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薬食総発 0215第 1号

平 成 24年 2月 15日

薬局及び店舗販売業の店舗が存 しない離島について

標記については、都道府県からの情報提供を踏まえ、 「薬局及び店舗販売業の店舗が存し

ない離島について (平成 21年 5月 29日 付け薬食総発 0529001号 厚生労働省医薬

食品局総務課長通知)」 をもつて、通知 していたところである。

今般、この内容に一部変更が生じたとの情報があったため、上記通知の内容を下記のと

おり変更し、別紙のとお りとりまとめたので参考にされたい。

なお、今後、貴管下の「薬局及び店舗販売業の店舗が存 しない離島」に変更が生じた場

合においては、速やかに当職あて報告いただきたい。

記

「薬局及び店舗販売業の店舗が存在 しない離島」への離島の追加

・広島県尾道市百島

・広島県福山市走島

・山口県柳井市平郡島

。長崎県長崎市高島                  _
・鹿児島県屋久島町口永良部島

「薬局及び店舗販売業の店舗が存在 しない離島」からの離島の削除

。広島県呉市鹿島

・愛媛県今治市岡村島

・長崎県対馬市泊島、赤島、沖ノ島、島山島、松浦市福島、佐世保市宇久島、大島、

前島、彗泊島、小値賀町斑島、新上五島町頭ヶ島、桐ノ小島、日ノ島、有福島、漁生

浦島、五島市島山島、西海市南串島、寺島、崎戸島、長崎市伊王島、沖之島、牧島、

樺島、鵜瀬島

。大分県姫島村姫島

・鹿児島県上屋久町口永良部島
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乃IJ紙

薬局及び店舗販売業の店舗が存 しない離島

平成 24年 2月 1日 現在

都道府県名 市町村名 島名

北海道 羽幌町 焼尻島

北海道 羽幌町 天売島

北海道 厚岸町 小 島

宮城県 女川町 出島

宮城県 女川町 江 島

宮城県 石巻市 網地島

官城県 石巻市 田代島

官城県 石巻市 金華山

官城県 塩竃市 寒風沢島

宮城県 塩竃市 野々島

官城県 塩竃市 桂 島

官城県 塩竃市 朴 島

東京都 利島村 利 島

東京都 新島村 式根島

東京都 御蔵島村 御蔵島

東京都 青ケ島村 青ケ島

東京都 小笠原村 母 島

東京都 小笠原村 硫黄島

東京都 小笠原村 南鳥島

新潟県 粟島浦村 粟 島

石川県 輪島市 舶倉島

静岡県 熱海市 初島

愛知県 一色町 佐久島

三重県 鳥羽市 神島

三重県 鳥羽市 菅島

二重県 志摩市 渡鹿野島

二重県 志摩市 間崎島

兵庫県 南あわじ市 沼島

兵庫県 姫路市 男鹿島



兵庫県 姫路市 坊勢島

兵庫県 姫路市 西島

岡山県 備前市 鹿久居島

岡山県 備前市 大多府島

岡山県 備前市 頭 島

岡山県 備前市 鴻島

岡山県 岡山市 犬 島

岡山県 玉野市 石島

岡山県 倉敷市 松 島

岡山県 倉敷市 六日島

岡山県 笠岡市 高島

岡山県 笠岡市 白石島

岡山県 笠岡市 真鍋島

岡山県 笠岡市 小飛島

岡山県 笠岡市 大飛島

岡山県 笠岡市 六 島

広島県 尾道市 細 島

広島県 尾道市 高根島

広島県 尾道市 岩子島

広島県 三原市 佐木島

広島県 三原市 小佐木島

広島県 大崎上島町 生野島

広島県 大崎上島町 契島

広島県 呉市 三角島

広島県 呉市 斎島

広島県 呉市 情 島

広島県 大竹市 阿多田島

広島県 尾道市 百島

広島県 東広島市 大芝島

広島県 福山市 走島

広島県 竹原市 大久野島

広島県 広島市 金輪島

山 口県 岩国市 端 島



山 口県 岩国市 柱 島

山口県 岩国市 黒 島

山口県 周防大島町 情 島

山口県 周防大島町 浮 島

山口県 周防大島町 前島

山口県 周防大島町 笠佐島

山口県 田布施町 馬 島

山 口県 平生町 佐合島

山口県 上関町 人 島

山 口県 光市 牛島

山 口県 周南市 大津島

山 口県 防府市 野 島

山 口県 下関市 蓋井島

山口県 下関市 六連島

山口県 萩 市 見島

山口県 萩市 大島

山 口県 萩市 オ置島

山口県 萩市 相 島

山 口県 柳井市 平郡島

徳島県 阿南市 伊 島

徳島県 牟岐町 出羽島

香川県 土庄町 小豊島

香川県 土庄町 豊島

香川県 土庄町 沖ノ島

香川県 直島町 牛ケ首島

香川県 直島町 屏風島

香川県 直島町 向島

香川県 高松市 男木島

香川県 高松市 女木島

香川県 高松市 大島

香川県 坂出市 櫃石島

香川県 坂出市 岩黒島

香川県 坂出市 与島



香川県 坂出市 小与島

香川県 丸亀市 本 島

香川県 丸亀市 牛島

香川県 丸亀市   ヽ 広 島

香川県 丸亀市 手島

