
薬剤師認知症対応力向上研修　修了医療機関一覧 ※公表同意のみ(市町村順、所属機関名順)

所属機関 郵便番号 所在地 電話番号 地区

アイティーアイ株式会社　宮崎支社 889-1607 宮崎市清武町加納3-10 (0985)-75-0011 宮崎東諸県1

アイリスファーマシー 880-0815 宮崎市江平町1-3-14 (0985)-28-3915 宮崎東諸県2

あおい薬局 880-0015 宮崎市大工2-102-2 (0985)-24-2776 宮崎東諸県3

あおき薬局 880-0841 宮崎市吉村町江田原甲261-3 (0985)-31-6440 宮崎東諸県4

あおぞら薬局　佐土原店 880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂14836-3 (0985)-30-5880 宮崎東諸県5

あおば調剤薬局 880-0841 宮崎市吉村町井手ノ中甲816-2 (0985)-27-5223 宮崎東諸県6

あじさい薬局　東宮店 880-0924 宮崎市郡司分甲1600-3 (0985)-67-6262 宮崎東諸県7

あやめ薬局 880-0824 宮崎市大島町前田340-2 (0985)-22-4430 宮崎東諸県8

ありす薬局 880-0041 宮崎市池内町899-7 (0985)-89-0056 宮崎東諸県9

いきめの杜会営薬局 880-2102 宮崎市大字有田1370-1 (0985)-48-6310 宮崎東諸県10

池田台薬局 889-1605 宮崎市清武町加納甲1335-1 (0985)-65-3075 宮崎東諸県11

いこい調剤薬局 880-2105 宮崎市大塚台西1-1-42 (0985)-65-6151 宮崎東諸県12

一の鳥居薬局 880-0052 宮崎市丸山2-98 (0985)-65-8637 宮崎東諸県13

上田脳神経外科 880-0925 宮崎市本郷北方2703 (0985)-52-3500 宮崎東諸県14

瓜生野薬局 880-0044 宮崎市瓜生野2287-108 (0985)-69-0669 宮崎東諸県15

オアシス薬局　江平店 880-0052 宮崎市丸山2-116-7 (0985)-26-8567 宮崎東諸県16

大島調剤薬局 880-0824 宮崎市大島町前田334-2 (0985)-32-0008 宮崎東諸県17

大橋調剤薬局 880-0022 宮崎市大橋2-47 (0985)-29-9802 宮崎東諸県18

岡元薬局 880-0011 宮崎市上野町6-18 (0985)-27-3223 宮崎東諸県19

会営薬局宮崎地区研修センター 880-0006 宮崎市千草町11-4 (0985)-20-5001 宮崎東諸県20
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かのう薬局 889-1607 宮崎市清武町加納2-41-2 (0985)-85-9234 宮崎東諸県21

株式会社日豊メディック 880-0123 宮崎市芳士1098-7 (0985)-33-9702 宮崎東諸県22

国武薬局 880-0904 宮崎市中村東2-4-13 (0985)-64-0172 宮崎東諸県23

くらおか薬局 880-2234 宮崎市大字金崎字大迫1456-3 (0985)-33-9575 宮崎東諸県24

啓愛調剤薬局 880-0834 宮崎市新別府町植田837-1 (0985)-23-6121 宮崎東諸県25

江南調剤薬局 880-0905 宮崎市中村西1-3-4 (0985)-51-8376 宮崎東諸県26

さくら薬局 880-0942 宮崎市生目台東4-18-6 (0985)-52-6907 宮崎東諸県27

サン薬局　芳士店 880-0123 宮崎市大字芳士字祝田1074-5 (0985)-36-3877 宮崎東諸県28

サンライズ薬局 880-0835 宮崎市阿波岐原町坂元2015-2 (0985)-65-3773 宮崎東諸県29

サンライト薬局　大島店 880-0824 宮崎市大島町萩崎537-154 (0985)-41-7280 宮崎東諸県30

三和薬局 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂2004-2 (0985)-72-2768 宮崎東諸県31

