令和元年度（平成３１年度）上半期 休日救急担当薬局一覧
月

内 科 系

日 曜日

古
医療機関

4月

５月

松山・鹿島台
薬 局

医療機関

三本木・荒谷・西古川・田尻
薬 局

7

日 富樫クリニック

古川調剤薬局（0229-24-9622）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

14

日 尾花内科クリニック

おおさき南調剤薬局（0229-25-7121）

大崎東部クリニック

まつやま調剤薬局（0229-54-1055）

21

日 伊藤内科小児科医院

薬局アリエス小泉店（0229-25-9234）

東北整形外科大崎

東北薬局大崎（0229-25-8481）

28

日 宮里クリニック

ヨネキ薬局バイパス店（0229-21-0881）

わたなべ皮フ科クリニック

鹿島台中央薬局（0229-56-6201）

29

月 宮里クリニック

ヨネキ薬局バイパス店（0229-21-0881）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

30

火 宮里クリニック

ヨネキ薬局バイパス店（0229-21-0881）

佐久間内科医院

さくら薬局（0229-56-9827）

1

水 まつうら内科小児科クリニック

大崎調剤薬局古川西店（0229-22-5676）

大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック

まつやま調剤薬局（0229-54-1055）

2

木 宮里クリニック

ヨネキ薬局バイパス店（0229-21-0881）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

3

金 寛内科胃腸科クリニック

宮城調剤薬局古川駅前店（0229-24-8520）

大崎東部クリニック

まつやま調剤薬局（0229-54-1055）

4

土 尾花内科クリニック

おおさき南調剤薬局（0229-25-7121）

旭山病院

古川調剤薬局鹿島台店（0229-25-5692）

5

日 富樫クリニック

古川調剤薬局（0229-24-9622）

渡辺外科胃腸科医院

鹿島台中央薬局（0229-56-6201）

6

月 ありま小児科医院

大崎調剤薬局駅南店（0229-22-1662）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

12

日 宮里クリニック

ヨネキ薬局バイパス店（0229-21-0881）

わたなべ産婦人科内科・小児科

松山中央調剤薬局（0229-87-4851）

19

日 千葉医院

あやめ薬局（0229-22-6710）

東北整形外科大崎

東北薬局大崎（0229-25-8481）

26

日 鎌田内科クリニック

正明薬局調剤センター（0229-91-8065）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

2

日 伊藤内科小児科医院

薬局アリエス小泉店（0229-25-9234）

旭山病院

古川調剤薬局鹿島台店（0229-25-5692）

9

日 まつうら内科小児科クリニック

大崎調剤薬局古川西店（0229-22-5676）

渡辺外科胃腸科医院

鹿島台中央薬局（0229-56-6201）

日 ありま小児科医院

大崎調剤薬局駅南店（0229-22-1662）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

23

日 寛内科胃腸科クリニック

宮城調剤薬局古川駅前店（0229-24-8520）

わたなべ産婦人科内科・小児科

松山中央調剤薬局（0229-87-4851）

30

日 宮里クリニック

ヨネキ薬局バイパス店（0229-21-0881）

佐久間内科医院

さくら薬局（0229-56-9827）

7

日 みやざき内科クリニック

仙台調剤薬局古川店（0229-25-9908）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

14

日 まつうら内科小児科クリニック

大崎調剤薬局古川西店（0229-22-5676）

わたなべ皮フ科クリニック

鹿島台中央薬局（0229-56-6201）

15

月 尾花内科クリニック

おおさき南調剤薬局（0229-25-7121）

大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック

まつやま調剤薬局（0229-54-1055）

21

日 伊藤内科小児科医院

薬局アリエス小泉店（0229-25-9234）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

28

日 富樫クリニック

古川調剤薬局（0229-24-9622）

大崎東部クリニック

まつやま調剤薬局（0229-54-1055）

4

日 千葉医院

あやめ薬局（0229-22-6710）

東北整形外科大崎

東北薬局大崎（0229-25-8481）

11

日 鎌田内科クリニック

正明薬局調剤センター（0229-91-8065）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

月 ありま小児科医院

大崎調剤薬局駅南店

