
小児慢性特定疾病指定医療機関一覧【薬局】
（令和4年11月末許可時点）

区 薬局名 所在地

門司 アイン薬局　鉄道記念病院店 北九州市門司区高田２-１-２

門司 きりん調剤薬局 北九州市門司区東新町2-11-34

門司 さくらんぼ薬局 北九州市門司区柳町1-2-29三原ビル103号

門司 さくら薬局 門司店 北九州市門司区大里新町3-9

門司 サンキュードラッグ稲積薬局 北九州市門司区稲積1-11-11

門司 サンキュードラッグ社ノ木薬局 北九州市門司区社ノ木1-16-6

門司 サンキュードラッグ大里東口薬局 北九州市門司区下二十町1-1

門司 サンキュードラッグ田野浦薬局 北九州市門司区田野浦1-5-3

門司 サンキュードラッグ東門司薬局 北九州市門司区東門司1-14-20

門司 サンキュードラッグ白野江薬局 北九州市門司区白野江2-5-1

門司 サンキュードラッグ門司港本店薬局 北九州市門司区栄町9-18

門司 サンキュードラッグ柳町薬局 北九州市門司区柳町2-5-3

門司 サンキュー薬局　戸ノ上店 北九州市門司区大里戸ノ上1-16-7

門司 サンキュー薬局永黒店 北九州市門司区寺内1-1-2

門司 サンキュー薬局錦町店 北九州市門司区錦町10-13

門司 サンキュー薬局桟橋通り調剤センター 北九州市門司区本町3-11

門司 サンキュー薬局庄司店 北九州市門司区老松町6-28

門司 サンキュー薬局長谷店 北九州市門司区長谷1-10-22

門司 サンキュー薬局東門司店 北九州市門司区東門司1-21-14

門司 サンキュー薬局門司港店 北九州市門司区東港町3-2

門司 サンキュー薬局門司調剤センター 北九州市門司区南本町4-51

門司 サンキュー薬局柳町店 北九州市門司区柳町2-10-1

門司 サンキュー薬局老松店 北九州市門司区東門司1-13-29

門司 すみれ調剤薬局 北九州市門司区東門司2-10-14

門司 タカサキ薬局　社ﾉ木店 北九州市門司区社ノ木1-1-14

門司 タケシタ調剤薬局　門司港店 北九州市門司区東港町2-40

門司 のぞみ薬局 北九州市門司区永黒2-10-4

門司 ひまわり調剤薬局 北九州市門司区柳町2-7-29

門司 ほしの薬局大里店 北九州市門司区大里戸ノ上2-4-28  1F

門司 やなぎ通り薬局 北九州市門司区柳町1-10-22

門司 株式会社　別院通り薬局 北九州市門司区原町別院18-6

門司 吉志薬局 北九州市門司区大字吉志412-1

門司 原町調剤薬局 北九州市門司区原町別院6-10

門司 合資会社　本間薬局 北九州市門司区柳町2-4-20



小児慢性特定疾病指定医療機関一覧【薬局】
（令和4年11月末許可時点）

区 薬局名 所在地

門司 社ノ木中央薬局 北九州市門司区社ノ木1-7-23

門司 若草薬局 北九州市門司区高田1-8-5

門司 小橋薬局プラザ店 北九州市門司区東門司1-11-13

門司 清見調剤薬局 北九州市門司区清見1-10-22

門司 西門司調剤薬局 北九州市門司区下馬寄10-5

門司 大信薬局　東門司店 北九州市門司区東門司1-19-7-3

門司 中町薬局 北九州市門司区大里原町5-23

門司 萩ヶ丘調剤薬局 北九州市門司区大里戸ノ上2-3-29

門司 畑薬局 松ヶ江店 北九州市門司区大字畑2008-4

門司 別院調剤薬局 北九州市門司区中町5-14

門司 門司駅前薬局 北九州市門司区中町1-32

門司 門司港調剤薬局 北九州市門司区本町2-10-１Ｆ

門司 門司港薬局 北九州市門司区港町3-12

門司 柳町調剤薬局 北九州市門司区柳町1-1-23

門司 有限会社　かおる調剤薬局 北九州市門司区東本町1-1-4

門司 有限会社　戸ノ上調剤薬局 北九州市門司区大里戸ノ上1-5-32

門司 有限会社　松ヶ江薬局 北九州市門司区大字畑958-6

門司 有限会社　東口調剤薬局 北九州市門司区下二十町9-31

門司 有限会社　木下調剤薬局 北九州市門司区稲積1-3-27

門司 有限会社　裕愛調剤薬局 北九州市門司区東本町２－４ｰ２０

門司 有限会社サン調剤薬局 北九州市門司区大字畑2126-3

門司 有限会社高田調剤薬局 北九州市門司区高田1-7-23

門司 有限会社藤松調剤薬局 北九州市門司区藤松1-11-5

小倉北 アイエス薬局 北九州市小倉北区片野3-1-22

小倉北 有限会社　アイエム薬局 北九州市小倉北区下到津5-8-24

小倉北 株式会社　アガペ片野薬局 北九州市小倉北区片野2-21-11

小倉北 アクアファーマシー 北九州市小倉北区魚町１丁目４－２１　魚町センタービル４F

小倉北 あさの薬局 北九州市小倉北区浅野2-18-15

小倉北 朝日調剤薬局 北九州市小倉北区朝日ヶ丘4-16

小倉北 あすなろ薬局とみの 北九州市小倉北区神幸町10-37

小倉北 アルファ薬局　小倉店 北九州市小倉北区赤坂1-8-7-1Ｆ

小倉北 池田薬局 北九州市小倉北区白銀1-4-14

小倉北 市岡調剤薬局 北九州市小倉北区京町１－３－１２

小倉北 到津調剤薬局 北九州市小倉北区上到津4-7-1
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小倉北 今町調剤薬局 北九州市小倉北区篠崎2-45-10松宮ビル103

