お薬のことで相談したいことはありませんか？
薬のことでお困りのことがあれば、薬局までお気軽にご相談ください！
Q：どこに相談すればいいの？
A:まずはいつも利用している「かかりつけの薬局」へ相談してください
Q：かかりつけの薬局はないのだけど・・・
A:下記のリストから自宅近くの薬局へ電話相談してください

「休日・夜間お薬電話相談対応薬局リスト」

小学校
志津区
志津南
志津南
志津南
草津第二
草津第二
渋川
老上
老上
老上
老上
老上
老上西
老上西
玉川
玉川
玉川
玉川
南笠東
笠縫東
笠縫東
笠縫東
笠縫東
常盤
葉山東
葉山
大宝
大宝
大宝西
大宝西
大宝東
大宝東
治田西
治田西
治田東
治田東
治田
金勝

令和 3 年 3 月現在
薬局名
住所
時間外連絡先
草津市追分 3 丁目 1-7
追分口プラス薬局
077-535-5991
草津市若草 5 丁目 13-3
プラス薬局
077-561-0988
ハーモニー薬局・かがやき店 草津市追分南 2 丁目 11-7
077-561-5155
草津市追分南 4 丁目 6-24
ハーモニー薬局・追分店
077-596-3680
草津市西大路町 4-32
ハーモニー薬局・草津店
077-563-7301
草津市西大路町 7 番 7 号ﾕﾆﾊｲﾑ草津 ﾕﾄﾘｵふれあい館 1F
日本調剤草津薬局
077-562-4539
1 丁目 2-26 ｻﾞ･草津ﾀﾜｰ
2階
ティエス調剤薬局 草津駅前 草津市渋川
077-561-2509
ﾕﾆﾊｲﾑ草津 ﾕﾄﾘｵふれあい館
1F
草津市矢橋町
104-3
ひだまり薬局
077-584-5711
店
草津市南草津二丁目 7 番 22
アイセイ薬局 南草津店
077-567-6121
草津市南草津 2 丁目 4-3
うさぎ調剤薬局 南草津店
077-561-5152
草津市南草津 3 丁目 1-14
南草津プラス薬局
077-532-1245
草津市南草津
5
丁目
6-1
エリー薬局 南草津店
077-584-4620
草津市矢橋町 1565-1
ティエス調剤薬局 矢橋店
077-566-7707
草津市矢橋町 1613-1
みどり薬局 草津店
077-562-3148
草津市野路 1 丁目 6-5 ｻﾝｺｰﾄ南草津 1F
ティエス調剤薬局 南草津店
077-561-7425
草津市野路 1 丁目 6-5
ドリーム薬局 南草津店
077-569-5630
草津市野路 1 丁目 14-47 南草津 NT ﾋﾞﾙ 1-B
ムラセ薬局 南草津店
077-563-4300
草津市野路 5 丁目 4-1
ティエス調剤薬局 野路店
077-567-1050
フロンティア薬局 滋賀医大 草津市笠山 7 丁目 6 番 53 号
077-516-7776
草津市野村 6 丁目 1-3 ｺﾝﾌｫｰﾚ T1･1F
なの花薬局
草津野村店
077-566-5011
店
草津市野村
8
丁目
9-38
ティエス調剤薬局 野村店
077-566-2313
草津市駒井沢町字新堂前 405-2
こまいざわ薬局
077-584-4081
草津市新堂町
49-5
さわだ薬局
077-568-3910
草津市穴村町 314-1
もも薬局 穴村店
077-568-8525
栗東市手原 5 丁目 6-14
つなぐ薬局 栗東店
077-552-8968
栗東市大橋 2 丁目 7-4
ふれあい薬局・栗東
077-554-8755
栗東市霊仙寺 1 丁目 1-53
なの花薬局 栗東大宝店
077-553-5211
栗東市綣 2 丁目 4-5
スズキ調剤薬局 栗東駅前店
080-5337-4222
栗東市小平井 3 丁目 2-24
クオール薬局 こびらい店
080-2476-2389
栗東市霊仙寺 1 丁目 1-46
凡凡薬局東店
077-554-2368
栗東市綣 1 丁目 10-12
マロン薬局
090-1226-1403
栗東市野尻
440-4
みのり薬局
077-554-7644
栗東市中沢二丁目 5 番 53 号
つばさ薬局 中沢店
077-599-1068
栗東市小柿 6 丁目 1-41-1-1
スマイル薬局
077-552-6923
栗東市安養寺 1 丁目 1-20-102 ｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 1 階
スズキ薬局 栗東店
080-5315-8122
栗東市安養寺 3 丁目 11-11
どんぐり薬局 安養寺店
077-576-5267
栗東市岡 195-4
はな薬局 栗東店
090-4497-2342
栗東市御園 1829-2
凡凡薬局 御園店
077-559-2121

一般社団法人びわこ薬剤師会 TEL：077-599-3525
地域住民の薬相談に関するセーフティネット維持の観点から
かかりつけの薬局をお持ちでない方を対象に対応いたします。