旭山病院

古川調剤薬局鹿島台店（0229-25-5692）

18

日 寛内科胃腸科クリニック

宮城調剤薬局古川駅前店（0229-24-8520）

渡辺外科胃腸科医院

鹿島台中央薬局（0229-56-6201）

25

日 宮里クリニック

ヨネキ薬局バイパス店（0229-21-0881）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

1

日 みやざき内科クリニック

仙台調剤薬局古川店（0229-25-9908）

わたなべ産婦人科内科・小児科

松山中央調剤薬局（0229-87-4851）

8

日 まつうら内科小児科クリニック

大崎調剤薬局古川西店（0229-22-5676）

佐久間内科医院

さくら薬局（0229-56-9827）

15

日 尾花内科クリニック

おおさき南調剤薬局（0229-25-7121）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

月 伊藤内科小児科医院

薬局アリエス小泉店（0229-25-9234）

わたなべ皮フ科クリニック

鹿島台中央薬局（0229-56-6201）

22

日 富樫クリニック

古川調剤薬局（0229-24-9622）

大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック

まつやま調剤薬局（0229-54-1055）

23

月 千葉医院

あやめ薬局（0229-22-6710）

大崎市民病院鹿島台分院

院内

29

日 鎌田内科クリニック

ヨネキ薬局バイパス店（0229-21-0881）

大崎東部クリニック

まつやま調剤薬局（0229-54-1055）

６月 16

7月

川

外 科 系

８月 12

９月 16

医療機関

秋山内科医院

岩淵胃腸科内科クリニック

天野内科クリニック

大崎市民病院鹿島台分院

近江医院

大崎西部クリニック

秋山内科医院

天野内科クリニック

岩淵胃腸科内科クリニック

大崎市民病院鹿島台分院

近江医院

大崎西部クリニック

秋山内科医院

天野内科クリニック

岩淵胃腸科内科クリニック

大崎市民病院鹿島台分院

近江医院

大崎西部クリニック

古 川

薬 局

院内

ひまわり薬局南町店（0229-53-1240）

医療機関
片倉病院

ひかり薬局古川（0229-24-8655）

せきや整形外科

古川青葉調剤薬局（0229-21-7520）

三浦病院

クラフト薬局三日町店（0229-21-1577）

いのせ医院

大崎調剤薬局大宮店（0229-22-9800）

徳永整形外科病院

院内

薬局田尻ファーマシー（0229-39-2425） 永仁会病院

院内

ひまわり薬局北町店（0229-53-1881）

ホープ薬局大崎西店（0229-87-3340）

院内

院内

ひまわり薬局北町店（0229-53-1881）

ホープ薬局大崎西店（0229-87-3340）

院内

院内

古川星陵病院

中央薬局（0229-23-6170）

三浦病院

クラフト薬局三日町店（0229-21-1577）

永仁会病院

ヨネキ薬局本店（0229-24-8060）

片倉病院

ひかり薬局古川（0229-24-8655）

徳永整形外科病院

院内

すずき脳神経外科クリニック

大崎調剤薬局東店（0229-87-3436）

三浦病院

クラフト薬局三日町店（0229-21-1577）

鴇田整形外科医院

南町調剤薬局（0229-24-7693）

院内

ひまわり薬局北町店（0229-53-1881）

ホープ薬局大崎西店（0229-87-3340）

ひかり薬局古川（0229-24-8655）

塩沢整形外科クリニック

はぎ調剤薬局（0229-24-5720）

徳永整形外科病院

院内

大崎西整形外科

西古川調剤薬局（0229-87-3830）

早坂整形外科

大崎調剤薬局南店（0229-25-7180）

片倉病院

ひかり薬局古川（0229-24-8655）

いのせ医院

大崎調剤薬局大宮店（0229-22-9800）

永仁会病院

ヨネキ薬局本店（0229-24-8060）

三浦病院

クラフト薬局三日町店（0229-21-1577）

鴇田整形外科医院

南町調剤薬局（0229-24-7693）

片倉病院

ひかり薬局古川（0229-24-8655）

早坂整形外科

大崎調剤薬局南店（0229-25-7180）

薬局田尻ファーマシー（0229-39-2425） 徳永整形外科病院

ひまわり薬局南町店（0229-53-1240）

ヨネキ薬局本店（0229-24-8060）

大崎市民病院

薬局田尻ファーマシー（0229-39-2425） 片倉病院

ひまわり薬局南町店（0229-53-1240）

薬 局

院内

すずき脳神経外科クリニック

大崎調剤薬局大宮店（0229-22-9800）

塩沢整形外科クリニック

はぎ調剤薬局（0229-24-5720）

片倉病院

ひかり薬局古川（0229-24-8655）

せきや整形外科

古川青葉調剤薬局（0229-21-7520）

永仁会病院

ヨネキ薬局本店（0229-24-8060）

三浦病院

クラフト薬局三日町店（0229-21-1577）

大崎西整形外科

西古川調剤薬局（0229-87-3830）

古川星陵病院

中央薬局（0229-23-6170）

徳永整形外科病院

院内