小倉北 医療センター前薬局 北九州市小倉北区馬借1-7-17

小倉北 オーエス清水薬局 北九州市小倉北区清水2-11-14

小倉北 オーエス城野薬局 北九州市小倉北区片野新町3-1-1

小倉北 オーエス砂津薬局 北九州市小倉北区砂津2-1-38

小倉北 オーエス中井中央薬局 北九州市小倉北区中井2-11-10

小倉北 オーエス令和薬局 北九州市小倉北区東城野町8-31

小倉北 株式会社大賀薬局　北九州総合病院前店 北九州市小倉北区東城野町4-10

小倉北 株式会社大賀薬局　清水店 北九州市小倉北区清水3-1-9

小倉北 大手町調剤薬局 北九州市小倉北区木町4-1-1

小倉北 おひさま薬局 北九州市小倉北区今町1-1-16

小倉北 オレンジ薬局 北九州市小倉北区黒原3-20-9

小倉北 かじまち薬局 北九州市小倉北区鍛冶町一丁目３番１０号

小倉北 有限会社快成調剤薬局 北九州市小倉北区真鶴2-5-27

小倉北 片野薬局 北九州市小倉北区片野新町1-9-1

小倉北 上富野調剤薬局 北九州市小倉北区上富野5-3-21

小倉北 有限会社北九州調剤薬局 北九州市小倉北区砂津2-11-11

小倉北 北小倉薬局 北九州市小倉北区金田1-3-32サンシティ金田Ｂ棟

小倉北 きらり薬局　小倉駅前店 北九州市小倉北区京町4-6-18　ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ103

小倉北 熊谷薬局 北九州市小倉北区熊谷2-2-8

小倉北 黒原調剤薬局 北九州市小倉北区黒原3-15-1

小倉北 こくら調剤薬局 北九州市小倉北区三萩野2-4-31

小倉北 こくら調剤薬局　富野店 北九州市小倉北区下富野3-10-6

小倉北 こくら調剤薬局　片野店 北九州市小倉北区片野2-1-17

小倉北 ココカラファイン薬局　ビエラ小倉店 北九州市小倉北区浅野１－１－１ビエラ小倉３F

小倉北 堺町調剤薬局 北九州市小倉北区堺町2-1-1

小倉北 さかえ調剤薬局 北九州市小倉北区上到津3-3-9

小倉北 さくら薬局 北九州市小倉北区中井3-16-8

小倉北 さくら薬局 大畠店 北九州市小倉北区大畠1-7-25

小倉北 サンキュードラッグ大畠薬局 北九州市小倉北区大畠3-2-47

小倉北 サンキュードラッグ霧ヶ丘薬局 北九州市小倉北区霧ケ丘3-9-11

小倉北 サンキュードラッグ黒原薬局 北九州市小倉北区熊本4-2-34

小倉北 サンキュードラッグ下到津薬局 北九州市小倉北区下到津5-8-24-101

小倉北 サンキュードラッグ富野薬局 北九州市小倉北区下富野2-10-27
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小倉北 サンキュードラッグ中井薬局 北九州市小倉北区中井2-4-20

小倉北 サンキュードラッグ馬借薬局 北九州市小倉北区馬借1-6-17

小倉北 サンキュードラッグハローパーク大手町薬局 北九州市小倉北区大手町13-34

小倉北 サンキュー薬局魚町店 北九州市小倉北区魚町2-1-12-1F

小倉北 サンキュー薬局片野店 北九州市小倉北区片野1-16-13

小倉北 サンキュー薬局小倉愛宕店 北九州市小倉北区愛宕1-5-70

小倉北 サンキュー薬局小倉駅北口店 北九州市小倉北区浅野2-14-1

小倉北 サンキュー薬局小倉駅前店 北九州市小倉北区京町3-1-1-BF1

小倉北 サンキュー薬局昭和町店 北九州市小倉北区昭和町14-12

小倉北 サンキュー薬局東城野店 北九州市小倉北区重住3-2-12

小倉北 サン薬局　霧ケ丘店 北九州市小倉北区霧ケ丘3-13-23

小倉北 篠崎調剤薬局 北九州市小倉北区木町３－１３－７

小倉北 篠崎薬局 北九州市小倉北区東篠崎3-5-48

小倉北 市民調剤薬局 北九州市小倉北区馬借3-2-19

小倉北 白石調剤薬局 北九州市小倉北区宇佐町1-9-30

小倉北 しらゆり薬局 北九州市小倉北区白銀1-6-9

小倉北 新小倉ビル調剤薬局 北九州市小倉北区米町2-2-1

小倉北 スマイル薬局 北九州市小倉北区足立2-3-25

小倉北 スマイル薬局　清水店 北九州市小倉北区清水3-2-22

小倉北 すみれ調剤薬局 北九州市小倉北区高坊1-9-33

小倉北 すみれファーマシー 北九州市小倉北区片野3-4-21

小倉北 船場ビル調剤薬局 北九州市小倉北区船場町5-9

小倉北 船場町ファーマシー 北九州市小倉北区船場町4-27船場ｸﾘｽﾀ3F

小倉北 そうごう薬局　小倉大手町店 北九州市小倉北区大手町12-4

小倉北 そよ風薬局 北九州市小倉北区浅野2-6-21　ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ小倉１Ｆ

小倉北 大信薬局　足原店 北九州市小倉北区足原2-3-32サンライズ足原1F

小倉北 大信薬局　足立店 北九州市小倉北区足立3-3-17

小倉北 大信薬局　魚町店 北九州市小倉北区魚町1-3-1松田ビル地下1F

小倉北 大信薬局　京町店 北九州市小倉北区京町1-2-24

小倉北 大信薬局　黒住店 北九州市小倉北区黒住町24-9　原田ビル

小倉北 大信薬局　篠崎店 北九州市小倉北区篠崎3-9-7

小倉北 大信薬局　中井店 北九州市小倉北区中井4-7-72

小倉北 大信薬局　西小倉店 北九州市小倉北区大門2－1－4GraceHapisa西小倉１階A号室

小倉北 大信薬局　モナトリエ旦過店 北九州市小倉北区魚町4-3-8
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小倉北 タカサキ薬局　真鶴店 北九州市小倉北区真鶴2-10-6

