
在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 ハート薬局南店 

ＴＥＬ 045-731-7704 ＦＡＸ 045-731-7704 定休日 日、祝、第 3 水曜日 

開局時間 9:00～19：00  土：9:00～13:00 

担当薬剤師 山根 智子 
対応可能地域 磯子区、金沢区、港南区、南区、中区、西区、保土ヶ谷区 

住所 232-0006 南区南太田 1-23-2 

最寄駅詳細 京急南太田駅  徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 ミナミファーマシー 

ＴＥＬ 045-721-3331 ＦＡＸ 045-742-9888 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00   土：9:00～15:00 

担当薬剤師 鈴木 拓夢 
対応可能地域 南区全域 

住所 232-0006 南区南太田 1-10-1 ﾗﾎﾟｰﾙ南太田 1 階 

最寄駅詳細 京浜急行南太田駅 徒歩３分 市営地下鉄吉野町駅 徒歩５分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 りんどう薬局 

ＴＥＬ 045-325-8899 ＦＡＸ 045-325-8899 定休日 日、祝、水 

開局時間 9:00～18:45 土：9:00～13:00 

担当薬剤師 大信健一郎 
対応可能地域 西区,中区,南区 

住所 232-0006 南区南太田 1-4-32 

最寄駅詳細 京浜急行南太田徒歩 3 分、横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅徒歩 6 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 連絡先 045-325-8899 

 

 

薬局名 鶴岡仁成堂薬局吉野町店 

ＴＥＬ 045-252-6505 ＦＡＸ 045-252-6505 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00  土：9:00～13:00 

担当薬剤師 鶴岡 秀一 
対応可能地域 南区 

住所 232-0013 南区山王町 3-24-4 ｺｽﾓ吉野町駅前 

最寄駅詳細 市営地下鉄吉野町駅 徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 有限会社 まゆみ薬局 

ＴＥＬ 045-716-2088 ＦＡＸ 045-716-2088 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00 土：9:00～12:30 

担当薬剤師 眞弓 純 
対応可能地域 南区 

住所 232-0016 南区宮元町 2-36 

最寄駅詳細 市営地下鉄 蒔田駅 徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 大橋薬局 

ＴＥＬ 045-711-6030 ＦＡＸ 045-711-6064 定休日 水、日、祝 

開局時間 9:00～19:00 土：9:00～14:00 

担当薬剤師 因幡龍 
対応可能地域 中区,南区,保土ヶ谷区,磯子区（薬局より半径３ｋｍ以内） 

住所 232-0016 南区宮元町 4 丁目 91 番地 

最寄駅詳細 市営地下鉄ブルーライン蒔田駅徒歩 5 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 あけぼの薬局 浦舟店 

ＴＥＬ 045-232-9182 ＦＡＸ 045-232-9183 定休日 木・日・祝 

開局時間 9:00～18:00 

担当薬剤師 名田 眞理子 
対応可能地域 南区・中区・磯子区 

住所 232-0024 南区浦舟町 1-1-24-101 ﾒﾃﾞｨｶﾙ浦舟 

最寄駅詳細 市営地下鉄阪東橋 徒歩 7 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 ひばり薬局 浦舟店 

ＴＥＬ 045-243-5550 ＦＡＸ 045-243-5585 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00  木：9:00～18:00 土：9:00～13:00 

担当薬剤師 佐藤 晋一郎 
対応可能地域 南区 

住所 232-0024 南区浦舟町 3-34 ｶｰｻﾞ･ﾍﾟﾙﾗ 101 号 

最寄駅詳細 市営地下鉄阪東橋駅 徒歩５分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 むつみ薬局 浦舟店 

ＴＥＬ 045-315-3203 ＦＡＸ 045-315-3204 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00  土：9:00～13:000 

担当薬剤師 中野 正浩 
対応可能地域 南区 

住所 232-0024 南区浦舟町 1-2-5TI ｱｰﾊﾞﾝ横浜橋 1F 

最寄駅詳細 地下鉄阪東橋駅 徒歩 10 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 五番街ファーマシー浦舟店 

ＴＥＬ 045-251-5605 ＦＡＸ 045-251-5605 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00 土：9:00～13:00 