塩路調剤薬局 880-0122 宮崎市塩路2783-84 (0985)-39-8077 宮崎東諸県32

下田島薬局 880-0211 宮崎市佐土原町下田島9422 (0985)-30-1151 宮崎東諸県33

昭和町薬局 880-0874 宮崎市昭和町197-19 (0985)-65-5522 宮崎東諸県34

シルク薬局 880-2112 宮崎市小松1093-1 (0985)-78-3435 宮崎東諸県35

神宮薬局 880-0056 宮崎市神宮東2-13-26 (0985)-60-2880 宮崎東諸県36

スイゲン薬局 880-0804 宮崎市宮田町8-12 (0985)-25-2202 宮崎東諸県37

杉光薬局 880-2112 宮崎市小松町屋敷667-2 (0985)-75-0600 宮崎東諸県38

セラピス調剤薬局 889-1604 宮崎市清武町船引字新川633-3 (0985)-89-5110 宮崎東諸県39

そうごう薬局　大坪店 880-0933 宮崎市大坪町西六月2210-5 (0985)-82-8711 宮崎東諸県40

そうごう薬局　恒久店 880-0916 宮崎市大字恒久5655-1 (0985)-50-2051 宮崎東諸県41

タカフジ薬局 880-0035 宮崎市下北方町目後899 (0985)-28-1256 宮崎東諸県42
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橘公園薬局 880-0865 宮崎市松山2-2-32 (0985)-83-2944 宮崎東諸県43

たちばな薬局 880-0805 宮崎市橘通東4-6-18 (0985)-32-3277 宮崎東諸県44

たちばな薬局　旭通 880-0866 宮崎市川原町4-8 (0985)-24-6828 宮崎東諸県45

たちばな薬局　江平 880-0051 宮崎市江平西1-4-17 (0985)-74-8360 宮崎東諸県46

たちばな薬局　きりしま 880-0032 宮崎市霧島2-130 (0985)-28-3356 宮崎東諸県47

チェリー薬局 880-0942 宮崎市生目台東4-6-1 (0985)-77-7377 宮崎東諸県48

つばさ薬局 889-2151 宮崎市熊野字正蓮寺482-4 (0985)-55-3454 宮崎東諸県49

テンダー薬局 880-0025 宮崎市中津瀬町26-8 (0985)-31-0246 宮崎東諸県50

東洋堂薬局 880-0035 宮崎市下北方町常盤元1010 (0985)-28-3412 宮崎東諸県51

とまと薬局 880-0921 宮崎市本郷南方2477-1 (0985)-89-0050 宮崎東諸県52

とも薬局　青葉店 880-0879 宮崎市宮崎駅東3-9-10 (0985)-28-8895 宮崎東諸県53

トモ薬局　大島店 880-0824 宮崎市大島町天神前1167-4 (0985)-22-7567 宮崎東諸県54

トロン薬局　花ヶ島 880-0057 宮崎市桜町4-16 (0985)-65-6262 宮崎東諸県55

なかしま外科・内科 880-0904 宮崎市中村東2-4-8 (0985)-52-6511 宮崎東諸県56

中村町薬局 880-0904 宮崎市中村東3-5-14 (0985)-54-4006 宮崎東諸県57

なぎさ薬局 880-0936 宮崎市天満1-1-9 (0985)-89-5632 宮崎東諸県58

なごみの杜薬局 880-0123 宮崎市大字芳士73-4 (0985)-55-0325 宮崎東諸県59

なごみ薬局　東宮店 880-0921 宮崎市本郷南方2542-4 (0985)-56-7100 宮崎東諸県60

なつみ薬局 880-0211 宮崎市佐土原町下田島20290-144 (0985)-62-7505 宮崎東諸県61

野崎病院 880-0916 宮崎市大字恒久5567 (0985)-51-3111 宮崎東諸県62

ハート薬局 889-1607 宮崎市清武町加納2丁目55-1 (0985)-84-4678 宮崎東諸県63
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蓮薬局 880-0056 宮崎市神宮東2-10-33　第一重永マンション
102