小倉北 高峰とまと薬局 北九州市小倉北区高峰町11-27

小倉北 タカラ薬局　香春口 北九州市小倉北区江南町2-29

小倉北 タケシタ調剤薬局　金田店 北九州市小倉北区金田1-1-6-102

小倉北 タケシタ調剤薬局　きふね店 北九州市小倉北区浅野3-4-3

小倉北 タケシタ調剤薬局　馬借店 北九州市小倉北区馬借2-6-1

小倉北 タケシタ調剤薬局　三萩野店 北九州市小倉北区黄金1-1-9

小倉北 有限会社　中央調剤薬局富野赤坂店 北九州市小倉北区上富野4-13-8

小倉北 角田調剤薬局 北九州市小倉北区馬借3-3-37

小倉北 有限会社　てらだ調剤薬局 北九州市小倉北区黒原3-1-4

小倉北 とも2番薬局 北九州市小倉北区高浜1-12-4

小倉北 中井調剤薬局 北九州市小倉北区中井5-14-1

小倉北 ニコニコ調剤薬局 北九州市小倉北区木町2-11-19

小倉北 有限会社　西小倉薬局 北九州市小倉北区大門2-1-15

小倉北 西日本調剤センター薬局 北九州市小倉北区大手町13-4

小倉北 ニック小倉記念前薬局 北九州市小倉北区浅野3-4-29

小倉北 ニック調剤薬局センター 北九州市小倉北区馬借1-7-15

小倉北 ニック調剤薬局 三萩野店 北九州市小倉北区三萩野1-12-28-101

小倉北 希調剤薬局 北九州市小倉北区片野新町3-1-18

小倉北 のぞみ薬局 北九州市小倉北区宇佐町1-10-10

小倉北 パーム薬局 北九州市小倉北区魚町2-4-11

小倉北 畑薬局 黒原店 北九州市小倉北区熊本4-2-26-106

小倉北 ハト薬局 北九州市小倉北区香春口１－６－７

小倉北 ぱんだ薬局 北九州市小倉北区井堀3-1-11

小倉北 光調剤薬局 北九州市小倉北区京町3-12-21

小倉北 聖薬局 北九州市小倉北区金鶏町1-39

小倉北 聖薬局　真鶴店 北九州市小倉北区真鶴1-6-27

小倉北 株式会社　陽だまり薬局 北九州市小倉北区金鶏町5－20

小倉北 ひまわり薬局中井店 北九州市小倉北区中井4-5-35

小倉北 フォルス調剤薬局 北九州市小倉北区日明2-9-9

小倉北 フタバ薬局到津店 北九州市小倉北区上到津2-4-2

小倉北 フタバ薬局京町店 北九州市小倉北区京町1-5-10

小倉北 株式会社　フラワー調剤薬局 北九州市小倉北区真鶴1－4－26

小倉北 弁天町調剤薬局 北九州市小倉北区弁天町13-6
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区 薬局名 所在地

小倉北 まごころ薬局 北九州市小倉北区貴船町3-7

小倉北 有限会社　まさき薬局緑ヶ丘店 北九州市小倉北区緑ヶ丘１－１－２３

小倉北 松田薬局 北九州市小倉北区馬借2-2-10

小倉北 南ヶ丘調剤薬局 北九州市小倉北区南丘1-22-13

小倉北 有限会社　南小倉調剤薬局 北九州市小倉北区木町3-6-13

小倉北 三萩野中央薬局 北九州市小倉北区吉野町10-30

小倉北 宮田町薬局 北九州市小倉北区篠崎3-6-12

小倉北 メープル薬局　緑ヶ丘店 北九州市小倉北区日明2-9-22

小倉北 薬局メディックス 北九州市小倉北区香春口1-13-1

小倉北 ゆうしん薬局下富野店 北九州市小倉北区下富野5-26-26

小倉北 よしたけ薬局宇佐町店 北九州市小倉北区宇佐町１丁目７－３５

小倉北 吉野町調剤薬局 北九州市小倉北区吉野町9-29

小倉北 りんどファーマシー 北九州市小倉北区下到津1-4-11

小倉南 アーチ調剤薬局 北九州市小倉南区長行東2-13-8

小倉南 青空こども薬局 北九州市小倉南区企救丘4-15-22

小倉南 有限会社あおば調剤薬局 北九州市小倉南区徳力1-3-5

小倉南 株式会社　アガペ小倉南薬局 北九州市小倉南区湯川1-3-21

小倉南 有限会社あそう薬局 北九州市小倉南区若園１－１７－３４

小倉南 アップル 薬局 北九州市小倉南区南方3-1-27

小倉南 あんにん薬局 北九州市小倉南区北方２丁目２４番１０号

小倉南 嵐山きらめき調剤薬局 北九州市小倉南区徳力５－１１－２１

小倉南 嵐山口とまと薬局 北九州市小倉南区徳力6-11-10

小倉南 アロマ調剤薬局 守恒 北九州市小倉南区守恒本町2-2-18

小倉南 エルム調剤薬局 北九州市小倉南区下曽根２－９－１２

小倉南 オーエス桜通薬局 北九州市小倉南区湯川5-5-1

小倉南 オーエス高野薬局 北九州市小倉南区高野1-12-18

小倉南 株式会社大賀薬局　北方店 北九州市小倉南区北方2-10-12

小倉南 小田調剤薬局 北九州市小倉南区守恒2-1-37

小倉南 上吉田調剤薬局 北九州市小倉南区上吉田２－８－７

小倉南 有限会社　蒲生調剤薬局 北九州市小倉南区蒲生5-2-4

小倉南 きさらぎ薬局葛原店 北九州市小倉南区葛原本町1-12-39

小倉南 葛原調剤薬局 北九州市小倉南区葛原5-6-26

小倉南 クラウン薬局 北九州市小倉南区徳力4-15-5

小倉南 小倉セントラル薬局 沼店 北九州市小倉南区沼新町1-2-8
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小倉南 小倉セントラル薬局北方店 北九州市小倉南区北方1-6-12

