禁煙を考えているあなた！
ここで一歩踏み出してみませんか？
香川県内の禁煙治療に保険が使える医療機関
禁煙に取り組みやすいように、禁煙を希望するニコチン依存症患者に対する一定期間の禁煙指導を保険適用で
行うことができるようになり、ニコチンパッチや内服薬（チャンピックス）も保険適用の対象となりました。
（2021年4月1日現在の情報です。受診の際は、事前に医療機関にお問い合わせください。）
情報元：四国厚生支局
参考サイト：日本禁煙学会ホームページ

医療機関名

郵便番号

所在地

電話番号

医療法人社団 外園医院

761-4101 小豆郡土庄町甲７３０番地の５

0879-62-0749

平井クリニック

761-4101 小豆郡土庄町字半ノ池甲１３６０番地１０５

0879-62-1701

土庄診療所

761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲１４００番地２

0879-62-1212

医療法人社団 もり内科

761-4434 小豆郡小豆島町西村甲１４６８番地１

0879-82-0075

内海平井クリニック

761-4432 小豆郡小豆島町草壁本町６０２－１８

0879-82-2701

医療法人社団 池田内科クリニック

761-4301 小豆郡小豆島町池田１番地６

0879-75-1313

小豆島中央病院

761-4301 小豆郡小豆島町池田２０６０番地１

0879-75-1121

華山ファミリークリニック

769-2323 さぬき市寒川町神前１５２６番地１

0879-23-2555

さぬき市民病院

769-2393 さぬき市寒川町石田東甲３８７番地１

0879-43-2521

医療法人社団 彰志会 志度寺診療所

769-2101 さぬき市志度１１０２番地１

087-894-1991

はらおか医院内科・循環器内科

769-2101 さぬき市志度４４５０番地３

087-814-2200

医療法人社団 江﨑医院

769-2101 さぬき市志度８７０番地２

087-894-0001

医療法人社団 溝渕内科循環器クリニック 769-2401 さぬき市津田町津田１０４８番地１

0879-42-1122

さぬき市国民健康保険津田診療所

769-2401 さぬき市津田町津田１６７３番地１

0879-23-7122

三木医院

769-2901 東かがわ市引田２２７０番地

0879-33-3034

太田病院

769-2601 東かがわ市三本松１７５８

0879-25-2673

香川県立白鳥病院

769-2788 東かがわ市松原９６３番地

0879-25-4154

医療法人社団 聖心会 阪本病院

769-2602 東かがわ市川東１０３番地１

0879-25-1121

医療法人社団 一真会 川人外科内科

761-0823 木田郡三木町大字井戸５２６番地１

087-899-1212

香川大学医学部附属病院

761-0793 木田郡三木町大字池戸１７５０番地１

087-898-5111

医療法人社団 讃陽堂 松原病院

761-0701 木田郡三木町大字池戸３２３２番地１

087-898-0620

サンポート高松クリニック

760-0019 高松市サンポート２番１号マリタイムプラザ２階 087-802-3100

医療法人社団 雙和会 クワヤ病院
医療法人社団 哲樹会 真弓内科呼吸器
科医院
医療法人社団はせ川内科循環器科医院
香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総
合病院
医療法人社団 小林内科小児科医院

760-0047 高松市塩屋町１番地４

087-851-5208

760-0062 高松市塩上町二丁目２番６号

087-835-2321

761-0113 高松市屋島西町１７３６番地

087-841-1555

761-0186 高松市屋島西町２１０５番地１７

087-841-9141

761-0113 高松市屋島西町２４８５番地６

087-843-3315

医療法人社団空会 大西内科クリニック

761-0113 高松市屋島西町２４９０番地１８

087-818-0765

医療法人社団 和広会 伊達病院

760-0076 高松市観光町５８８番地８

087-831-1701

オリーブ高松メディカルクリニック

760-0076 高松市観光町６４９番地８
高松市観光通一丁目３番地４レアーレ瓦町１０
760-0055
２
760-0029 高松市丸亀町１番地１丸亀町壱番街西館３階
高松市丸亀町１番地１高松丸亀町壱番街西館
760-0029
２階

087-839-9620

さんごの海整形外科
医療法人社団 豊永会 丸亀町クリニック
陽子レディースクリニック
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087-831-3535
087-802-6360
087-811-6607

