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2021年下半期休日当番薬局予定表（令和3年７月4日～令和4年１月３日）
月

日

曜日

2021/7/4

日曜日

2021/7/11

日曜日

2021/7/18

日曜日

2021/7/22

木曜日

内科系
茂木内科医院
本通り１丁目7-12 61-0222
田郷医院
さくら通り3丁目14-25

海の日
2021/7/23

金曜日

スポーツの日
2021/7/25

日曜日

2021/8/1

日曜日

2021/8/8

日曜日

山の日
2021/8/9

月曜日

振替休日
2021/8/15

日曜日

2021/8/22

日曜日

2021/8/29

日曜日

2021/9/5

日曜日

2021/9/12

日曜日

2021/9/19

日曜日

2021/9/20

月曜日

敬老の日
2021/9/23

木曜日

秋分の日
2021/9/26

日曜日

2021/10/3

日曜日

2021/10/10

日曜日

2021/10/17

日曜日

2021/10/24

日曜日

2021/10/31

日曜日

2021/11/3

水曜日

文化の日
2021/11/7

日曜日

2021/11/14

日曜日

2021/11/21

日曜日

2021/11/23

火曜日

勤労感謝の日
2021/11/28

日曜日

2021/12/5

日曜日

72-7282

黄木医院
上江釣子15-60-2 77-2211
むらさきのクリニック
村崎野15-150-1 71-3555
すがい胃腸科内科クリニック
上江釣子7-98-1 71-5577
ちとせ医院
大通り２丁目1-22 63-3780
小豆嶋胃腸科内科クリニック
本通り４丁目13-6 65-6006
やご内科・循環器クリニック
上野町５丁目5 ７２-７７1７
及川脳神経内科クリニック
立花10-28-1 65-3811
しゅういちろう内科クリニック
村崎野17-167-3 72-6567
坂の上野田村太志クリニック
上野町４丁目2-15 65-1111
日高見中央クリニック
北鬼柳22-46 61-0888
きたかみ駅前内科クリニック
大通り１丁目3-1 2F 61-3372
立正堂医院
相去町西野32-1 67-2708
さくらの内科クリニック
大曲町7-20 61-5060
かさい睡眠呼吸器クリニック
堤ヶ丘１丁目9-32 61-6590
中島医院
中野町３丁目2-8 65-6151
みなみ内科クリニック
鬼柳町荒高35-1 62-3730
北上駅前さいとう心療内科医院
大通り1丁目3-1-4F 61-4820
ちとせ医院
大通り２丁目1-22 63-3780
小豆嶋胃腸科内科クリニック
本通り４丁目13-6 65-6006
やご内科・循環器クリニック
上野町５丁目5 ７２-７７1７
及川脳神経内科クリニック
立花10-28-1 65-3811
きたかみ腎クリニック
柳原町4丁目15-9 61-5700
坂の上野田村太志クリニック
上野町４丁目2-15 65-1111
室岡医院
大通り３丁目５-6 6３-３３１１
芳野内科医院
本通り１丁目3-22 65-1811
いしかわ内科クリニック
大堤南１丁目1-25 67-2288
いとう内科胃腸科医院
大通り３丁目1-9 64-1795
茂木内科医院

外科系
みやもと皮ふ科クリニック
柳原町５丁目１２－９ 61-4112
大内整形外科医院
本通り４丁目12-10 63-7230
松浦脳神経外科
常盤台１丁目21-10 65-2332
小野寺こども医院
村崎野15-354-2 81-6660
ひらのこどもクリニック
上江釣子17-219-1 71-5800
きたかみ皮膚科スキンケアクリニック

薬局
佐藤薬局
本通り1丁目8-33 63-3141
さくら通り薬局
さくら通り3丁目3-10 72-5155
キセキレイ薬局
上江釣子15-57-2 72-7735

