
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

薬剤師の在宅訪問の流れ 

薬剤師の在宅訪問 
榛原薬剤師会 

 薬の管理が 

できない 

 薬が 

余っている 

 飲み忘れて 

しまう 

 
飲んで 

くれない 

 
たくさんの 

薬を 

飲んでいる。 

お薬の管理などにお困り

の患者さまがいらっしゃ

いましたら薬局薬剤師に

ご相談ください。 

榛原薬剤師会 
〒４２１－０４２２ 牧之原市静波１６９９の１５ 

TEL（０５４８）２２－１５１１ 

ＦＡＸ（０５４８）２２－１５０４. 

 



吉田地区
薬局名 電話番号

在宅基幹薬局 ◎ 森薬局 0548-34-1010
片岡薬局 0548-32-8200
上住吉薬局 0548-33-1133
神戸西薬局 0548-32-8300
どんぐり薬局吉田店 0548-33-0825
下片岡薬局 0548-33-1122

 なの花薬局榛原神戸店 0548-33-2522
吉田薬局 0548-32-7800
吉田南薬局 0548-32-7575

榛原地区
薬局名 電話番号

在宅基幹薬局 ◎ 大阪屋薬局 0548-22-0075
アイ薬局 0548-22-6300

 アイン薬局榛原店 0548-24-0281
静波薬局 0548-22-7070
なごみ薬局 0548-22-8189
榛原薬局 0548-22-5700

 エムハート薬局みのり店 0548-24-0068

相良・御前崎地区
薬局名 電話番号

在宅基幹薬局 ◎ 大平薬局 0548-52-0007
相良北薬局 0548-52-5577
のぞみ薬局 0548-52-5012
おおさわ薬局 0548-23-5600
波津薬局 0548-52-5151
港薬局 0548-52-5061
おまえざき薬局 0548-23-7775
白羽薬局 0548-63-6138
なかはら薬局 0548-63-5005
松尾薬局 0548-63-6017

金谷・川根地区
薬局名 電話番号

在宅基幹薬局 ◎ 進士薬局 0547-45-2256
まつおか薬局 0547-57-2345

 まつおか薬局上長尾店 0547-56-1123
川根薬局 0547-53-4300
わかば薬局 0547-58-0051
五和薬局 0547-46-1110
こころ薬局 0547-46-1980

 なの花薬局金谷根岸町店 0547-46-1750



榛原薬剤師会薬局一覧

会員薬局 管理薬剤師 所　在　地 ＴＥＬ ＦＡＸ 開　局　時　間 定休日 夜間連絡先 麻薬 宅配 在宅

成効堂薬局 中村孝則 川根本町千頭989 58-2500 59-4788 ８：３０～１９：３０ 日･祝 090-6337-1237 × ○ ×

まつおか薬局 松岡政臣 川根本町徳山829 57-2345 57-2348 ８：３０～１７：３０　(土) ８：３０～１２：３０ 日・祝 0547-57-2345 ○ ○ ○

まつおか薬局
上長尾店

片岡　崇 川根本町上長尾913-1 56-1123 58-6767
８：３０～１２：３０　１４：３０～１８：００
(土) ８：３０～１２：３０

水・日・祝 0547-57-2345 ○ × ○

川根薬局 杉森　勲 島田市川根町家山676-15 53-4300 53-4312
月･水･金 ８：００～１７：３０
火･木･土 ８：００～１２：３０

第2,4土・日・祝 0547-53-4300 ○ ○ ○

わかば薬局 村田朋康 島田市川根町身成3212 58-0051 58-0052
８：００～１８：００　水８：００～１６：００
(土) ８：００～１２：３０

日・祝 0547-58-0051 ○ ○ ○

五和薬局 河原崎邦弘 島田市牛尾475-6 46-1110 46-4931
８：１５～１８：００　(木) ８：１５～１７：１５
(土) ８：１５～１２：３０

日・祝 0547-46-1110 ○ ○ ○

こころ薬局 鈴木　迅 島田市金谷本町1970－1 46-1980 46-1981 ８：００～１７：３０　(土) ８：００～１２：００ 日・祝 090-7957-7195 ○ ○ ○