小倉南 ココカラファイン薬局 もりつね店 北九州市小倉南区守恒1-11-25

小倉南 有限会社コトブキ薬局 北九州市小倉南区北方2-18-2小倉第2鳳城ビル1F

小倉南 コトブキ薬局 横代店 北九州市小倉南区横代北町2-6-31

小倉南 さかえ薬局若園 北九州市小倉南区南若園町5-15

小倉南 さくら調剤薬局 北九州市小倉南区湯川5-8-20

小倉南 さくら薬局 九州労災病院前店 北九州市小倉南区曽根北町2-30

小倉南 さくら薬局 横代店 北九州市小倉南区横代北町1-3-4

小倉南 株式会社　ささき薬局 北九州市小倉南区田原新町3-12-7

小倉南 三気堂薬局　小倉南店 北九州市小倉南区北方1-6-13

小倉南 サンキュードラッグ城野薬局 北九州市小倉南区城野1-13-15

小倉南 サンキュー薬局小倉南調剤センター 北九州市小倉南区春ケ丘10-133

小倉南 サン薬局　曽根店 北九州市小倉南区東貫2-2-8

小倉南 サン薬局　徳力店 北九州市小倉南区南方4-8-28

小倉南 志井駅前薬局 北九州市小倉南区徳力4-23-29

小倉南 有限会社　志井薬局 北九州市小倉南区志井1-26-1

小倉南 志徳調剤薬局 北九州市小倉南区徳力3-13-14

小倉南 下城野薬局 北九州市小倉南区北方2-8-5

小倉南 下曽根調剤薬局 北九州市小倉南区下曽根4-23-25

小倉南 下貫調剤薬局 北九州市小倉南区下貫1-2-22

小倉南 新生堂薬局下曽根店 北九州市小倉南区田原新町三丁目6番3号

小倉南 すずらん薬局 北九州市小倉南区企救丘5-20-2

小倉南 そうごう薬局　九州労災南店 北九州市小倉南区下曽根2-5-1

小倉南 曽根ココフル薬局 北九州市小倉南区東貫2-1-22

小倉南 曽根調剤薬局 北九州市小倉南区上曽根５－２－３

小倉南 そね東調剤薬局 北九州市小倉南区下曽根4-5-10

小倉南 大信薬局　若園南店 北九州市小倉南区若園4-14-14

小倉南 大信薬局　城野店 北九州市小倉南区城野1-15-46

小倉南 大信薬局　徳力新町店 北九州市小倉南区徳力新町2-17-22-102

小倉南 大信薬局　西若園店 北九州市小倉南区若園1-1-29

小倉南 大信薬局　沼店 北九州市小倉南区葛原東3-14-7

小倉南 大信薬局　湯川店 北九州市小倉南区湯川1-1-16

小倉南 大信薬局　若園店 北九州市小倉南区若園3-1-29

小倉南 タカサキ薬局　企救丘店 北九州市小倉南区企救丘3-17-3
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小倉南 タカサキ薬局　吉田店 北九州市小倉南区中吉田6-1-69

小倉南 有限会社タカシマ薬局 北九州市小倉南区守恒本町2-2-15

小倉南 武内薬局 北九州市小倉南区星和台1-1-10

小倉南 タケシタ調剤薬局　朽網店 北九州市小倉南区朽網東2-11-8

小倉南 タケシタ調剤薬局　葛原店 北九州市小倉南区葛原本町5-5-2

小倉南 タケシタ調剤薬局　小倉東店 北九州市小倉南区上葛原2-17-14

小倉南 タケシタ調剤薬局　労災病院前店 北九州市小倉南区曽根北町4-7

小倉南 有限会社　中央調剤薬局 北九州市小倉南区中曽根3-4-7

小倉南 有限会社　中央調剤薬局曽根店 北九州市小倉南区中曽根1-5-30

小倉南 千代丸調剤薬局徳力店 北九州市小倉南区徳力3-9-2

小倉南 有限会社徳永調剤薬局 北九州市小倉南区企救丘2-2-27

小倉南 徳光調剤薬局 北九州市小倉南区徳吉西3-5-26

小倉南 徳吉調剤薬局 北九州市小倉南区長行東2-18-1

小倉南 徳力団地薬局 北九州市小倉南区徳力団地2-3-32-3

小倉南 徳力中央調剤薬局 北九州市小倉南区徳力2-2-12

小倉南 株式会社　徳力調剤薬局 北九州市小倉南区徳力1-3-9

小倉南 中津海道薬局 北九州市小倉南区湯川１－４－３

小倉南 なのはな薬局　下曽根店 北九州市小倉南区田原新町2-12-23

小倉南 ニック調剤薬局 葛原店 北九州市小倉南区下曽根2-7-16

小倉南 ニック調剤薬局　湯川店 北九州市小倉南区湯川新町4-25-3

小倉南 貫薬局 北九州市小倉南区中貫1-20-36

小倉南 はーぶ調剤薬局 駅前店 北九州市小倉南区下曽根1-8-16

小倉南 博愛調剤薬局 北九州市小倉南区葛原東3-2-10

小倉南 春ケ丘調剤薬局 北九州市小倉南区若園1-14-27

小倉南 ひらかわ薬局 北九州市小倉南区下貫1-5-9

小倉南 有限会社　フジモト調剤薬局 北九州市小倉南区守恒本町2-2-34

小倉南 フタバ調剤薬局葛原店 北九州市小倉南区葛原東3-14-27

小倉南 フタバ薬局石田店 北九州市小倉南区下石田3-11-7

小倉南 フタバ薬局小倉南店 北九州市小倉南区徳力新町2-5-11

小倉南 フタバ薬局鳥居前店 北九州市小倉南区徳力1-1-18

小倉南 有限会社　みどり調剤薬局 北九州市小倉南区中吉田6-24-26

小倉南 緑町調剤薬局 北九州市小倉南区沼緑町5-3-3

小倉南 みのり調剤薬局 北九州市小倉南区徳力3-12-26

小倉南 メープル薬局　小倉南店 北九州市小倉南区沼南町2-49-11
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小倉南 メープル薬局　長尾店 北九州市小倉南区長尾4-33-7