(0985)-41-8333 宮崎東諸県64

花山手あおば薬局 880-0933 宮崎市大坪町大坪4317-5 (0985)-64-0535 宮崎東諸県65

はらまち薬局 880-0007 宮崎市原町8-21 (0985)-31-5039 宮崎東諸県66

ハロー薬局　大町店 880-0841 宮崎市吉村町大町甲1935-5 (0985)-74-8602 宮崎東諸県67

ハロー薬局　天神山店 880-0908 宮崎市谷川1-7-10 (0985)-63-3472 宮崎東諸県68

ハロー薬局　本郷店 880-0921 宮崎市本郷南方4046-2 (0985)-67-5300 宮崎東諸県69

ハロー薬局　吉村店 880-0841 宮崎市吉村町前田甲1204-2 (0985)-61-3912 宮崎東諸県70

ひだか薬局　西一店 880-0001 宮崎市橘通西1-5-34 (0985)-23-3636 宮崎東諸県71

一ッ葉会営薬局 880-0834 宮崎市新別府町船戸773-1 (0985)-24-7960 宮崎東諸県72

瞳薬局　芳士店 880-0123 宮崎市芳士1038-1-106 (0985)-39-9991 宮崎東諸県73

ひまわり調剤薬局　県病院前千草店 880-0006 宮崎市千草町11-8 (0985)-48-8920 宮崎東諸県74

ひまわり薬局　まなび野店 880-0925 宮崎市大字本郷北方字山崎3584-4 (0985)-64-2522 宮崎東諸県75

ひまわり薬局　広瀬店 880-0211 宮崎市佐土原町下田島12375-1 (0985)-72-2236 宮崎東諸県76

広島通りほうゆう薬局 880-0806 宮崎市広島2-8-30グリーンヒル広島通り101 (0985)-89-3982 宮崎東諸県77

広島通り薬局 880-0806 宮崎市広島1-17-33 1F (0985)-73-8654 宮崎東諸県78

ヒロ薬局 880-0006 宮崎市千草町9-1 (0985)-28-9629 宮崎東諸県79

ファミリー調剤薬局　大塚店 880-0951 宮崎市大塚町馬場崎3528-5 (0985)-72-5100 宮崎東諸県80

二葉薬局　松橋 880-0013 宮崎市松橋2-1-23 (0985)-75-0633 宮崎東諸県81

ふるさと薬局 880-0824 宮崎市大島町国草159-3 (0985)-62-2377 宮崎東諸県82

平和堂薬局 880-0046 宮崎市平和が丘北町13-2 (0985)-26-1177 宮崎東諸県83

ヘルツ薬局 880-0932 宮崎市大坪西1-1-7 (0985)-52-6222 宮崎東諸県84
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誠調剤薬局 880-0045 宮崎市大字大瀬町2176-5 (0985)-41-2722 宮崎東諸県85