担当薬剤師 徳里政嗣 
対応可能地域 神奈川区,西区,中区,南区,港南区,保土ヶ谷区,磯子区 

住所 232-0024 南区浦舟町 3-38-5 

最寄駅詳細 市営地下鉄線阪東橋駅徒歩 5 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 連絡先 045-251-5605 

 

 

薬局名 だるま薬局 

ＴＥＬ 045-261-4595 ＦＡＸ 045-251-6513 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00   土：9:00～14:00 

担当薬剤師 笠原 洋子 
対応可能地域 南区 

住所 232-0033 南区中村町 3-199-3 

最寄駅詳細 市営地下鉄阪東橋駅 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 (有)鶴岡仁成堂薬局 

ＴＥＬ 045-731-2602 ＦＡＸ 045-731-2676 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00  土：9:00～13:00 

担当薬剤師 横山 茂子 
対応可能地域 南区 

住所 232-0041 南区睦町 1-8-2 

最寄駅詳細 市営地下鉄吉野町徒歩 7 分 市営バス中村橋バス停徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 睦町調剤薬局 

ＴＥＬ 045-721-3710 ＦＡＸ 045-721-3712 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00  土：9:00～12:30 

担当薬剤師 小栗佐保 
対応可能地域 南区 

住所 232-0041 南区睦町 1-7-3 

最寄駅詳細 市営地下鉄グリーンライン吉野町駅徒歩 6 分、市営バス中村橋徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 みどり薬局 

ＴＥＬ 045-713-5800 ＦＡＸ 045-713-5110 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00   土：9:00～17:00 

担当薬剤師 青沼 桂子 
対応可能地域 南区 

住所 232-0053 南区井土ｹ谷下町 213-B1F 

最寄駅詳細 市営地下鉄井土ヶ谷駅徒歩 2 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 かいがら坂薬局弘明寺店 

ＴＥＬ 045-712-4434 ＦＡＸ 045-712-4434 定休日 日、祝 

開局時間 月・火・木・金：9:00～19:00 水：9:00～17:00 土：9:00～13:00 

担当薬剤師 肥後 保仁 
対応可能地域 南区、港南区、磯子区 

住所 232-0056 南区通町 3-53 

最寄駅詳細 市営地下鉄弘明寺駅徒歩５分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 メイワ薬局 

ＴＥＬ 045-742-2301 ＦＡＸ 045-742-2303 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19：00   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 川田 哲 
対応可能地域 南区、【磯子区、港南区】は一部可能 

住所 232-0056 南区通町 4-118 明和ﾋﾞﾙ 1 階 

最寄駅詳細 市営地下鉄弘明寺駅徒歩１分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 メイワ薬局 鎌倉街道店 

ＴＥＬ 045-315-3219 ＦＡＸ 045-315-3219 定休日 日、祝、木 

開局時間 9:00～18:30   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 川田 まゆみ 
対応可能地域 南区 

住所 232-0061 南区大岡 2-14-10 ｻﾆｰヴｪｲﾙ弘明寺 1 階 101 

最寄駅詳細 市営地下鉄弘明寺駅 徒歩３分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 薬局・マドンナ 

ＴＥＬ 045-743-5251 ＦＡＸ 045-743-5256 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:30   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 森 信子 
対応可能地域 南区、磯子区、港南区 

住所 232-0061 南区大岡 3-7-11 丸藤荘 

最寄駅詳細 市営地下鉄弘明寺駅、京急上大岡駅 10 分,、バス大岡交番前 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 さかえ薬局 

ＴＥＬ 045-712-7872 ＦＡＸ 045-712-7875 定休日 日、祝 

開局時間 9：00～19：00 

担当薬剤師 林 由美子 
対応可能地域 南区・港南区一部・戸塚区一部 

住所 232-0065 南区別所中里台 41-12 

最寄駅詳細 京急弘明寺駅 バス停別所小学校入口徒歩１分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 むつみ薬局 弘明寺店 

ＴＥＬ 045-722-8577 ＦＡＸ 045-722-8578 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:００   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 西山 宰生 
対応可能地域 南区 