小倉南 有限会社　守恒調剤薬局 北九州市小倉南区守恒本町１－２－１１

小倉南 薬局ABCファーマシー 北九州市小倉南区沼本町4-2-23

小倉南 やすらぎ薬局 北九州市小倉南区湯川新町3-7-63

小倉南 ゆう薬局 北九州市小倉南区志井1710-1

小倉南 ゆり調剤薬局 北九州市小倉南区葛原本町6-7-3

小倉南 横一薬局 北九州市小倉南区企救丘5-18-32

小倉南 れもん薬局 北九州市小倉南区田原新町2-5-1

小倉南 わかば薬局 北九州市小倉南区下曽根新町18-31

若松 株式会社　あおい薬局 高須店 北九州市若松区高須西1-2-45

若松 アサヒ薬局 北九州市若松区今光1-10-6

若松 イオン薬局 若松店 北九州市若松区二島1-3-1

若松 石田薬局 北九州市若松区用勺町４－１０

若松 有限会社　一丁目薬局 北九州市若松区白山1-17-23

若松 有限会社　井上調剤薬局 北九州市若松区本町3-3-21

若松 有限会社　井上薬局 北九州市若松区白山1-8-42

若松 エフケー薬局 北九州市若松区下原町4-7

若松 有限会社　岡村薬局 北九州市若松区童子丸2-7-8

若松 オリーブ薬局　若松店 北九州市若松区鴨生田2－9－15

若松 キクヤ調剤薬局 北九州市若松区桜町11-25

若松 キクヤ薬局 北九州市若松区中川町2-30

若松 有限会社　黄明調剤薬局 青葉台店 北九州市若松区青葉台東1-1-2

若松 古賀薬局 北九州市若松区本町1-7-39

若松 コハラ薬局 北九州市若松区中川町３－５

若松 サクラ調剤薬局　二島店 北九州市若松区二島2-2-14

若松 サンキュードラッグ高須薬局 北九州市若松区高須南1-8-27

若松 有限会社サン調剤薬局 北九州市若松区二島5-3-7

若松 島郷調剤薬局 北九州市若松区鴨生田1-1-54

若松 下原町薬局 北九州市若松区下原町3-24

若松 すたら薬局 北九州市若松区修多羅2-2-4

若松 園山調剤薬局 北九州市若松区畠田3-4-8

若松 大信薬局　栄盛川店 北九州市若松区栄盛川町3-7

若松 タカサキ薬局　青葉台店 北九州市若松区青葉台南2-17-12

若松 タカサキ薬局　高須店 北九州市若松区高須東3-13-7
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若松 タカサキ薬局　棚田店 北九州市若松区棚田町10-30

若松 タカサキ薬局　中央店 北九州市若松区高須西1-2-33-101

若松 たかはし薬局 北九州市若松区本町3-6-25

若松 タケシタ調剤薬局　若松店 北九州市若松区浜町1-10-6

若松 タマチ薬局 北九州市若松区中川町8-6

若松 トラスト調剤薬局 北九州市若松区東二島4-4-5

若松 中山薬局 北九州市若松区宮丸2-10-14

若松 にしかわ薬局 北九州市若松区浜町2-13-23

若松 有限会社　のぞみ調剤薬局 北九州市若松区東二島4-4-4

若松 白山薬局 北九州市若松区白山2-10-28

若松 有限会社　ハロー薬局 北九州市若松区白山1-2-3メイプルビル2F201号

若松 ピア調剤薬局 北九州市若松区高須東4-2-1

若松 東二島2丁目薬局 北九州市若松区東二島1-6-20

若松 有限会社 ひびき調剤薬局 北九州市若松区高須北3-1-39

若松 株式会社ひびきの薬局 北九州市若松区塩屋1-26-1

若松 ふじのき調剤薬局 北九州市若松区赤島町5-25

若松 古前薬局 北九州市若松区古前1-12-7

若松 ミキ薬局 北九州市若松区二島3-2-2

若松 山崎薬局 北九州市若松区本町2－12－24

八幡東 アイル薬局 北九州市八幡東区祇園2-12-6

八幡東 有限会社あけぼの調剤薬局 北九州市八幡東区祇園2-5-12

八幡東 安部薬局 北九州市八幡東区荒生田1-4-5

八幡東 イオン薬局 八幡東店 北九州市八幡東区荒生田1-6-2

八幡東 えだみつ薬局 北九州市八幡東区荒生田2-2-10

八幡東 株式会社大賀薬局　春の町店 北九州市八幡東区高見2-8-2

八幡東 有限会社　尾倉調剤薬局 北九州市八幡東区高見2-8-8

八幡東 小野薬局 北九州市八幡東区山王1-16-11

八幡東 梶原調剤薬局 北九州市八幡東区山王1-17-4

八幡東 亀屋薬局 北九州市八幡東区枝光4-1-19

八幡東 有限会社　岸本薬局 北九州市八幡東区枝光4-2-19

八幡東 協同昭和薬局 北九州市八幡東区枝光本町1-1

八幡東 共友調剤薬局 北九州市八幡東区枝光本町6-7

八幡東 共友調剤薬局高見 北九州市八幡東区祝町2-1-10

八幡東 コスモス薬局 北九州市八幡東区春の町1-2-34



小児慢性特定疾病指定医療機関一覧【薬局】
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区 薬局名 所在地