松の実薬局 880-0214 宮崎市佐土原町松小路14-5 (0985)-73-6802 宮崎東諸県86

マリーズ薬局　清武 889-1612 宮崎市清武町岡2-9-16 (0985)-78-3131 宮崎東諸県87

マリーズ薬局　広島通 880-0806 宮崎市広島2-3-7 (0985)-27-2073 宮崎東諸県88

マリン薬局　大塚店 880-0951 宮崎市大塚町原ノ前1580-4 (0985)-63-4711 宮崎東諸県89

みなみ薬局 880-0916 宮崎市恒久907-8 (0985)-63-1631 宮崎東諸県90

みはな薬局 889-1612 宮崎市熊野1671 (0985)-58-3027 宮崎東諸県91

宮崎中央眼科病院 880-0021 宮崎市清水3-6-21 (0985)-24-8661 宮崎東諸県92

ミント薬局 880-0036 宮崎市花ヶ島町小無田642-4 (0985)-64-8001 宮崎東諸県93

もみの木薬局 880-0023 宮崎市和知川原1-61-1　楓壱番館101号 (0985)-20-8898 宮崎東諸県94

矢野内科クリニック 880-0007 宮崎市原町8-17 (0985)-31-3535 宮崎東諸県95

やました薬局　高岡店 880-2224 宮崎市高岡町飯田4-5-1 (0985)-72-3366 宮崎東諸県96

よこまち薬局 880-0916 宮崎市大字恒久5073 (0985)-63-0282 宮崎東諸県97

吉村町薬局 880-0841 宮崎市吉村町北原甲1415-1 (0985)-83-2139 宮崎東諸県98

よつば薬局 889-1608 宮崎市清武町池田台北34-42 (0985)-55-0699 宮崎東諸県99

けいめい記念病院 880-1111 東諸県郡国富町岩地野762 (0985)-75-7007 宮崎東諸県100

ひむかくにとみ薬局 880-1102 国富町宮王丸374-6 (0985)-30-6630 宮崎東諸県101

ひむか薬局　国富店 880-1111 国富町岩知野六江736-1 (0985)-89-4058 宮崎東諸県102

フロンティア薬局国富店 880-1111 東諸県郡国富町大字岩知野756-3 (0985)-75-9491 宮崎東諸県103

本庄調剤薬局 880-1101 東諸県郡国富町本庄1911-3 (0985)-75-3909 宮崎東諸県104

麦の穂薬局 880-1101 東諸県郡国富町本庄出来所1268-3 (0985)-75-9502 宮崎東諸県105

綾ほうゆう薬局 880-1303 東諸県郡綾町南俣636-3 (0985)-30-7140 宮崎東諸県106
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豊栄調剤薬局　日南店 889-2533 日南市大字星倉1574-12 (0987)-55-8866 日南串間107

おおた薬局 889-2541 日南市吾田東5-2-10 (0987)-22-5006 日南串間108

おび中央病院 889-2535 日南市飫肥6-2-28 (0987)-25-2525 日南串間109

かすが薬局　南町店 889-3206 日南市南郷町南町6-6 (0987)-21-9570 日南串間110

堺　薬局 889-2536 日南市吾田西３-２－５５　 (0987)-21-1201 日南串間111

すみれ大堂津薬局 889-3141 日南市大堂津5-9-8 (0987)-21-4640 日南串間112

とだか調剤薬局 887-0031 日南市戸高1-10-5 (0987)-31-0875 日南串間113

とまと薬局　日南店 889-2533 日南市星倉4600-3 (0987)-27-3222 日南串間114

ひらの薬局 887-0022 日南市上平野町2-15-6 (0987)-31-1280 日南串間115

平部薬局 889-2535 日南市飫肥2-5-11 (0987)-25-1666 日南串間116

つぼみ薬局 888-0222 串間市大字都井字宮ノ前2181-3 (0987)-76-1188 日南串間117

チェロ調剤薬局 885-0012 都城市上川東2-6-6-2 (0986)-46-3425 都城北諸県118

アート薬局 885-0078 都城市宮丸町3017-14 (0986)-21-8116 都城北諸県119

いわよし薬局 885-0015 都城市千町5268-2 (0986)-36-6104 都城北諸県120

MKクリニック 885-0055 都城市早鈴町1512 (0986)-51-6777 都城北諸県121

かかりつけ薬局支援センター 885-0019 都城市祝吉3-11-11 (0986)-21-8200 都城北諸県122

かじや薬局　牟田町店 885-0079 都城市牟田町10-9 (0986)-26-5332 都城北諸県123

キャロット薬局 885-0094 都城市都原町8145-6 (0986)-51-5678 都城北諸県124

くすりの宇都 889-4505 都城市高崎町大牟田1247-16 (0986)-62-1010 都城北諸県125

倉内整形外科病院 885-0072 都城市上町16-6 (0986)-22-1252 都城北諸県126

グリーン薬局 885-1202 都城市高城町穂満坊792-1 (0986)-58-2726 都城北諸県127

小牧病院 885-0035 都城市立野町5-5-1 (0986)-24-1212 都城北諸県128
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さくら調剤薬局　都城店 885-0026 都城市大王町26-15 (0986)-46-5307 都城北諸県129