住所 232-0066 南区六ｯ川 1-77-2 

最寄駅詳細 京急弘明寺駅 徒歩５分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 まゆみ薬局井土ヶ谷店 

ＴＥＬ 045-308-7105 ＦＡＸ 045-308-7175 定休日 水、日、祝 

開局時間 9:00～19:00 

担当薬剤師 大村正克 
対応可能地域 南区 

住所 232-0072 南区永田東 1-3-201 階 

最寄駅詳細 京急井土ヶ谷駅徒歩 2 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 株式会社五番街ファーマシー 

ＴＥＬ 045-314-7891 ＦＡＸ 045-314-7891 定休日 １月１日のみ 

開局時間 9:30～21：00 日・祝日：10：30～20:00 

担当薬剤師 岩尾孝之 
対応可能地域 鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ヶ谷区,磯子区 

住所 220-0005 西区南幸 1-5-24 

最寄駅詳細 相鉄線横浜駅徒歩１分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 連絡先 045-314-7891 

 

 

薬局名 加藤回陽堂薬局 みなとみらい店 

ＴＥＬ 045-680-0078 ＦＡＸ 045-680-0079 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00  土 9:30～13:00 

担当薬剤師 加藤昇一 
対応可能地域 西区、中区、南区、神奈川区 

住所 220-0012 西区みなとみらい 3-3-1 三菱重工ﾋﾞﾙ 1F 

最寄駅詳細 みなとみらい線みなとみらい駅 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 さくらんぼ薬局 

ＴＥＬ 045-241-2288 ＦＡＸ 045-241-2288 定休日 日、祝 

開局時間 月・火・水・金：9:00～18:30  木：9:00～18:00 土：9:00～12:30 

担当薬剤師 南部 尚之 
対応可能地域 西区、保土ヶ谷区、南区、中区 

住所 220-0061 西区久保町 13-6 

最寄駅詳細 相鉄線西横浜駅 徒歩 5 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 オガサ薬局 

ＴＥＬ 045-212-2414 ＦＡＸ 045-212-2415 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19：00   土：9:00～16：00 

担当薬剤師 塚越 隆之 
対応可能地域 中区、西区、南区 

住所 231-0005 中区本町 1-2 日経横浜ﾋﾞﾙ 1F 

最寄駅詳細 みなとみらい線 日本大通駅 徒歩１分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 ヤマガタ薬局 

ＴＥＬ 045-671-9592 ＦＡＸ 045-663-9667 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00  土：9:00～14:00 

担当薬剤師 山形 光正 
対応可能地域 中区、南区、磯子区、西区、保土ヶ谷区、港南区 

住所 231-0011 中区太田町 6-82 第 2 須賀ﾋﾞﾙ 

最寄駅詳細 みなとみらい線馬車道駅徒歩 3 分、ＪＲ根岸線桜木町駅徒歩 5 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 尾上町薬局 

ＴＥＬ 045-663-4599 ＦＡＸ 045-663-4599 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:30   土：9:00～13:30 

担当薬剤師 新藤 敏人 
対応可能地域 神奈川区,西区,中区,南区 

住所 231-0015 中区尾上町 3-28 横浜国際ﾋﾞﾙ 1 階 

最寄駅詳細 JR 根岸線関内駅 徒歩３分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 カンナイ薬局 

ＴＥＬ 045-681-3962 ＦＡＸ 045-681-3983 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19：00  土：9:00～17：00 

担当薬剤師 斉藤 美月 

対応可能地域 
中区、西区、南区、保土ヶ谷区、神奈川区は全域、鶴見区、旭区、緑区、磯子区、港南区、戸塚区、

金沢区は一部 

住所 231-0016 中区真砂町 2-12 関内駅前第一ﾋﾞﾙ 

最寄駅詳細 ＪＲ根岸線関内駅徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 ひとみ薬局 

ＴＥＬ 045-201-1228 ＦＡＸ 045-201-1229 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19：00 

担当薬剤師 深澤 仁 
対応可能地域 中区、磯子区、南区、西区 

住所 231-0023 中区山下町 276 ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙﾋﾞﾙ 1 階 