八幡東 さくら調剤薬局　春の町店 北九州市八幡東区春の町1-6-19

八幡東 サンキュードラッグ平野薬局 北九州市八幡東区春の町2-3-16

八幡東 サンキュードラッグ桃園薬局 北九州市八幡東区春の町２－３－２４

八幡東 サンキュー薬局春の町調剤センター 北九州市八幡東区春の町5-7-5

八幡東 サンキュー薬局八幡調剤センター 北九州市八幡東区春の町5-8-14

八幡東 昭和町調剤薬局 北九州市八幡東区春の町5-8-7

八幡東 すずらん薬局山王店 北九州市八幡東区昭和1-3-32

八幡東 そうごう薬局　槻田店 北九州市八幡東区昭和1-6-6

八幡東 そうごう薬局　八幡中央店 北九州市八幡東区諏訪1-2-9

八幡東 大信薬局　八幡東店 北九州市八幡東区西本町3-5-15

八幡東 高見調剤薬局 北九州市八幡東区西本町3-6-1

八幡東 株式会社　タカラ薬局八幡中央町 北九州市八幡東区西本町4-1-1

八幡東 タケシタ調剤薬局　春の町店 北九州市八幡東区西本町4-12-11

八幡東 有限会社　立町調剤薬局 北九州市八幡東区西本町4-18-40

八幡東 有限会社　槻田調剤薬局 北九州市八幡東区大蔵1-14-4

八幡東 ドラッグイレブン薬局八幡駅店 北九州市八幡東区大蔵2-15-15

八幡東 西本町薬局 北九州市八幡東区中央2-10-4

八幡東 有限会社　春の町調剤薬局 北九州市八幡東区中央2-21-10

八幡東 ほしの薬局 北九州市八幡東区中央2-8-17

八幡東 ほしの薬局日の出店 北九州市八幡東区中央3-4-18

八幡東 まつお起命堂薬局 北九州市八幡東区中央町1-2-11

八幡東 有限会社　松尾チェーン薬局枝光店 北九州市八幡東区槻田2-2-11

八幡東 マツダ薬局 北九州市八幡東区東鉄町1-13

八幡東 みどり調剤薬局 北九州市八幡東区東田3-2-102

八幡東 みどり調剤薬局 両国橋店 北九州市八幡東区桃園1-5-5

八幡東 めぐみ調剤薬局　枝光店 北九州市八幡東区日の出1-2-23

八幡東 八幡薬剤師会薬局 北九州市八幡東区尾倉2-6-22

八幡東 有限会社　桃園調剤薬局 北九州市八幡東区白川町7-54

八幡東 有限会社　わきぞの薬局 北九州市八幡東区尾倉2-7-12

八幡東 レインボー薬局 北九州市八幡東区平野3-1-3

八幡西 アール薬局 北九州市八幡西区引野1-2-14

八幡西 青山薬局 北九州市八幡西区永犬丸2-10-13

八幡西 有限会社　あしびき薬局 北九州市八幡西区永犬丸3-1-15

八幡西 有限会社　アベ薬局 北九州市八幡西区永犬丸3-2-3



小児慢性特定疾病指定医療機関一覧【薬局】
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区 薬局名 所在地

八幡西 安部薬局　木屋瀬店 北九州市八幡西区永犬丸東町3-41-2

八幡西 アルファ薬局 北九州市八幡西区永犬丸南町1-11-12

八幡西 池田薬局 北九州市八幡西区岡田町12-29

八幡西 有限会社　岩崎薬局 北九州市八幡西区岡田町１－３８

八幡西 ウエキ薬局 北九州市八幡西区下上津役1-13-2

八幡西 有限会社　上村薬局 北九州市八幡西区下上津役1-5-5

八幡西 永犬丸調剤薬局 北九州市八幡西区下上津役4-14-18

八幡西 永犬丸みらい薬局 北九州市八幡西区下上津役4-19-13

八幡西 有限会社　大浦調剤薬局 北九州市八幡西区割子川１－２－２７-1F

八幡西 オーエス折尾薬局 北九州市八幡西区割子川2-10-3

八幡西 おおはた薬局 北九州市八幡西区岸の浦１－１２－３０

八幡西 岡本薬局 北九州市八幡西区岸の浦1-3-9

八幡西 オリーブ薬局　木屋瀬店 北九州市八幡西区岩崎4-4-17

八幡西 折尾メディカル薬局 北九州市八幡西区吉祥寺町9-38

八幡西 有限会社　オリオ薬局　ミブチ調剤薬局 北九州市八幡西区熊手2-3-13太陽生命八幡ビル2F

八幡西 学園台薬局 北九州市八幡西区熊手3-1-5

八幡西 カシノ調剤薬局 北九州市八幡西区熊手3-3-12-101

八幡西 かつき調剤薬局 北九州市八幡西区穴生1-17-21

八幡西 かみや調剤薬局 北九州市八幡西区穴生2-8-6

八幡西 吉祥寺調剤薬局 北九州市八幡西区光貞台1-3-26-2

八幡西 共友調剤薬局本城 北九州市八幡西区光明1-8-10

八幡西 クローバー調剤薬局 北九州市八幡西区光明2-10-21

八幡西 黒崎中央調剤薬局 北九州市八幡西区光明２－４－１５

八幡西 紅梅薬局 北九州市八幡西区光明2-5-19

八幡西 有限会社　光明調剤薬局 北九州市八幡西区幸神2丁目1番27号

八幡西 コーセイ薬局 北九州市八幡西区香月中央1-14-10

八幡西 ココカラファイン薬局 産業医大前店 北九州市八幡西区香月中央３－２－１６

八幡西 ココラボファーマシー 北九州市八幡西区香月中央4-16-8

八幡西 コストコホールセール北九州倉庫店薬局 北九州市八幡西区黒崎2-10-18黒崎ｾﾝﾀｰビル5階

八幡西 コスモス薬局　永犬丸店 北九州市八幡西区黒崎2-7-8

八幡西 コスモス薬局　岸の浦店 北九州市八幡西区黒崎3-1-3

八幡西 こたべ調剤薬局　木屋瀬店 北九州市八幡西区黒崎3-4-2

八幡西 こみね調剤薬局 北九州市八幡西区黒崎3-8-26

八幡西 木屋瀬調剤薬局 北九州市八幡西区黒崎4-1-5-南大門ビル8F
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八幡西 コルポ調剤薬局 北九州市八幡西区黒埼1-5-7サンビル1F