ウィル調剤薬局
上江釣子7-97-1 71-5533
さくら調剤薬局
若宮町2丁目2-39 63-8822

大曲町1-2 64-6003
安部医院
大通り１丁目11-23 64-2927
斎藤医院
とんぼ薬局
川岸３丁目21-38 64-0021
北上市上野町5-1-14 61-0101
小野寺こども医院
さわやか薬局
村崎野15-354-2 81-6660
立花10-48-7 65-5000
大内眼科クリニック
柳原町４丁目17-39 64-0100
斎藤産婦人科医院
まごころ薬局
諏訪町２丁目6-37 64-2136
上野町4丁目3-22 61-6600
前田皮膚科医院
すずらん薬局
新穀町２丁目1-17 64-0770
北鬼柳22-36-11 61-2277
さやかクリニック
飯豊20-123-1 72-7228
たまだ江釣子クリニック
ほのぼの薬局
上江釣子16-129-1 77-5656
相去町相去51 71-2727
わたなべ脳神経外科クリニック
かたくり薬局
町分18-96-1 65-5777
大通り４丁目３-１ 61-3351
とどり小児科医院
かすみそう薬局
大通り４丁目3-5 64-1603
堤ヶ丘１丁目9-8 62-3801
いとう小児科クリニック
すずらん薬局
さくら通り1丁目5-11 61-5155
北鬼柳22-36-11 61-2277
藤田眼科医院
日本調剤 北上薬局
上江釣子17-204 71-5222
鬼柳町荒高３３−１ 62-7272
よしだ整形外科クリニック
おでんせ薬局
鬼柳町荒高34-1 62-5525
大通り1-3-1 1F 65-5551
ささもり耳鼻咽喉科医院
さくら調剤薬局
柳原町３丁目11-16 64-6644
若宮町2丁目2-39 63-8822
菅整形外科医院
上江釣子16-51-2 77-5110
千田クリニック
とんぼ薬局
大堤北１丁目５－８ 71-2455
北上市上野町5-1-14 61-0101
しゅういちろう内科クリニック
さわやか薬局
村崎野17-167-3 72-6567
立花10-48-7 65-5000
ひらのこどもクリニック
まちぶん調剤薬局
上江釣子17-219-1 71-5800
柳原町4丁目15-8 65-7810
いわぶち脳神経クリニック
まごころ薬局
さくら通り2丁目2-25 65-3661
上野町4丁目3-22 61-6600
斉藤整形外科
コノハ薬局
諏訪町２丁目6-41 65-3441
大通り2丁目396 61-0575
みずかわ耳鼻咽喉科医院
かえで薬局
上江釣子15-213 7２-6760
本通り１丁目５－４ ６５－３３６１
根本小児科医院
ツルハドラッグ大堤店
芳町6-5 63-4687
大堤南１丁目1-24 67-6324
みやもと皮ふ科クリニック
コノハ薬局
柳原町５丁目１２－９ 61-4112
大通り2丁目396 61-0575
大内整形外科医院
佐藤薬局

薬局
つくし薬局 柳原店
柳原町5-12-16 62-5611

中部病院前 薬局
さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2 81-4545
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
村崎野17地割22番1 68-4976
常盤台薬局
銀河薬局 村崎野店
常盤台1丁目22-21 61-2121
村崎野17-171 66-7121
あい薬局 村崎野店
さくら薬局北上村崎野店
村崎野15-354-3 71-1101
村崎野17-170-2 81-4545
あんず薬局
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
上江釣子17-218-2 71-5665
村崎野17地割22番1 68-4976
とちのき薬局
銀河薬局 村崎野店
大通り３丁目8-12 61-3886
村崎野17-171 66-7121
いずみ薬局
さくら薬局北上村崎野店
青柳町1丁目5-10 63-7353
村崎野17-170-2 81-4545
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
村崎野17地割22番1 68-4976
あい薬局 村崎野店
銀河薬局 村崎野店
村崎野15-354-3 71-1101
村崎野17-171 66-7121
おおぞら薬局
サンケア薬局 県立中部病院前店
柳原町4丁目15-29 65-2202
村崎野17-167-1 62-3331
さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2 81-4545
あかり薬局 新穀町店
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
新穀町2丁目3-26 72-8806
村崎野17地割22番1 68-4976
リリィ薬局 北上店
銀河薬局 村崎野店
飯豊20-123-1 72-6691
村崎野17-171 66-7121
イオン薬局 江釣子店
さくら薬局北上村崎野店
北鬼柳１９－６８ 62-7001
村崎野17-170-2 81-4545
銀河薬局 北上店
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
町分18-88-1 72-6388
村崎野17地割22番1 68-4976
かたくり薬局
銀河薬局 村崎野店
大通り４丁目３-１ 61-3351
村崎野17-171 66-7121
すくらむ薬局
さくら薬局北上村崎野店
さくら通り1丁目5-7 61-3388
村崎野17-170-2 81-4545
あんず薬局
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
上江釣子17-218-2 71-5665
村崎野17地割22番1 68-4976
日本調剤 北上薬局
銀河薬局 村崎野店
鬼柳町荒高３３−１ 62-7272
村崎野17-171 66-7121
おおぞら薬局
さくら薬局北上村崎野店
柳原町4丁目15-29 65-2202
村崎野17-170-2 81-4545
くるみ薬局
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
上江釣子16-151-1 72-5017
村崎野17地割22番1 68-4976
つくし薬局 大堤店
銀河薬局 村崎野店
大堤北１丁目6-30 67-0211
村崎野17-171 66-7121
サンケア薬局 県立中部病院前店
村崎野17-167-1 62-3331
あんず薬局
さくら薬局北上村崎野店
上江釣子17-218-2 71-5665
村崎野17-170-2 81-4545
きたかみ中央薬局
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
さくら通り２丁目2-28 65-7550 村崎野17地割22番1 68-4976
ファースト調剤薬局
銀河薬局 村崎野店
諏訪町２丁目5-42 61-3023
村崎野17-171 66-7121
つくし薬局 江釣子店
さくら薬局北上村崎野店
上江釣子15-135-3 72-6646
村崎野17-170-2 81-4545
ひまわり薬局
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
芳町7-20 63-6877
村崎野17地割22番1 68-4976
つくし薬局 柳原店
銀河薬局 村崎野店
柳原町5-12-16 62-5611
村崎野17-171 66-7121
さくら薬局北上村崎野店