最寄駅詳細 ＪＲ根岸線石川町駅 徒歩３分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 アポテカ薬局 

ＴＥＬ 045-662-9581 ＦＡＸ 045-662-9582 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:30   土：9:00～14:00 

担当薬剤師 西田 友紀 

対応可能地域 
鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,港南区,保土ヶ谷区,旭区,磯子区,金沢区,港北区,緑区,青葉区,都筑

区,戸塚区,栄区,泉区,瀬谷区 

住所 231-0023 中区山下町 37-8 ｸﾞﾛｰﾘｵﾀﾜｰ横浜元町 104 

最寄駅詳細 みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 グリーン薬局 

ＴＥＬ 045-263-6900 ＦＡＸ 045-306-6671 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 梶谷 浩義 
対応可能地域 中区、南区 

住所 231-0025 中区松影町 2-7-1 

最寄駅詳細 JR 根岸線石川町駅 徒歩 3 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 長者町薬局 

ＴＥＬ 045-251-7117 ＦＡＸ 045-251-7125 定休日 日、祝 

開局時間 
月、火、水、金；9：00～19：00  木；9：00~～17：00 土；9：00～

16：00 

担当薬剤師 小林 弘典 
対応可能地域 中区,南区 

住所 231-0033 中区長者町 1-3-7 

最寄駅詳細 市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅 徒歩 5 分、JR 根岸線 関内駅 徒歩１１分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 なの花薬局ゆき店 

ＴＥＬ 045-250-5311 ＦＡＸ 045-250-5319 定休日 日、祝祭日 

開局時間 月・火・水・金 9：00～19：00 木 9：00～18：00 土 9：00～13：00 

担当薬剤師 高橋まりえ 
対応可能地域 中区・南区 

住所 231-0036 中区山田町 8-1 ﾌﾛｰﾙ山田町第 3-102 

最寄駅詳細 市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅徒歩 5 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 かのこ王水堂薬局 

ＴＥＬ 045-251-2340 ＦＡＸ 045-251-2340 定休日 日 

開局時間 10:00～25:00 土：10:00～25:00 祭:10:00～25:00 

担当薬剤師 福田滋樹 
対応可能地域 西区,中区,南区,港南区,磯子区,金沢区 

住所 231-0042 中区福富町西通 54 

最寄駅詳細 京浜急行日ノ出町駅徒歩 6 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 連絡先 080-4368-9117 

 

 

薬局名 株式会社 田中薬局 

ＴＥＬ 045-261-3707 ＦＡＸ 045-252-6477 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00   土：9:00～18:00 

担当薬剤師 田中 大嗣 
対応可能地域 中区、南区、西区、保土ヶ谷区、磯子区 

住所 231-0045 中区伊勢佐木町 6-147 

最寄駅詳細 京急線黄金町駅徒歩３分、市営地下鉄線阪東橋駅徒歩３分、阪東橋バス停徒歩２分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 加藤回陽堂薬局 
ＴＥＬ 045-261-0073 ＦＡＸ 045-243-6360 定休日 2020/01/01 

開局時間 9:30～19:30   木・土：9:30～19:00 日・祝：11:00～19:00 

担当薬剤師 持田 鉄平 
対応可能地域 中区、磯子区、西区、南区、港南区 

住所 231-0045 中区伊勢佐木町 2-87 

最寄駅詳細 ＪＲ関内駅 徒歩５分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 薬樹薬局 いせざき町 

ＴＥＬ 045-252-0447 ＦＡＸ 045-252-0449 定休日 日、祝、年末年始 

開局時間 月火水金９時～１８時３０分、木９時～１７時、土９時～１７時３０分 

担当薬剤師 加藤隼太 
対応可能地域 中区 南区 

住所 231-0045 中区伊勢佐木町 5-127-17 大浜ﾋﾞﾙ 1F 

最寄駅詳細 市営地下鉄 阪東橋駅 徒歩 7 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 加藤回陽堂薬局蓬莱町店 