八幡西 さくら薬局 北九州市八幡西区三ヶ森1-3-4

八幡西 さくら薬局　折尾店 北九州市八幡西区三ケ森3-10-22

八幡西 里中薬局 北九州市八幡西区三ケ森3-2-3

八幡西 サンアイ調剤薬局　上津役店 北九州市八幡西区三ケ森4-11-13

八幡西 有限会社　三喜薬局 北九州市八幡西区山寺町11-7

八幡西 サンキュードラッグ　永犬丸薬局 北九州市八幡西区山寺町3-6

八幡西 サンキュードラッグ黒崎駅前薬局 北九州市八幡西区若葉3丁目1-2-22

八幡西 サンキュードラッグコスパ相生薬局 北九州市八幡西区小嶺台1-9-3

八幡西 サンキュードラッグ千代ヶ崎薬局 北九州市八幡西区上の原3-28-7

八幡西 サンキュードラッグ筒井町薬局 北九州市八幡西区上上津役2-13-1

八幡西 サンキュー薬局　穴生店 北九州市八幡西区陣原3-23-9　ルワージュ陣原

八幡西 サンキュー薬局　陣山店 北九州市八幡西区陣山2-10-22

八幡西 サンキュー薬局下上津役店 北九州市八幡西区陣山2-6-2

八幡西 サンキュー薬局下上津役中尾店 北九州市八幡西区菅原町1-45

八幡西 サンキュー薬局鉄王店 北九州市八幡西区菅原町3-8

八幡西 サンクス調剤薬局 北九州市八幡西区星ケ丘6-1-28

八幡西 参道調剤薬局 北九州市八幡西区西神原8-14

八幡西 サンファルマ調剤薬局香月店 北九州市八幡西区西神原町1-27

八幡西 サン薬局 北九州市八幡西区青山1-14-19

八幡西 新生堂薬局永犬丸店 北九州市八幡西区青山1-1-60

八幡西 新生堂薬局則松店 北九州市八幡西区青山2-11-21

八幡西 菅原町調剤薬局 北九州市八幡西区石坂1-1-15

八幡西 すずらん薬局浅川台店 北九州市八幡西区折尾1-1-1

八幡西 スマイル薬局　永犬丸店 北九州市八幡西区折尾3-3-22

八幡西 セイコー薬局大浦店 北九州市八幡西区折尾4-8-10-105

八幡西 誠和薬局 北九州市八幡西区折尾4-9-15

八幡西 そうごう薬局　香月店 北九州市八幡西区千代1-1-4

八幡西 そうごう薬局　黒崎中央店 北九州市八幡西区千代1-7-3-2F

八幡西 そうごう薬局　黒崎西店 北九州市八幡西区千代3-1-5

八幡西 そうごう薬局　ひびきの店 北九州市八幡西区千代ケ崎2-1-11

八幡西 そよかぜ薬局 北九州市八幡西区千代ケ崎2-2-16

八幡西 大信薬局　鷹の巣店 北九州市八幡西区千代ケ崎2-2-24

八幡西 大信薬局　永犬丸店 北九州市八幡西区千代ヶ崎3-1-14
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八幡西 大信薬局　山寺店 北九州市八幡西区千代ケ崎3-13-30

八幡西 大信薬局　陣原駅前店 北九州市八幡西区千代ケ崎3-13-33

八幡西 大信薬局　千代店 北九州市八幡西区浅川2-15-16

八幡西 大信薬局　則松店 北九州市八幡西区浅川学園台3-10-9

八幡西 大信薬局　メディック店 北九州市八幡西区浅川台1-1-21

八幡西 たいよう薬局 北九州市八幡西区浅川日の峯1-22-21

八幡西 タカサキ薬局　浅川店 北九州市八幡西区相生町13-4

八幡西 タカサキ薬局　黒崎店 北九州市八幡西区相生町1-7

八幡西 タカサキ薬局　上津役店 北九州市八幡西区相生町2-9

八幡西 タカサキ薬局　産医大前店 北九州市八幡西区相生町3-14

八幡西 タカサキ薬局　竹末店 北九州市八幡西区相生町5－8

八幡西 タカサキ薬局　年金前店 北九州市八幡西区相生町9-14

八幡西 タカサキ薬局　本城店 北九州市八幡西区則松1-6-24-5

八幡西 タカサキ薬局　町上津役店 北九州市八幡西区則松2-8-43

八幡西 たかのす薬局 北九州市八幡西区則松６－１５－３８

八幡西 タカラ薬局　黒崎 北九州市八幡西区大浦1-12-26-101

八幡西 タケシタ調剤薬局　九州病院前店 北九州市八幡西区大浦1-13-12

八幡西 タケシタ調剤薬局　産医大前店 北九州市八幡西区大浦1-13-21

八幡西 タケシタ調剤薬局　中の原店 北九州市八幡西区大浦1-1-36

八幡西 有限会社　ちひろ薬局 北九州市八幡西区大浦1-6-19

八幡西 ティーダ薬局　八幡西店 北九州市八幡西区大字野面1883

八幡西 とも調剤薬局 北九州市八幡西区大平2-5-13

八幡西 有限会社　直調剤薬局 北九州市八幡西区大平3-16-8

八幡西 長田調剤薬局(有)楠木店 北九州市八幡西区鷹の巣１－６－２４

八幡西 なのはな薬局　黒崎店 北九州市八幡西区鷹の巣2-13-3

八幡西 西町調剤薬局 北九州市八幡西区鷹の巣2-13-3

八幡西 日本調剤医生ヶ丘薬局 北九州市八幡西区鷹の巣2-7-28

八幡西 有限会社のぞみ薬局 北九州市八幡西区鷹の巣2丁目5－5　１F

八幡西 野面薬局 北九州市八幡西区竹末2-2-2

八幡西 株式会社　ハートウィークあさひ薬局 北九州市八幡西区中の原2-19-3-A104

八幡西 はーぶ調剤薬局　八幡店 北九州市八幡西区町上津役西3-2-14

八幡西 博愛薬局相生店 北九州市八幡西区町上津役西4-1-21

八幡西 畑薬局　大平店 北九州市八幡西区町上津役東1-7-27

八幡西 はちまん薬局 北九州市八幡西区町上津役東2-4-7
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八幡西 華里調剤薬局 北九州市八幡西区町上津役東2-6-1

