
都道府県薬務主管部（局）相談窓口一覧

平成27年10月現在

都道府県名 部署名 郵便番号 住所 TEL HPアドレス

1 北海道 保健福祉部 医療薬務課 医務薬務グループ 060-8588 札幌市中央区北三条西６丁目 011-204-5265 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/yakumu.htm

2 青森県 健康福祉部 医療薬務課 薬務指導グループ 030-8570 青森市長島１－１－１ 017-734-9289 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/yakumu.html

3 岩手県 保健福祉部 保健福祉企画室 020-8570 盛岡市内丸１０－１ 019-629-5419 http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=344&ik=3&pnp=17&pnp=60&pnp=344

4 宮城県 保健福祉部 薬務課 980-8570 仙台市青葉区本町３－８－１ 022-211-2652 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/

5 秋田県 健康福祉部 医務薬事課 010-8570 秋田市山王４－１－１ 018-860-1401 http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000000982/index.html

6 山形県 健康福祉部健康福祉企画課　薬務担当 990-8570 山形市松波２－８－１ 023-630-2332 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090001/yakumu-tantou/

7 福島県 保健福祉部 薬務課 960-8670 福島市杉妻町２－１６ 024-521-7232 http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=11203EC594498D8BF63CBD336FF1FAFB?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=10750

8 茨城県 保健福祉部 薬務課 310-8555 水戸市笠原町９７８－６ 029-301-3384 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/division/index.html

9 栃木県 保健福祉部 薬務課 320-8501 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-3119 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e08/

10 群馬県 健康福祉部 薬務課 371-8570 前橋市大手町１－１－１ 027-226-2661 http://www.pref.gunma.jp/07/d5000016.html

11 埼玉県 保健医療部 薬務課 330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 048-830-3625 http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/h08/

12 千葉県 健康福祉部 薬務課 260-8667 千葉市中央区市場町１－１ 043-223-2621 http://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/

13 東京都 福祉保健局 健康安全部 薬務課 163-8001 新宿区西新宿２－８－１ 03-5320-4511 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/anzen/yakumu/

14 神奈川県 保健福祉局 生活衛生部 薬務課 231-8588 横浜市中区日本大通１ 045-210-4967 http://www.pref.kanagawa.jp/div/1505/

15 新潟県 福祉保健部 医務薬事課 薬務係 950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 025-280-5187 http://www.pref.niigata.lg.jp/iyaku/1191169854080.html

16 富山県 厚生部 くすり政策課 930-8501 富山市新総曲輪１－７ 076-444-3233 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1208/index.html

17 石川県 健康福祉部 薬事衛生課 薬事麻薬グループ 920-8580 金沢市鞍月１丁目１番地 076-225-1442 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/

18 福井県 健康福祉部 医薬食品・衛生課　　　　　　　　　　　　　　　　　　 910-8580 福井市大手３－１７－１ 0776-20-0354 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/index.html

19 山梨県 福祉保健部 衛生薬務課 薬務担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400-8501 甲府市丸の内１－６－１ 055-223-1491 http://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/

20 長野県 衛生部 薬事管理課 380-8570 長野市大字南長野幅下６９２－２ 026-235-7157 http://www.pref.nagano.lg.jp/eisei/yakumu/kashokai.htm

21 岐阜県 健康福祉部 薬務水道課 500-8570 岐阜市藪田南２－１－１ 058-272-8285 http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenko-fukushi/yakumu/

22 静岡県 健康福祉部 生活衛生局 薬事課 420-8601 静岡市葵区追手町９－６ 054-221-2411 http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-530/yakujisidou/mayaku/

23 愛知県 健康福祉部 健康担当局 医薬安全課 薬事グループ 460-8501 名古屋市中区三の丸３－１－２ 052-954-6303 http://www.pref.aichi.jp/iyaku/
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24 三重県 健康福祉部 薬務感染症対策課 薬事班 514-8570 津市広明町１３番地 059-224-2330 http://www.pref.mie.lg.jp/yakumus/