ＴＥＬ 045-252-6891 ＦＡＸ 045-252-6891 定休日 日 

開局時間 9:00～19:00   土：9:00～18:00 

担当薬剤師 大谷 誠 
対応可能地域 中区、磯子区、南区、西区、神奈川区 

住所 231-0048 中区蓬莱町 2-3-2 ｳｴﾀﾞﾋﾞﾙ 1F 

最寄駅詳細 ＪＲ根岸線関内駅 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 マカド薬局 

ＴＥＬ 045-622-2930 ＦＡＸ 045-622-2930 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00 

担当薬剤師 浅野 勲 
対応可能地域 神奈川区,西区,中区,南区,港南区,保土ヶ谷区,磯子区,金沢区,戸塚区 

住所 231-0825 中区本牧間門 36-21 

最寄駅詳細 ＪＲ根岸線根岸駅－バス 10 分（間門）  ＪＲ根岸線山手駅－徒歩 15 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 ながもち薬局 

ＴＥＬ 045-621-9199 ＦＡＸ 045-624-3404 定休日 日、祝 

開局時間 9：00～18：30 木：8:00～16:00 

担当薬剤師 永持 健 
対応可能地域 西区,中区,南区 

住所 231-0827 中区本牧和田 12-22 

最寄駅詳細 JR 根岸駅三ノ谷バス停徒歩１分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 調剤薬局マイファーマシー 

ＴＥＬ 045-662-8731 ＦＡＸ 045-662-9078 定休日 木、日、祝 

開局時間 9:00～17:00   土：9:00～12:00 

担当薬剤師 油谷 由美 
対応可能地域 中区・南区・磯子区 

住所 231-0851 中区山元町 3-145 

最寄駅詳細 JR 根岸線山手駅徒歩１５分・市営バス山元町２丁目バス停徒歩１分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 玄和堂薬局 横浜店 

ＴＥＬ 045-848-7600 ＦＡＸ 045-848-7601 定休日 年末、年始 

開局時間 
月、火、木、金 9:00～19:30 水 9:00～17:00   土 9:00～19:00   日、

祝 11:30～16:30 

担当薬剤師 寺師 三千彦 
対応可能地域 港南区、南区、磯子区 

住所 233-0002 港南区上大岡西 1-6-1 京急百貨店 6 階 

最寄駅詳細 京急上大岡駅 徒歩 0 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 すずらん薬局 

ＴＥＬ 045-845-8823 ＦＡＸ 045-845-4423 定休日 日、祝 

開局時間 月～金 9：00～19：00、土 9：00～18：00 

担当薬剤師 中島 健太郎 
対応可能地域 港南区、戸塚区、南区、磯子区、金沢区、栄区 

住所 233－0002 港南区上大岡西 2-3-1 ｻｸﾗｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ 1 階 

最寄駅詳細 京浜急行上大岡駅・市営地下鉄上大岡駅 徒歩５分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 サン薬局南部在宅療養支援部 

ＴＥＬ 045-353-9814 ＦＡＸ 045-353-9815 定休日 土、日、祝 

開局時間 月～金 9：00～18：00 

担当薬剤師 森麻美子 
対応可能地域 西区,中区,南区,港南区,保土ヶ谷区,旭区,磯子区,金沢区,戸塚区,栄区 

住所 233-0012 港南区上永谷 2-11-1 いずみプラザ上永谷 

最寄駅詳細 市営地下鉄上永谷駅徒歩 3 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 有り 備考 連絡先 045-832-8844 

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 サン薬局 上永谷支店 

ＴＥＬ 045-847-3389 ＦＡＸ 045-847-3389 定休日 日、祝 

開局時間 月～金 9:00～18:00   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 黒木 巽 
対応可能地域 南区,港南区,磯子区,金沢区,戸塚区,栄区 

住所 233-0013 港南区丸山台 1-13-20 ｻﾝﾗｲﾄﾋﾞﾙ 1F 

最寄駅詳細 市営地下鉄 上永谷駅 徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 ミチト薬局 

ＴＥＬ 045-842-5811 ＦＡＸ 045-842-5904 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00  水：9:00～17:00 土：9:00～15:00 