八幡西 有限会社　ひかり調剤薬局 北九州市八幡西区鉄竜1-3-16

八幡西 有限会社　ひきの調剤薬局 北九州市八幡西区東曲里町7-24

八幡西 ひつじ薬局 北九州市八幡西区筒井町15-1

八幡西 日ノ峯薬局 北九州市八幡西区筒井町4-1

八幡西 ひばり調剤薬局 北九州市八幡西区藤田1-7-9

八幡西 ひまわり調剤薬局 北九州市八幡西区藤田3-4-4

八幡西 有限会社　病院前薬局 北九州市八幡西区藤田4-2-8-103号

八幡西 フタバ薬局陣山店 北九州市八幡西区南鷹見町672-3

八幡西 ふれあい薬局　上津役店 北九州市八幡西区楠橋上方2-1-14

八幡西 ふれあい薬局神原店 北九州市八幡西区楠木2-17-7

八幡西 ふれあい薬局黒崎店 北九州市八幡西区馬場山緑１－７

八幡西 平成薬局 北九州市八幡西区八枝1-7-31

八幡西 ほくちく薬局 北九州市八幡西区八枝１－７－８

八幡西 星ケ丘薬局 北九州市八幡西区八枝3-10-13

八幡西 ほしの薬局黒崎店 北九州市八幡西区八枝3-11-21

八幡西 本城東調剤薬局 北九州市八幡西区八枝3-12-1

八幡西 マイルド薬局黒崎店 北九州市八幡西区幸神２丁目１－２７

八幡西 みつば調剤薬局 北九州市八幡西区八枝3-9-19

八幡西 みどり調剤薬局 北九州市八幡西区八枝4-3-6

八幡西 有限会社　宮の谷調剤薬局 北九州市八幡西区八枝５－４－２６

八幡西 みんなの薬局 北九州市八幡西区八枝5-4-3

八幡西 めぐみ調剤薬局　若葉店 北九州市八幡西区八千代町12-7

八幡西 めぐみ調剤薬局 北九州市八幡西区北筑2-19-20

八幡西 めぐみ薬局 北九州市八幡西区本城１－２２－５

八幡西 森薬局 北九州市八幡西区本城学研台1-2-12

八幡西 有限会社　モリヤマ薬局 北九州市八幡西区本城学研台3-1-10

八幡西 有限会社　やちご薬局 北九州市八幡西区本城東1-10-14

八幡西 やつえ薬局 北九州市八幡西区本城東1-14-16

八幡西 八幡西調剤薬局 北九州市八幡西区本城東1-16-23

八幡西 やはた薬局 北九州市八幡西区椋枝2-10-9

八幡西 山万田薬局 北九州市八幡西区木屋瀬1-24-17

八幡西 やよい薬局 北九州市八幡西区木屋瀬１-6-15-101

八幡西 祐調剤薬局 北九州市八幡西区木屋瀬3-14-12
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八幡西 よしたけ調剤薬局 北九州市八幡西区木屋瀬東1-4-13

八幡西 吉村調剤薬局 北九州市八幡西区木屋瀬東1-4-17

八幡西 吉村薬局 北九州市八幡西区木屋瀬東1－4－17

八幡西 わかば薬局 北九州市八幡西区友田1-10-3

八幡西 脇園薬局 北九州市八幡西区里中3-9-2

戸畑 浅生薬局 北九州市戸畑区浅生3-15-24

戸畑 株式会社アサヒ調剤薬局 北九州市戸畑区菅原3-2-10

戸畑 あすか薬局 北九州市戸畑区中本町８－１４　ＦＡＲＯ戸畑駅前ビル２０１号

戸畑 あすなろ薬局 北九州市戸畑区千防1-1-20

戸畑 浅生いこい薬局 北九州市戸畑区浅生3-12-8

戸畑 あやめが丘調剤薬局 北九州市戸畑区沢見2-6-25

戸畑 あゆみ薬局 北九州市戸畑区千防1-12-6-101

戸畑 石田調剤薬局 北九州市戸畑区沖台1-10-19

戸畑 一丁目薬局 北九州市戸畑区天神1-9-4

戸畑 オハナ調剤薬局 北九州市戸畑区天籟寺１－３－１

戸畑 グリーン薬局 北九州市戸畑区境川2-15-1

戸畑 鞘ヶ谷調剤薬局 北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町２－１８

戸畑 沢見薬局 北九州市戸畑区千防１－３－１０

戸畑 サンキュードラッグ一枝薬局 北九州市戸畑区一枝2-3-35

戸畑 サンキュードラッグ戸畑駅薬局 北九州市戸畑区汐井町1-1

戸畑 有限会社　三友薬局 北九州市戸畑区新池1-6-5

戸畑 新生堂薬局北九州在宅サポートセンター 北九州市戸畑区浅生2-5-21

戸畑 新生堂薬局戸畑浅生店 北九州市戸畑区浅生2-7-2

戸畑 髙木調剤薬局 北九州市戸畑区旭町4-2

戸畑 タカサキ薬局　沖台店 北九州市戸畑区沖台1-6-38

戸畑 タケシタ調剤薬局　戸畑店 北九州市戸畑区沢見2-6-1

戸畑 千代丸薬局　一枝店 北九州市戸畑区一枝3-1-5

戸畑 有限会社　天神薬局 北九州市戸畑区天神１－６－１９

戸畑 とばた調剤薬局 北九州市戸畑区沢見2-6-29

戸畑 中原調剤薬局 北九州市戸畑区中原西3-2-12　仙水ビル105

戸畑 有限会社 西大谷調剤薬局 北九州市戸畑区西大谷1-4-8

戸畑 畑薬局 新池店 北九州市戸畑区新池2-7-1-101

戸畑 畑薬局 戸畑店 北九州市戸畑区初音町13-9

戸畑 畑薬局　福柳木店 北九州市戸畑区福柳木1-3-5
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戸畑 花園町薬局 北九州市戸畑区境川2-17-12

戸畑 ぴょんた薬局 北九州市戸畑区小芝1-1-35

戸畑 福柳木薬局 北九州市戸畑区福柳木1-3-1

戸畑 ふれあい薬局　戸畑店 北九州市戸畑区新池1-5-30

戸畑 有限会社まさき調剤薬局 北九州市戸畑区幸町４－２

戸畑 みのる調剤薬局 北九州市戸畑区天神2-1-2

戸畑 有限会社　雅薬局 北九州市戸畑区千防2-6-27

戸畑 明治町調剤薬局 北九州市戸畑区明治町3-5

戸畑 ヨツバ調剤薬局 北九州市戸畑区土取町1-3

戸畑 わかな調剤薬局 北九州市戸畑区天神１－９－３