さわやか薬局 885-0037 都城市花繰町11-8 (0986)-46-9720 都城北諸県130

サン・ダイコー　都城営業所 885-0016 都城市早水町3509-8 (0986)-25-5200 都城北諸県131

サンエイ薬局 885-0023 都城市栄町14-1 (0986)-22-2364 都城北諸県132

サンライト薬局　川東店 885-0011 都城市下川東2-12-2 (0986)-80-4310 都城北諸県133

しびた薬局 885-0093 都城市志比田町5427-15 (0986)-46-1831 都城北諸県134

すずかけ薬局 885-1103 都城市上水流町2297-1 (0986)-36-3550 都城北諸県135

そうごう薬局　広原店 885-0036 都城市広原町6-12-5 (0986)-46-1381 都城北諸県136

高城薬局 885-1202 都城市高城町穂満坊3215-2 (0986)-58-3040 都城北諸県137

調剤薬局くらはら 885-0051 都城市蔵原町6-36 (0986)-25-9955 都城北諸県138

つかさ薬局 885-0002 都城市太郎坊町1991-7 (0986)-46-7333 都城北諸県139

妻ヶ丘薬局 885-0033 都城市妻ヶ丘町18-11 (0986)-51-6900 都城北諸県140

都北町薬局 885-0004 都城市都北町6448-2 (0986)-38-5114 都城北諸県141

とまと薬局　都城店 885-0082 都城市南鷹尾町24-3 (0986)-46-5611 都城北諸県142

ハートハンズ薬局 885-0086 都城市久保原町9-42 (0986)-45-0977 都城北諸県143

東原薬局 889-4602 都城市山田町中霧島3370-2 (0986)-29-4023 都城北諸県144

東町マリンバ薬局 885-0052 都城市東町14-21 (0986)-58-8310 都城北諸県145

東町薬局 885-0052 都城市東町11-31-1 (0986)-25-6665 都城北諸県146

ひまわり薬局 885-0093 都城市志比田町4907-3 (0986)-25-0140 都城北諸県147

ひまわり薬局　都城上町店 885-0072 都城市上町9-8 (0986)-45-0367 都城北諸県148

ファン薬局　都城病院前 885-0019 都城市祝吉3-12-15 (0986)-46-5335 都城北諸県149

藤元総合病院 885-0055 都城市早鈴町17-1 (0986)-22-1717 都城北諸県150
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プリマリー薬局 885-0079 都城市牟田町3-15 (0986)-24-3989 都城北諸県151

古川調剤薬局 885-0051 都城市蔵原町4-25 (0986)-23-7310 都城北諸県152

ふれあい薬局　川東店 885-0012 都城市上川東2-2-8-7 (0986)-24-5775 都城北諸県153

マリンバ調剤薬局　姫城店 885-0073 都城市姫城町5-5 (0986)-36-4550 都城北諸県154

有限会社　リブ薬局 885-0044 都城市安久町56-1 (0986)-39-2230 都城北諸県155

わかば薬局 885-0053 都城市上東町12-19 (0986)-46-9580 都城北諸県156

ありた薬局 889-1901 北諸県郡三股町樺山4080-10 (0986)-52-2059 都城北諸県157

コアファーマシー 889-1901 北諸県郡三股町大字樺山4969-11 (0986)-52-6788 都城北諸県158

ひむか薬局　三股店 889-1901 北諸県郡三股町大字樺山字中原5036-88 (0986)-51-1199 都城北諸県159

こばやし薬局 886-0004 小林市細野282-11 (0984)-22-7776 西諸160

あたご調剤薬局 886-0007 小林市真方35-5 (0984)-24-1128 西諸161

こあら薬局 886-0002 小林市水流迫944-8 (0984)-27-3390 西諸162

小林こすもす薬局 886-0007 小林市真方239-1 (0984)-23-2533 西諸163

そうごう薬局　細野店 886-0004 小林市細野1617-1 (0984)-27-3481 西諸164

ハーモニー薬局 886-0003 小林市堤3724-4 (0984)-27-3200 西諸165

二葉薬局　小林中央店 886-0004 小林市細野1606-2 (0984)-27-3620 西諸166

二葉薬局　小林南店 886-0004 小林市細野2758-6 (0984)-24-5511 西諸167

二葉薬局　堤 886-0003 小林市堤2795-23 (0984)-25-0373 西諸168

二葉薬局　野尻 886-0212 小林市野尻町東麓1171-9 (0984)-44-2828 西諸169

二葉薬局　細野 886-0004 小林市細野2042-2 (0984)-21-0770 西諸170

保険調剤薬局つつみ 886-0212 小林市堤3026-6 (0984)-25-1770 西諸171

有限会社　二葉薬局 886-0007 小林市真方13 (0984)-22-8244 西諸172
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えびの薬局 889-4304 えびの市大字上江1026-2 (0984)-27-3501 西諸173