担当薬剤師 森村真知子 
対応可能地域 港南区、磯子区、南区 

住所 234-0052 港南区笹下 2-7-12 

最寄駅詳細 京急本線上大岡駅バス 10 分打越下車徒歩 0 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 有り 備考  

 

 

薬局名 パルス薬局 

ＴＥＬ 045-835-2166 ＦＡＸ 045-835-2160 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 坂本賢哉 
対応可能地域 港南区、栄区、磯子区、金沢区、南区、中区、西区、戸塚区、泉区、保土ヶ谷区、神奈川区 

住所 234-0054 港南区港南台 4-7-11 

最寄駅詳細 JR 根岸線 港南台駅 徒歩３分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 有り 備考  

 

 

薬局名 港南台大江薬局 

ＴＥＬ 045-834-1774 ＦＡＸ 045-225-8774 定休日 日、祝 

開局時間 8:45～18:30   土：8:45～14:00 

担当薬剤師 一澤 美起代 
対応可能地域 磯子区・栄区・南区・港南区 

住所 234-0054 港南区港南台 3-4-19 

最寄駅詳細 JR 根岸線港南台 徒歩 7 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 アイ調剤薬局 

ＴＥＬ 045-370-9800 ＦＡＸ 045-370-9801 定休日 日、祝 

開局時間 9:30～18:30   土：9:30～13:00 

担当薬剤師 一澤 正之 
対応可能地域 南区,港南区,磯子区,戸塚区,栄区 

住所 234-0054 港南区港南台 4-16-14 

最寄駅詳細 JR 根岸線港南台駅 徒歩 2 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 ゆう薬局 

ＴＥＬ 045-341-0061 ＦＡＸ 045-330-6736 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:０0   土：9:00～1２:00 

担当薬剤師 山口 秀樹 

対応可能地域 
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑

区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区 

住所 240-0023 保土ヶ谷区岩井町 123-2 保土ヶ谷駅前ﾊｲﾂ第 2 号棟第 102 号室 

最寄駅詳細 JR 保土ヶ谷駅から徒歩２分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 有り 備考  

 

 

薬局名 いわい薬局 

ＴＥＬ 045-743-5612 ＦＡＸ 045-743-5650 定休日 日、祝 

開局時間 月～金 9：00～18：00、土 9：00～13：00 

担当薬剤師 三上大介 
対応可能地域 西区,中区,南区,保土ヶ谷区 

住所 240-0023 保土ｹ谷区岩井町 206 

最寄駅詳細 横須賀線保土ヶ谷駅 元久保町バス停０分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 駐車場有り 

 

 

薬局名 グリーンピュア薬局 

ＴＥＬ 045-722-8755 ＦＡＸ 045-722-8756 定休日 日、祝 

開局時間 月～木 9：00～18：00 金～19：00 土～13：30 

担当薬剤師 小口 裕紀 
対応可能地域 西区,中区,南区,保土ヶ谷区 

住所 240-0023 保土ｹ谷区岩井町 222 

最寄駅詳細 横須賀線保土ヶ谷駅 相鉄バス聖隷横浜病院前 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 有り 備考 駐車場有り 

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 そうごう薬局 権太坂スクエア店 

ＴＥＬ 045-714-1961 ＦＡＸ 045-714-1962 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:30   木・土：9:00～17:00 

担当薬剤師 林下 洋行 
対応可能地域 南区,港南区,保土ヶ谷区,戸塚区 

住所 240-0026 保土ｹ谷区権太坂 3-1-3 権太坂ｽｸｴｱ 

最寄駅詳細 JR 横須賀線東戸塚駅 権太坂上（バス停） 徒歩 1 分（バス停から） 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 有限会社 薬局ベル 

ＴＥＬ 045-755-0101 ＦＡＸ 045-755-0102 定休日 木、日、祝 

開局時間 月・水・金：9:00～21:00 火：9：00～19：00   土：9:00～18:00 

担当薬剤師 古矢 祐子 
対応可能地域 中区,南区,磯子区徒歩・車 

住所 235-0005 磯子区東町 15-32 ﾓﾝﾋﾞﾙ 101 

最寄駅詳細 ＪＲ根岸線根岸駅 徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

 