進士薬局 進士寿子 島田市金谷東二丁目1857-13 45-2256 45-3343 ８：００～１８：００　(土) ８：００～１７：００ 日・祝･12/30～1/3 0547-45-2256 ○ ○ ○

爽快堂調剤薬局 福田貴士 島田市金谷東一丁目919 46-4433 46-4435
８：３０～１２：３０　１５：００～１８：００
(水)・(土) ８：３０～１２：３０

日・祝 0547-46-4433 × × ×

田代薬局 田代律子 島田市金谷本町2012-1 46-0970 46-0960 ８：００～１８：００　(土) ８：００～１５：００ 日・祝 0547-46-0970 ○ × ×

なの花薬局
金谷根岸町店

佐藤　亘 島田市金谷根岸町140-23 46-1750 46-1751
８：３０～１８：００　(水) ８：３０～１６：３０
(土) ８：３０～１３：００

日・祝 0547-46-1750 ○ ○ ○

片岡薬局 植村照美 吉田町片岡335-2 32-8200 32-9151
８：１５～１８：００　(月)･(水) ８：１５～１７：００
(土) ８：１５～１２：００

日・祝 0548-32-8200 ○ ○ ○

上住吉薬局 中山由美子 吉田町住吉379-2 33-1133 32-8906 ８：４５～１８：００　(土) ８：４５～１４：００ 日・祝 0548-33-1133 ○ ○ ○

神戸西薬局 内山賢太 吉田町神戸2000-6 32-8300 32-9132
８：４５～１８：００　(木) ８：４５～１２：００
(土) ８：４５～１２：００

日・祝 0548-32-8300 ○ ○ ○

どんぐり薬局
吉田店

松本優輝 吉田町片岡1753-1 33-0825 33-3357
８：３０～１８：００　(水) ８：３０～１7：００
(土) ８：３０～１３：００

日・祝 090-6598－2507 ○ ○ ○

下片岡薬局 村松　諭 吉田町片岡1954-15 33-1122 33-2292
８：３０～１８：００　(水) ８：００～１６：００
(土) ８：３０～１２：３０

日・祝 0548-33-1122 ○ ○ ○

なの花薬局
榛原神戸店

伏見友里 吉田町神戸2067-1 33-2522 33-2523 ９：００～１８：００　(木)･(土) ９：００～１３：００ 日・祝 090-5116-3354 ○ ○ ○

森薬局 森　直樹 吉田町神戸716-4 34-1010 34-1013 ８：００～２０：００　(土) ８：００～１８：００ 日・祝 0548-34-1010 × ○ ○

薬局アドバンス 山城博和 吉田町川尻1409－4 28-7774 28-7751 ８：３０～１８：００　(土) ８：３０～１３：００ 日・祝 090-7603-1867 ○ ○ ×

市外局番　川根本町　島田市　０５４７　　　　吉田町　牧之原市　御前崎市　　０５４８ △：有料にて可能



会員薬局 管理薬剤師 所　在　地 ＴＥＬ ＦＡＸ 開　局　時　間 定休日 夜間連絡先 麻薬 宅配 在宅

吉田薬局 大石晃弘 吉田町住吉304-1 32-7800 33-0581
８：００～１７：００　(木) ８：００～１２：３０
(土) ８：００～１２：３０

日・祝 0548-32-7800 ○ ○ ○

吉田南薬局 杉田絵里香 吉田町住吉2426 32-7575 32-8937
８：００～１７：００　(木) ７：４５～１５：４５
(土) ８：００～１２：００

日・祝 0548-32-7575 ○ ○ ○

アイ薬局 福代　淳 牧之原市細江1493-1 22-6300 22-8562 ８：００～１７：３０　(木)･(土) ８：００～１２：００ 日・祝 0548-22-6300 ○ ○ ○

アイン薬局
榛原店

松田吉永 牧之原市細江2937-1 24-0281 24-0282
【奇数月】月･火･木  8：30～19：30　水･金  8：30～18：00
【偶数月】月･木  8：30～19：30　火･水･金  8：30～18：00
　土曜日通年     8：30～10：30

