
担当月日

（曜日） 保険薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 医院名 住所 診療科 電話番号2

７月５日（日） うわはら薬局 平川地 347-5501 347-5508 伊藤医院 平川地 内科 345-7614

7月12日 しろくま薬局楠店 楠新田 395-8090 395-8091 浦島ｸﾘﾆｯｸくすのき 楠新田 内科 347-5888

（日曜日） 清水市民薬局村松店 清水村松新田 340-8031 340-8036 こうのﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 村松地先新田 外科 335-5730

全快堂薬局辻町店 辻１丁目 364-0222 364-0117 植田医院 辻１丁目 耳鼻咽喉 365-5283

ｴﾑﾊｰﾄ薬局おしきり店 押切 344-5050 344-5052 おおぬき内科ｸﾘﾆｯｸ 押切 内科 340-3700

7月19日 清水市民薬局村松店 清水村松新田 340-8031 340-8036 こうのﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 村松地先新田 眼科 335-5730

（日曜日） 菜の花薬局 船原２丁目 351-7087 351-7086 大蝶耳鼻咽喉科 船原２丁目 耳鼻咽喉科 355-2100

ｴﾑﾊｰﾄ薬局いりえおか店 入江岡町 355-2011 355-2012 村上ｸﾘﾆｯｸ 入江岡町 泌尿器科 352-8134

7月23日 ＭＤちとせ薬局 千歳町 376-5015 376-5016 しみず巴ｸﾘﾆｯｸ 千歳町 小児科 355-1112

（祝日） 眞長薬局ひがし店 入江１丁目 340-3677 340-2477 高良眼科医院 新富町 眼科 364-1010

7月24日 ｸﾞﾘｰﾝ薬局 草薙 348-4016 348-4019 宗内科医院 草薙 内科 348-1114

（祝日） どんぐり薬局 下清水町 352-7708 352-7708 原小児科医院 神田町 小児科 352-6367

７月２６日（日） みなと薬局西久保店 西久保 340-4935 395-9133 柴田内科医院 西久保 内科 363-0345

8月2日 南矢部薬局 南矢部 352-5222 352-5211 なないろあかちゃんこどもｸﾘﾆｯｸ 南矢部 小児科 353-7716

（日曜日） ひばり和田島薬局 和田島 395-2020 395-2131 清水両河内診療所 和田島 内科 343-2388

レイズ薬局清水店 大手３丁目 625-5215 625-5216 杉山医院 大手３丁目 外科 366-0512

8月9日 みなと薬局 村松原１丁目 335-9322 335-9322 滝戸医院 村松原１丁目 内科 334-1335

（日曜日） 田島薬局 中之郷１丁目 346-9211 346-9213 草薙眼科 中之郷１丁目 眼科 347-3839

8月10日 ｱｲｾｲ薬局清水巴店 巴町 351-5050 351-5051 竹内医院 巴町 内科 352-2285

（祝日） ｺｰｴｲ薬局清水店 庄福町 355-3955 355-3900 たむら整形外科 庄福町 外科 353-0777

8月16日 高橋薬局 桜橋町 366-3820 366-6090 諏訪医院 桜橋町 内科 366-1869

（日曜日） うさぎ薬局鶴舞店 鶴舞町 368-5982 368-5983 土川整形外科 鶴舞町 外科 365-2355

たかべ薬局 押切 347-5660 347-5664 清水おかべｸﾘﾆｯｸ 押切 耳鼻咽喉 349-3330

8月23日 みかど台薬局船越東店 船越東町 340-9855 340-9866 田村内科医院 船越東町 内科 353-0355

（日曜日） ＭＤちとせ薬局 千歳町 376-5015 376-5016 しみず巴ｸﾘﾆｯｸ 千歳町 小児科 355-1112

桜橋薬局 春日１丁目 368-7652 368-7621 桜皮膚科 春日１丁目 皮膚科 368-6272

８月３０日(日) ホワイト薬局高部店 押切 368-6913 368-6914 ないとう内科・循環器内科 押切 内科 346-7155

9月6日 さかえ薬局 江尻東１丁目 366-2694 363-1788 吉永医院 江尻東１丁目 内科 366-2722

（日曜日） どんぐり薬局 下清水町 352-7708 352-7708 原小児科医院 神田町 小児科 352-6367

みとみどう薬局 春日１丁目 353-0202 353-0205 春日ｸﾘﾆｯｸ 春日町 耳鼻咽喉 351-4976

ＭＤ下野薬局 下野西 361-0648 361-0649 宮地医院 下野西 内科 364-5528

清水ｾﾝﾀｰ薬局銀座店 銀座 361-1521 361-1522 吉田ｸﾘﾆｯｸ 銀座 内科 361-0660

9月13日 南矢部薬局 南矢部 352-5222 352-5211 なないろあかちゃんこどもｸﾘﾆｯｸ 南矢部 小児科 353-7716

（日曜日） 船越薬局 船越東 353-3023 353-3022 望月ｸﾘﾆｯｸ 大沢町 外科 352-4375

おおつぼ薬局 大坪 347-5101 340-2232 〃 〃 〃 〃

天神みつる薬局 天神１丁目 371-1230 371-1231 中村医院 天神１丁目 眼科 366-8488

敬順堂薬局 上清水町 352-3975 354-0526 高月医院 上清水町 皮膚科 352-1068

9月２０日(日) おおた薬局 折戸 336-2100 336-2100 三浦内科医院 折戸 内科 336-1551

9月21日 えじり薬局 江尻町 361-5200 361-5201 やまだﾒﾃﾞｲｶﾙｸﾘﾆｯｸ 江尻町 内科 366-0750

（祝日） 木の下町薬局 木の下町 347-4030 347-4030 あかさか整形外科 木の下町 外科 345-5757

9月22日 清水調剤薬局桜ヶ丘店 桜が丘町 368-4775 368-4776 渡辺内科医院 上清水町 内科 352-2538

（祝日） ｳｴﾙｼｱ薬局清水興津店 興津中町 369-5841 369-5831 礒垣胃腸科外科 興津中町 外科 369-0541

アクア薬局花みずき通り店 西高町 355-5388 355-5366 花みずき通り内科クリニック 西高町 内科 355-5500

9月27日 ＭＤちとせ薬局 千歳町 376-5015 376-5016 しみず巴ｸﾘﾆｯｸ 千歳町 小児科 355-1112

（日曜日） ハロー薬局押切店 押切 349-5180 349-5181 浦島ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 押切 外科 347-6699

もみの木薬局清水店 入江南町 340-9030 340-9090 いりえ耳鼻咽喉科 入江南町 耳鼻咽喉 361-3387

休　日　当　番　一　覧　表 清水薬剤師会

当   番   薬   局 緊   急   当   直   医

期      間　　令和２年７月～令和２年９月

対応時間　　午前　８時３０分～午後　７時００分　※皮膚科・泌尿器科は午後６時まで