香川県 丸亀市 小手島

香川県 多度津町 佐柳島

香川県 多度津町 高見島

香川県 三豊市 粟 島

香川県 三豊市 志々島

香川県 観音寺市 伊吹島

愛媛県 上島町 高井神島

愛媛県 上島町 魚 島

愛媛県 上島町 佐 島

愛媛県 上島町 豊島

愛媛県 上島町 生名島

愛媛県 上島町 赤穂根島

愛媛県 今治市 鵜 島

愛媛県 今治市 津 島

愛媛県 今治市 大下島

愛媛県 今治市 小大下島

愛媛県 今治市 小 島

愛媛県 今治市 来島

愛媛県 今治市 馬 島

愛媛県 今治市 比岐島

愛媛県 新居浜市 大島

愛媛県 松山市 安居島

愛媛県 松山市 野忽那島

愛媛県 松山市 睦月島

愛媛県 松山市 怒和島

愛媛県 松山市 津和地島

愛媛県 松山市 二神島

愛媛県 松山市 釣 島

■



愛媛県 大洲市 青 島

愛媛県 人幡浜市 大島

愛媛県 宇和島市 九島

愛媛県 宇和島市 嘉 島

愛媛県 宇和島市 戸島

愛媛県 宇和島市 日振島

愛媛県 宇和島市 竹ケ島

高知県 宿毛市 沖の島

高知県 宿毛市 鵜来島

福岡県 北九州市 馬 島

福岡県 北九州市 藍島

福岡県 宗像市 地 島

福岡県 宗像市 大島

福岡県 新官町 相島

福岡県 福岡市 玄界島

福岡県 福岡市 小呂島

福岡県 福岡市 能古島

福岡県 志摩町 女臣島

佐賀県 唐津市 高島

佐賀県 唐津市 神集島

佐賀県 唐津市 小川島

佐賀県 唐津市 加唐島

佐賀県 唐津市 馬渡島

佐賀県 唐津市 向島

長崎県 対馬市 海栗島

長崎県 壱岐市 若官島

長崎県 壱岐市 原 島

長崎県 壱岐市 長 島

長崎県 壱岐市 大島

長崎県 松浦市 黒 島

長崎県 松浦市 青島

長崎県 松浦市 飛 島

長崎県 平戸市 大島



長崎県 平戸市 度 島

長崎県 平戸市 高島

長崎県 佐世保市 寺島

長崎県 小値賀町 六島

長崎県 lヽ値賀町 野崎島

長崎県 小値賀町 納 島

長崎県 小値賀町 黒島

長崎県 小値賀町 大 島

長崎県 佐世保市 高 島

長崎県 佐世保市 黒島

長崎県 五島市 前 島

長崎県 五島市 久賀島

長崎県 五島市 蕨小島

長崎県 五島市 椛 島

長崎県 五島市 赤島

長崎県 五島市 黄島

長崎県 五島市 黒 島

長崎県 五島市 嵯峨島

長崎県 西海市 江島

長崎県 西海市 平 島

長崎県 西海市 松 島

長崎県 西海市 竹 島

長崎県 西海市 前ノ島

長崎県 長崎市 池島

長崎県 長崎市 高島

長崎県 諫早市 鹿 島

長崎県 時津町 前島

熊本県 上天草市 湯 島

熊本県 上天草市 中島

熊本県 天草市 横浦島

熊本県 天草市 牧島

熊本県 天草市 横 島

大分県 津久見市 地無垢島



大分県 津久見市 保戸島

大分県 佐伯市 大入島

大分県 佐伯市 大島

大分県 佐伯市 屋形島

大分県 佐伯市 深 島

宮崎県 延岡市 島野浦島

宮崎県 日南市 大島

宮崎県 串間市 築 島

鹿児島県 長島町 llT子 島

鹿児島県 出水市 桂 島

鹿児島県 薩摩川内市 上甑島

鹿児島県 薩摩川内市 中甑島

鹿児島県 鹿児島市 新島

鹿児島県 西之表市 馬毛島

鹿児島県 屋久島町 口永良部島

鹿児島県 三島村 竹島

鹿児島県 三島村 硫黄島

鹿児島県 三島村 黒島

鹿児島県 十島村 口之島

鹿児島県 十島村 中之島

鹿児島県 十島村 諏訪之瀬島

鹿児島県 十島村 平島

鹿児島県 十島村 悪石島

鹿児島県 十島村 小宝島

鹿児島県 十島村 宝 島

鹿児島県 瀬戸内町 加計呂麻島

鹿児島県 瀬戸内町 与路島

鹿児島県 瀬戸内町 請 島

沖縄県 伊平屋村 伊平屋島

沖縄県 伊平屋村 野甫島

沖縄県 伊是名村 伊是名島

沖縄県 本部町 水納島

沖縄県 うるま市 津堅島



沖縄県 南城市 久高島

沖縄県 粟国村 粟国島

沖縄県 渡名喜村 渡名喜島

沖縄県 座間味村 座間味島

沖縄県 座間味村 阿嘉島

沖縄県 座間味村 慶留間島

沖縄県 渡嘉敷村 渡嘉敷島

沖縄県 渡嘉敷村 前島

沖縄県 久米島町 奥武島

沖縄県 久米島町 オーハ島

沖縄県 北大東村 北大東島

沖縄県 南大東村 南大東島

沖縄県 宮古島市 池間島

沖縄県 官古島市 大神島

沖縄県 官古島市 来間島

沖縄県 宮古島市 下地島

沖縄県 多良間村 多良間島

沖縄県 多良間村 水納島

沖縄県 竹富町 竹富島

沖縄県 竹富町 西表島

沖縄県 竹富町 鳩間島

沖縄県 竹富町 由布島

沖縄県 竹富町 小浜島

沖縄県 竹富町 黒島

沖縄県 竹富町 新城島上地

沖縄県 竹富町 新城島下地

沖縄県 竹富町 波照間島

沖縄県 竹富町 外離島

沖縄県 竹富町 嘉弥真島

沖縄県 与那国町 与那国島


