステーションひまわり
訪問看護ステーション りぷる あざい訪問看護ステーション
アンタレス訪問看護ステーション 訪問看護ステーションかがやき
訪問看護ステーション湯本

米原市
訪問看護ステーションさかた ケアセンターいぶき訪問看護ステーション
近江町訪問看護ステーション 訪問看護ステーションあすか
米原市訪問看護ステーション

高島市
あいりん訪問看護ステーション マキノ病院訪問看護ステーション
高島市訪問看護ステーション 夢の木訪問看護ステーション