薬局

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11 61-2277
すずらん薬局
北鬼柳22-36-11 61-2277

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11 61-2277

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11 61-2277

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11 61-2277

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11 61-2277

2021/12/12

日曜日

2021/12/19

日曜日

2021/12/26

日曜日

本通り１丁目7-12 61-0222
田郷医院
さくら通り3丁目14-25

72-7282

本通り４丁目12-10 63-7230
松浦脳神経外科
常盤台１丁目21-10 65-2332

黄木医院
上江釣子15-60-2 77-2211
むらさきのクリニック
村崎野15-150-1 71-3555

きたかみ皮膚科スキンケアクリニック

ちとせ医院
大通り２丁目1-22 63-3780
小豆嶋胃腸科内科クリニック
本通り４丁目13-6 65-6006
やご内科・循環器クリニック
上野町５丁目5 ７２-７７1７
及川脳神経内科クリニック
立花10-28-1 65-3811
しゅういちろう内科クリニック
村崎野17-167-3 72-6567
坂の上野田村太志クリニック
上野町４丁目2-15 65-1111

たまだ江釣子クリニック
上江釣子16-129-1 77-5656
わたなべ脳神経外科クリニック
町分18-96-1 65-5777
藤田眼科医院
上江釣子17-204 71-5222
とどり小児科医院
大通り４丁目3-5 64-1603
前田皮膚科医院
新穀町２丁目1-17 64-0770
さやかクリニック
飯豊20-123-1 72-7228

大曲町1-2 64-6003
安部医院
大通り１丁目11-23 64-2927

本通り1丁目8-33 63-3141
さくら通り薬局
さくら通り3丁目3-10 72-5155
キセキレイ薬局
上江釣子15-57-2 72-7735

常盤台薬局
常盤台1丁目22-21 61-2121
とちのき薬局
大通り３丁目8-12 61-3886
いずみ薬局
青柳町1丁目5-10 63-7353

村崎野17-170-2 81-4545
中央調剤薬局岩手県立中部病院前支店
村崎野17地割22番1 68-4976
銀河薬局 村崎野店
村崎野17-171 66-7121
さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2 81-4545

年末年始シフトは後日追加があります。

中部病院前
2021/12/29

水曜日

2021/12/30

木曜日

2021/12/31

金曜日

2022/1/1

土曜日

元旦
2022/1/2

日曜日

2022/1/3

月曜日

さくら調剤薬局
若宮町2丁目2-39 63-8822

とんぼ薬局
北上市上野町5-1-14 61-0101
さわやか薬局
立花10-48-7 65-5000

まごころ薬局
上野町4丁目3-22 61-6600

イオン薬局 江釣子店
北鬼柳１９－６８ 62-7001
銀河薬局 北上店
町分18-88-1 72-6388
あんず薬局
上江釣子17-218-2 71-5665
かたくり薬局
大通り４丁目３-１ 61-3351
あかり薬局 新穀町店
新穀町2丁目3-26 72-8806
リリィ薬局 北上店
飯豊20-123-1 72-6691

薬局

サンケア薬局 県立中部病院前店
村崎野17-167-1 62-3331

済生会病院前

薬局

カワチ薬局 北上店
北鬼柳32-15 64-1560
カワチ薬局 北上店
北鬼柳32-15 64-1560
サカモト薬局 北上店
大通り３丁目１１-２６ 62-6466
サカモト薬局 北上店
大通り３丁目１１-２６ 62-6466
テルス調剤薬局
九年橋３丁目17-17 61-3757
テルス調剤薬局
九年橋３丁目17-17 61-3757