薬局名 にじいろ藍薬局 

ＴＥＬ 045-753-7065 ＦＡＸ 045-753-7065 定休日 木、日、祝 

開局時間 9:00～17:30 土：9:00～13:30 

担当薬剤師 阿波谷幸久 
対応可能地域 南区,磯子区 

住所 235-0011 磯子区丸山 1-5-7 ヴィラ・デル・ソーレ圓山１階１０１ 

最寄駅詳細 横浜市営ブルーライン吉野町駅徒歩 17 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 連絡先 045-753-7065 

 

 

薬局名 上永谷薬局磯子店 

ＴＥＬ 045-750-8520 ＦＡＸ 045-750-8521 定休日 木、日、祝 

開局時間 9:00～18:30   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 川村 幸久 
対応可能地域 磯子区、金沢区、港南区、南区 

住所 235-0023 磯子区森 1-10-9 中銀磯子マンシオン 102 

最寄駅詳細 ＪＲ根岸線磯子駅徒歩 3 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 笹川調剤薬局 

ＴＥＬ 045-751-7379 ＦＡＸ 045-374-4877 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00 土：9:00～16:00 

担当薬剤師 笹川慶介 
対応可能地域 磯子区（金沢、港南、南、中区の一部） 

住所 235-0023 磯子区森 3-17-33 京急ストア２階 

最寄駅詳細 京急屏風ヶ浦駅徒歩 1 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 連絡先 045-751-7379 

 

 

薬局名 （株）スター・システムときわ薬局 

ＴＥＬ 045-833-2636 ＦＡＸ 045-833-2636 定休日 木、日、祝 

開局時間 9:00～19:00 土：9:00～13:00 

担当薬剤師 佐野雅子 
対応可能地域 南区,港南区,磯子区,金沢区 

住所 235-0045 磯子区洋光台２－８－１５ 

最寄駅詳細 JR 根岸線洋光台駅徒歩 12 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 連絡先 045-833-2636 

 

 

薬局名 なぎさ薬局 

ＴＥＬ 045-785-5728 ＦＡＸ 045-367-9028 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～19:00 土：9:00～13:00 

担当薬剤師 髙橋健子 
対応可能地域 中区,南区,磯子区,金沢区,港北区,栄区 

住所 236-0005 金沢区並木 2-3-3-102 

最寄駅詳細 並木中央駅徒歩 6 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考 連絡先 080-9741-5486 

 

 

薬局名 上永谷薬局 富岡店 

ＴＥＬ 045-774-7810 ＦＡＸ 045-774-7862 定休日 日、祝、木 

開局時間 9:00～19:00   土：9:00～13:00 

担当薬剤師 北岡 武士 
対応可能地域 西区,中区,南区,港南区,保土ヶ谷区,磯子区,金沢区,戸塚区,栄区 

住所 236-0052 金沢区富岡西 1-68-31 

最寄駅詳細 京浜急行線京急富岡駅 徒歩１５分 バス１０分（富岡９期ニュータウン） 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 無し 備考  

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 



在宅医療受入可能薬局（小児も受入可能）リスト（南区） 
 

一般社団法人 横浜市薬剤師会 作成（2020.10.01 作成） 

薬局名 訪問薬樹薬局瀬谷 

ＴＥＬ 045-303-7023 ＦＡＸ 045-304-0912 定休日 日、祝 

開局時間 9:00～18:00   土：9:00～17:30 

担当薬剤師 井上 俊 

対応可能地域 
瀬谷区、泉区、旭区、緑区、青葉区、戸塚区、港南区、保土ヶ谷区、大和市、座間市、海老名市、

綾瀬市、藤沢市、町田市、相模原市南区 

住所 246-0031 瀬谷区瀬谷 4-30-29 

最寄駅詳細 相鉄線瀬谷駅 徒歩 10 分 

麻薬取扱 有り 無菌取扱 有り 備考  

 

 

小児在宅でご依頼されるサービス内容（薬剤、医療資材等の取扱いの可否、無菌状態での 

調剤等特殊な設備が必要な場合など）によっては即時受け入れができない場合があります。 

詳しくはご依頼希望薬局へ事前にご相談ください。 