きらり薬局 889-4222 えびの市小田867-4 (0984)-25-4667 西諸174

すみれ薬局 889-4313 えびの市杉水流51-3 (0984)-25-3033 西諸175

宮﨑薬局 889-4221 えびの市大字栗下159-2 (0984)-35-1150 西諸176

ハロー薬局　高原店 889-4412 西諸県郡高原町西麓432-1 (0984)-25-6320 西諸177

むさし薬局 889-4412 西諸県郡高原町西麓173-1 (0984)-42-5600 西諸178

西都児湯医療センター 881-0033 西都市大字妻1550 (0983)-42-1113 西都児湯179

さいと薬局 881-0034 西都市妻町3-133 (0983)-42-3550 西都児湯180

さくら調剤薬局 881-0016 西都市御舟町1-57-2 (0983)-43-3046 西都児湯181

調剤薬局心愛メディック 881-0023 西都市調殿1004-4 (0983)-43-2868 西都児湯182

トキワ薬局 881-0012 西都市小野崎2-39 (0983)-42-5598 西都児湯183

長嶺薬局 881-0011 西都市有吉町1-3 (0983)-43-0107 西都児湯184

みずき薬局 881-0113 西都市大字下三財3377-3 (0983)-44-6251 西都児湯185

みどり薬局 881-0012 西都市小野崎1-55 (0983)-43-5108 西都児湯186

みやけ調剤薬局 881-0005 西都市大字三宅字田中2950-8 (0983)-35-3412 西都児湯187

わかば薬局 881-0016 西都市御舟町2-47 (0983)-43-5010 西都児湯188

おすず調剤薬局 884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋784-4 (0983)-22-1832 西都児湯189

たんぽぽ薬局 884-0002 児湯郡高鍋町北高鍋1392 (0983)-22-3011 西都児湯190

みどり調剤薬局 884-0002 児湯郡高鍋町北高鍋1258-2 (0983)-23-5463 西都児湯191

メディカル薬局　新富店 889-1403 児湯郡新富町大字上富田字八反田下3337番
1

(0983)-21-5151 西都児湯192

ルピナス薬局 889-1411 児湯郡新富町富田1-3-1 (0983)-26-8225 西都児湯193
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木城薬局 884-0101 児湯郡木城町高城3848-3 (0983)-32-2770 西都児湯194

オレンジ調剤薬局 889-1302 児湯郡川南町大字平田1402-76 (0983)-27-0822 西都児湯195

富高薬局　Grand Tsuno 889-1201 児湯郡都農町川北5202 (0983)-32-6512 西都児湯196

やました薬局　都農店 889-1201 児湯郡都農町川北4895-7 (0983)-21-2178 西都児湯197

丘の上薬局 883-0068 日向市亀崎西2-137 (0982)-54-9383 日向入郷198

協和病院 883-0021 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806 日向入郷199

財光寺薬局 883-0021 日向市財光寺3443-8 (0982)-54-7100 日向入郷200

さくら薬局 883-0014 日向市原町1-2-7 (0982)-54-6126 日向入郷201

しおみ薬局 883-0033 日向市塩見14164-10 (0982)-54-7300 日向入郷202

スバル薬局 883-0044 日向市上町9-3 (0982)-52-5755 日向入郷203

たまご薬局 883-0033 日向市塩見11645-4 (0982)-54-5991 日向入郷204

つばき薬局 883-0014 日向市原町1-2-1-102 (0982)-57-3314 日向入郷205

富高薬局　財光寺支店 883-0021 日向市財光寺山下162-5 (0982)-57-3981 日向入郷206

富高薬局　原町支店 883-0014 日向市原町1-2-5 (0982)-54-2185 日向入郷207

なでしこ薬局 883-0041 日向市北町1-87 (0982)-53-8152 日向入郷208

日向北町薬局 883-0041 日向市北町1-49-2 (0982)-66-0333 日向入郷209

日向保健所 883-0041 日向市北町2-16 (0982)-52-5101 日向入郷210

福原薬局曽根店 883-0011 日向市曽根町1-157 (0982)-52-5008 日向入郷211

フレンド薬局 883-0046 日向市中町5-2 (0982)-66-0270 日向入郷212

ほのか薬局 883-0034 日向市富高字春原7454-6 (0982)-57-3300 日向入郷213

三股病院 889-1111 日向市美々津町3870 (0982)-58-0034 日向入郷214

みみつ調剤薬局 889-1111 日向市美々津町3872-5 (0982)-58-1591 日向入郷215
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向江町薬局 883-0051 日向市向江町1-196-5 (0982)-52-1193 日向入郷216

