
地　区 薬　局　名 在宅応需 麻薬処方 輸　液 住　　所 電話番号

太田・鳥之郷 太田東薬局 可能 可能 キット製剤は可能 太田市西本町３９－１７ 0276－55－5700

太田・鳥之郷 太田薬局 要相談 要相談 要相談 太田市東本町２８－２ 0276－22－2279

太田・鳥之郷 太田市薬剤師会 会営薬局 要相談 可能 無菌調製も可能 太田市大島町１２５－1－1 0276－47－3366

太田・鳥之郷 さんまい橋薬局 要相談 要相談 キット製剤は可能 太田市長手町５２－５ 0276－55－3930

太田・鳥之郷 スギ薬局 太田八幡町店 要相談 要相談 キット製剤は可能 太田市八幡町29－13 とりせん内 0276－55－3411

太田・鳥之郷 調剤薬局 太陽 要相談 要相談 不可能 太田市鳥山町５９３－１ 0276－25－4540

太田・鳥之郷 ファーコス薬局 太田店 要相談 要相談 不可能 太田市新野町９７１－３ 0276－33－8007

太田・鳥之郷 ファ－コス薬局 まちなか 可能 不可能 要相談 太田市西本町５７－１７ 大智ビル1F 0276－30－4085

太田・鳥之郷 富士薬局 可能 可能 キット製剤は可能 太田市八幡町１２－７ 0276－22－8802

太田・鳥之郷 富士薬局 大島店 可能 可能 キット製剤は可能 太田市 大島町125－1－3 0276－31－1701

尾　島 おおしま調剤薬局 要相談 要相談 不可能 太田市粕川町３３３－３ 0276－52－4209

九合・休泊 ＬＡＣみどり薬局 可能 可能 キット製剤は可能 太田市東矢島町１２６０－１ 0276－47－7980

九合・休泊 アイセイ薬局 太田店 可能 要相談 キット製剤は可能 太田市下小林町５３４－３ 0276－60－3522

九合・休泊 あかり薬局 要相談 要相談 要相談 太田市飯田町１３５１－１ 0276－30－3300

九合・休泊 あんじゅ薬局 龍舞店 可能 可能 無菌調製も可能 太田市龍舞町１７９９－１１ 0276－40－1189

九合・休泊 ウエルシア太田南口店 要相談 不可能 不可能 太田市飯田町１１０１ 0276－46－3508
強戸・毛里田 富士薬局 中央店 可能 可能 不可能 太田市東今泉町８０４－２ 0276－36－1003

沢　野 ウエルシア薬局 太田岩瀬川店 可能 可能 キット製剤は可能 太田市岩瀬川町４５０－１ 0276－30－2623
沢　野 大津屋薬局 ラブ店 可能 可能 無菌調製も可能 太田市高林寿町1809－1 0276－38－5024
沢　野 かがやき薬局 要相談 要相談 不可能 太田市南矢島町９０８－７ 0276－55－2158
沢　野 共創未来 太田薬局 可能 可能 無菌調製も可能 太田市高林南町616－4 0276－30－5357
沢　野 クスリのアオキ 下浜田店 要相談 可能 不可能 太田市下浜田町４８２－１０ 0276－30－1510
沢　野 すみれ調剤薬局 太田南店 可能 可能 キット製剤は可能 太田市牛沢町１３５－１ 0276－47－3518
沢　野 富士薬局高林店 要相談 要相談 キット製剤は可能 太田市高林寿町１８０９－７ 0276－60－0080
沢　野 薬局イワセくんの店 要相談 不可能 不可能 太田市米沢町６６－２ 0276－38－6272
沢　野 太田みなみ薬局 要相談 要相談 キット製剤は可能 太田市高林寿町１７６６－１１ 0276－38－4050
沢　野 富士薬局 南矢島店 可能 可能 キット製剤は可能 太田市南矢島町３２－５ 0276－52－8263
新　田 エンドー薬局 可能 可能 キット製剤は可能 太田市新田市野井町８５２－１ 0276－57－4411
新　田 ことのは薬局 要相談 要相談 不可能 太田市新田上田中町５５５－１ 0276－56－1123
新　田 貴崎薬局 要相談 可能 キット製剤は可能 太田市新田木崎町１１１３－１６ 0276－56－6775
宝　泉 あんじゅ薬局 由良店 可能 可能 無菌調製も可能 太田市由良町93－6 0276－49－8006
宝　泉 共創未来　由良薬局 要相談 不可能 不可能 太田市由良町８８７－１ 0276－33－8511
宝　泉 フル－ツ薬局 可能 要相談 不可能 太田市由良町６９－７ 0276－33－7066
宝　泉 富士薬局 ほほえみ 可能 不可能 不可能 太田市藤阿久町８０７－７ 0276－31－4443
宝　泉 富士薬局 藤阿久店 可能 可能 キット製剤は可能 太田市藤阿久町７５０－４ 0276－55－4350
韮　川 あおば薬局 太田店 要相談 要相談 無菌調製も可能 太田市石原町９２３－１ 0276－48－5338
韮　川 エムシー薬局 太田店 要相談 要相談 キット製剤は可能 太田市熊野町３７－４ 0276－22－6290
藪　塚 アクト調剤薬局 要相談 不可能 キット製剤は可能 太田市藪塚町１５０７－１ 0277－79－0790
藪　塚 そうごう薬局 藪塚店 可能 可能 キット製剤は可能 太田市六千石町１１６－５ 0277－79－0131
藪　塚 ほんまち薬局 要相談 不可能 不可能 太田市大原町536－18 0277－78－8716
藪　塚 わかば薬局 大原店 可能 要相談 不可能 太田市大原町１０５０－２５ 0277－46－7341
藪　塚 共創未来 大原町薬局 要相談 要相談 不可能 太田市大原町８２－２７６ 0277－20－4161

太田市薬剤師会

在宅支援薬局リスト

承認番号　第2-18号

地区が異なる場合にご相談やご対応ができないということではありません。
また、薬局の状況などによりリスト内容が変更となる場合があります。
詳しくは、各薬局へお問い合わせください。（令和3年4月 作成）



ふらつき・不眠・味覚異常など

薬剤師は、患者さんと一緒に
地域の医療・介護の専門家と
チームを組んで、在宅訪問に
取り組んでいます。

医師

薬剤師

看護師
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ケアマネー
ジャー
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ご自宅へお伺いして

薬剤師がお手伝いします
医療・介護保険制度を利用して、薬剤師の訪問サービスが受けられます。
（介護保険の利用限度額には含まれません）

お薬のことで困っていませんか？

訪問薬剤師の目指すところ
薬を使いやすくする工夫や飲み合わせ、体調変化から薬の影響の可能性を考えるなどの薬剤師的視点は
もちろんですが、患者さんや患者さんを支えるご家族と一緒に地域の医療・介護の専門家と連携し、
患者さんがより良い在宅生活を送れるようにお手伝いします。

太田市薬剤師会
〒373-0055
群馬県太田市大島町125-1-1

電話：0276-47-3366
Fax：0276-47-3367

もしかして、薬のせい？

裏面に太田市薬剤師会の在宅支援薬局リストがありますので、ご確認ください。

飲みづらいみたいで
飲んでくれない

錠剤をつぶしても
大丈夫かしら？

たくさんの薬を飲んでいるけど
飲み合わせは、大丈夫かしら？

いつの薬かな？
必要な薬は？