日・祝 0548-24-0281 ○ × ○

大阪屋薬局 鈴木愛一郎 牧之原市静波301-2 22-0075 22-6675 ８：３０～１８：００ 日・祝 0548-22-0075 ○ ○ ○

静波薬局 向嶌真吾 牧之原市静波249-1 22-7070 22-8546
８：００～１８：００　(水) ８：００～１２：３０
(土) ８：００～１３：００

日・祝 0548-22-7070 ○ ○ ○

なごみ薬局 中島卓也 牧之原市細江4020-2 22-8189 24-1666
【奇数月】月･火･木 8：30～18：00　水･金 8：30～19：30
【偶数月】月･木 8：30～18：00　火･水･金 8：30～19：30
　土曜日通年　　8：30～11：30

日・祝 0548-22-8189 ○ ○ ○

榛原薬局 池田彰浩 牧之原市静波984-1 22-5700 22-8539 ８：００～１７：３０　(木)･(土) ８：００～１２：００ 日・祝 0548-22-5700 ○ ○ ○

細江たんぽぽ薬局 角田康典 牧之原市細江4456-1 22-7630 22-7639
８：００～１８：００　(火) ８：００～１６：３０
(木)・(土) ８：００～１２：３０

日・祝 0548-22-7630 × × ×

エムハート薬局
みのり店

清水和樹 牧之原市静波466-1 24-0068 24-0069
８：３０～１８：００　(木) ８：３０～１２：００
(土) ８：３０～１２：００

日・祝 0548-24-0068 ○ ○ ○

香川薬局 香川耕三 牧之原市地頭方1-169-2 55-1677 55-1678 ８：３０～１９：００　(日) ８：３０～１２：００ 祝 0548-55-1677 ○ × ×

相良北薬局 小林徹也 牧之原市大沢330 52-5577 52-6977 ８：３０～１７：３０　(土) ８：３０～１３：００ 水・日・祝 0548-52-5577 ○ ○ ○

大平薬局 大屋克久 牧之原市波津3-28 52-0007 52-5170 ９：００～１９：００ 日・1/1～3・祝 0548-52-0007 ○ ○ ○

のぞみ薬局 加藤達広 牧之原市波津２丁目-112 52-5012 52-5113 ８：３０～１８：００　(土) ８：３０～１６：００ 木・日・祝 0548-52-5012 ○ ○ ○

おおさわ薬局 三浦孝昭 牧之原市大沢633-1 23-5600 53-2666 ８：３０～１８：００　(金) ８：３０～１７：３０ 土・日・祝 0548-23-5600 ○ ○ ○

波津薬局 生駒　徹 牧之原市波津1-59-1 52-5151 52-6969
８：３０～１８：００　(木) ８：３０～１６：３０
(土) ８：３０～１３：００

日・祝 0548-52-5151 ○ ○ ○

港薬局 松浦正太 牧之原市相良173-5 52-5061 52-5035 ８：００～１７：３０　(土) ８：００～１２：００ 日・祝 0548-52-5061 ○ ○ ○

おまえざき薬局 大石和明 御前崎市白羽3521-10 23-7775 23-7776 ８：３０～１７：３０　(木) ８：３０～１２：３０ 土・日・祝 0548-23-7775 ○ ○ ○

白羽薬局 池田那緒美 御前崎市白羽5922-1 63-6138 63-6136
８：３０～１８：００　(水) ８：３０～１６：３０
(土) ８：３０～１２：００

日・祝 0548-63-6138 ○ ○ ○

市外局番　川根本町　島田市　０５４７　　　　吉田町　牧之原市　御前崎市　　０５４８ △：有料にて可能



会員薬局 管理薬剤師 所　在　地 ＴＥＬ ＦＡＸ 開　局　時　間 定休日 夜間連絡先 麻薬 宅配 在宅

なかはら薬局 増田由喜乃 御前崎市白羽3706-1 63-5005 63-6120 ８：３０～１９：００（土曜は18時頃迄の場合あり） 日・祝・年末年始
0548-63-5005
090-7318-7530 ○ ○ ○

松尾薬局 松尾静男 御前崎市御前崎57-48 63-6017 63-6018 ８：３０～１９：００　(木)･(土) ８：３０～１７：００ 日・祝 0548-63-6017 ○ ○ ○

市外局番　川根本町　島田市　０５４７　　　　吉田町　牧之原市　御前崎市　　０５４８ △：有料にて可能