渡辺病院 883-0022 日向市平岩718 (0982)-57-1011 日向入郷217

あんず薬局 889-0616 東臼杵郡門川町南町2-20-3 (0982)-50-4427 日向入郷218

フクハラ薬局　門川店 889-0621 東臼杵郡門川町東栄町4-5-12 (0982)-63-0378 日向入郷219

宮崎県済生会日向病院 889-0616 東臼杵郡門川町南町4-128 (0982)-63-1321 日向入郷220

富高薬局　西郷支店 883-1101 東臼杵郡美郷町西郷区田代54 (0982)-68-2510 日向入郷221

おざき調剤薬局 882-0854 延岡市長浜町1-1767-1 (0982)-29-2516 延岡西臼杵222

北小路調剤薬局 882-0813 延岡市北小路14-28 (0982)-21-2131 延岡西臼杵223

きりん薬局 882-0044 延岡市博労町2-23 (0982)-21-5768 延岡西臼杵224

黒瀬病院 882-0867 延岡市構口町2-123　 (0982)-21-2558 延岡西臼杵225

敬愛薬局 882-0035 延岡市日の出町1-5-14 (0982)-33-1585 延岡西臼杵226

県立延岡病院 882-0835 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181 延岡西臼杵227

小宮調剤薬局 882-0866 延岡市平原町1-1010-2 (0982)-21-5970 延岡西臼杵228

すみれ薬局 882-0856 延岡市出北1-32-9 (0982)-21-4447 延岡西臼杵229

なないろ薬局　岡富店 882-0056 延岡市岡富町29 (0982)-20-2035 延岡西臼杵230

なないろ薬局　古川 882-0063 延岡市古川町610-16 (0982)-20-0597 延岡西臼杵231

西高通り調剤薬局 882-0803 延岡市大貫町4-1338-3 (0982)-34-3222 延岡西臼杵232

延岡市医師会病院 882-0856 延岡市出北6-1621 (0982)-21-1302 延岡西臼杵233

延岡薬局 882-0845 延岡市安賀多町1-4-10 (0982)-32-2532 延岡西臼杵234

ハラダ調剤薬局　愛宕店 882-0872 延岡市愛宕町3-170 (0982)-31-4152 延岡西臼杵235

ハラダ調剤薬局　萩店 882-0052 延岡市萩町19-1 (0982)-29-2830 延岡西臼杵236

ハラダ調剤薬局　東出北店 882-0856 延岡市出北6-1640-1 (0982)-23-9235 延岡西臼杵237
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ハラダ調剤薬局　平原店 882-0866 延岡市平原町1-994-3 (0982)-20-2221 延岡西臼杵238

ハロー薬局　大貫店 882-0803 延岡市大貫町2-967-1 (0982)-26-5380 延岡西臼杵239

ひむか薬局　しおはま店 882-0864 延岡市塩浜町2-1951-7 (0982)-29-2820 延岡西臼杵240

ひらばる調剤薬局 882-0866 延岡市平原町1-270-1 (0982)-34-5016 延岡西臼杵241

ファン薬局　県立延岡病院前 882-0835 延岡市新小路1-11-5 (0982)-20-0708 延岡西臼杵242

平和堂調剤薬局 882-0866 延岡市平原町3-1301 (0982)-32-0246 延岡西臼杵243

平和堂調剤薬局　南店 882-0866 延岡市平原町1-1390-2 (0982)-32-8277 延岡西臼杵244

みずほ薬局 882-0017 延岡市川島町1645-1 (0982)-28-6117 延岡西臼杵245

メディカル薬局　大門店 882-0027 延岡市大門町218-2 (0982)-26-8330 延岡西臼杵246

友愛薬局 882-0822 延岡市南町1-2-4 (0982)-20-0088 延岡西臼杵247

吉田病院 889-0511 延岡市松原町4-8850 (0982)-37-0126 延岡西臼杵248

さくら調剤薬局　高千穂店 882-1101 西臼杵郡高千穂町三田井506-1 (0982)-72-9101 延岡西臼杵249
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