25 滋賀県 健康福祉部 医務薬務課 520-8577 大津市京町４－１－１ 077-528-3630 http://www.pref.shiga.lg.jp/e/imuyakumu/index.html

26 京都府　　　　健康福祉部 薬務課 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 075-414-4786 http://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/070/index.html

27 大阪府 健康医療部 薬務課 540-8570 大阪市中央区大手前２丁目－１－２２本館１階 06-6944-6699 http://www.pref.osaka.jp/yakumu/

28 兵庫県 健康福祉部 健康局 薬務課 650-8567 神戸市中央区下山手通５－１０－１ 078-362-3268 https://web.pref.hyogo.lg.jp/yakumu/index.html

29 奈良県 医療政策部 薬務課 630-8501 奈良市登大路町３０ 0742-27-8670 http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=18089

30 和歌山県 福祉保健部 健康局 薬務課 640-8585 和歌山市小松原通１－１ 073-441-2661 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050400/050400.html

31 鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療指導課 薬事担当 680-8570 鳥取市東町１－２２０
0857-26-7203、
7226

http://www.pref.tottori.lg.jp/68957.htm

32 島根県 健康福祉部 薬事衛生課 690-0887 松江市殿町１２８番地（県庁東庁舎） 0852-22-5260 http://www.pref.shimane.lg.jp/yakujieisei/

33 岡山県 保健福祉部 医薬安全課 薬事衛生班 700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 086-226-7340 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/38/

34 広島県 健康福祉局 薬務課 薬事グループ 730-8511 広島市中区基町１０－５２ 082-513-3222 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/

35 山口県 健康福祉部 薬務課 薬事班 753-8501 山口市滝町１－１ 083-933-3020 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15400/index/

36 徳島県 保健福祉部 薬務課 770-8570 徳島市万代町１－１ 088-621-2234 http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/yakumuka/

37 香川県 健康福祉部 薬務感染症対策課 薬事指導グループ 760-8570 高松市番町４－１－１０ 087-832-3299 http://www.pref.kagawa.lg.jp/yakumukansen/yakujinotice/iyaku/yakujishido.htm

38 愛媛県 保健福祉部 薬務衛生課 790-8570 松山市一番町４－４－２ 089-912-2390 http://www.pref.ehime.jp/h25300/h25300.html

39 高知県 健康政策部 医事薬務課 780-8570 高知市丸ノ内１－２－２１ 088-823-9682 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/132101/

40 福岡県 保健医療介護部 薬務課 薬事係 812-8577 福岡市博多区東公園７－７ 092-643-3284 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4400500.html

41 佐賀県 健康福祉本部 薬務課 840-8570 佐賀市城内１－１－５９ 0952-25-7082 http://www.pref.saga.lg.jp/web/soshiki-ichiran/kenkoufukushi/yakumu.html

42 長崎県 福祉保健部 薬務行政室 850-8570 長崎市江戸町２－１３ 095-895-2469 http://www.pref.nagasaki.jp/section/yakumu/index.html

43 熊本県 健康福祉部（健康局） 薬務衛生課 薬事班 862-8570 熊本市水前寺６－１８－１ 096-333-2242 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/

44 大分県 福祉保健部 薬務室 870-8501 大分市大手町３－１－１ 097-506-2650 http://www.pref.oita.jp/soshiki/12610/

45 宮崎県 福祉保健部 医療薬務課 880-8501 宮崎市橘通東２－１０－１ 0985-26-7055 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/soshiki/fukushi/iryoyakumu.html

46 鹿児島県 保健福祉部 薬務課 890-8577 鹿児島市鴨池新町１０－１ 099-286-2806 http://www.pref.kagoshima.jp/ab02/soshiki/hoken/honcho/yakumu.html

47 沖縄県 福祉保健部 薬務疾病対策課 900-8570 那覇市泉崎１－２－２ 098-866-2215 http://www.pref.okinawa.jp/site/fukushi/yakumu/index.html