医療機関名

郵便番号

所在地

電話番号

医療法人財団 博仁会 キナシ大林病院

761-8024 高松市鬼無町藤井４３５番地１

087-881-3631

八幡前 三好医院
医療法人社団 西高松脳外科・内科クリ
ニック
高松平和病院

760-0005 高松市宮脇町一丁目３１番５号
087-834-4800
高松市郷東町東新開１３４番地１西高松メディ
761-8031
087-832-8811
カルビルイーア２階
760-8530 高松市栗林町一丁目４番１号
087-833-8113

医療法人社団なつめ会 美術館診療所

761-8013 高松市香西東町４３３ー１

087-881-2776

医療法人社団 宮武耳鼻咽喉科クリニック 761-8014 高松市香西南町５１２番地１

087-882-8881

医療法人社団 中空医院
医療法人社団のむら内科循環器消化器ク
リニック
内科・消化器内科 佐々木クリニック
医療法人社団 三心会 くにしげ内科小児
科医院
医療法人社団 仁樹会 オサカ病院

761-8012 高松市香西本町２５６番地１

087-881-1230

761-1706 高松市香川町川東上字漆原１８０２番７

087-816-8088

761-1703 高松市香川町浅野１０３０番地１

087-840-5339

761-1703 高松市香川町浅野１３７番地１

087-889-6600

761-1703 高松市香川町浅野２７２番地

087-889-0703

医療法人社団 健愛会 あきやまクリニック 761-1701 高松市香川町大野４５９番地５

087-815-8588

医療法人社団 谷本内科医院

761-1701 高松市香川町大野９９７番地３

087-885-8500

医療法人社団 雄翔会 綾田医院

761-1402 高松市香南町由佐２１０番地１

087-879-2008

医療法人社団 いずみ内科医院

761-0104 高松市高松町１６８９番地４

087-843-1115

医療法人社団 東高松クリニック

761-0104 高松市高松町２３１０番地２

087-841-0033

医療法人社団 準星会 山下医院

769-0102 高松市国分寺町国分２１５５番地３

087-874-0077

医療法人社団 有史会 高畠病院

769-0104 高松市国分寺町新名５００番地１

087-874-3131

安田内科

769-0103 高松市国分寺町福家甲３０９１－４
087-875-2525
高松市国分寺町福家字下福家甲３８１２番１イ
769-0103
087-875-2255
オンタウン国分寺メディカルモール

こくぶ脳外科・内科クリニック
医療法人社団 わたなべ内科消化器科医
院
西風循環器科医院
高松紺屋町クリニック

760-0078 高松市今里町一丁目３０番２１号

087-833-6660

760-0027 高松市紺屋町３番地１２

087-851-0880

760-0027 高松市紺屋町５番地３

087-813-1018

わたなべ耳鼻咽喉科
761-8077
医療法人社団 立心会 高松ハートクリニッ
761-0101
ク
春日佐々木医院
761-0101
医療法人社団佳友会 タウンクリニック高松
761-0101
東
山崎内科呼吸器科医院
761-0101

高松市出作町字東原２８１番地１

087-889-8733

高松市春日町１４８番地１

087-814-5111

高松市春日町１６５０番地１

087-841-7676

高松市春日町４３８番地１

087-818-0007

高松市春日町７９９番地１

087-818-1560

内科 前田医院

760-0068 高松市松島町二丁目１７番１５号

087-863-5252

医療法人社団 川地クリニック

760-0079 高松市松縄町１１１７番地１６

087-815-2110

医療法人社団 田原内科医院
760-0079 高松市松縄町４１番地５
独立行政法人 国立病院機構 高松医療セ
761-0103 高松市新田町乙８番地
ンター
さとう内科クリニック
761-0102 高松市新田町甲２６０７番地４

087-867-1766

なりあい医院

761-8081 高松市成合町１３５７

087-885-7700

大饗内科消化器科医院

761-8081 高松市成合町７２８番地７

087-885-1233

よしまつクリニック

760-0021 高松市西の丸町２番１７号

087-811-7333

医療法人社団 三好内科医院

761-0442 高松市川島本町４３１番地５

087-848-2288

医療法人社団 慈和会 佐々木内科医院

760-0013 高松市扇町１丁目２４番５号

087-851-6688

ササキメディカルクリニック

761-8075 高松市多肥下町１５４７番地８

087-814-3339

医療法人社団よこい内科クリニック

761-8075 高松市多肥下町３５９番地１

087-869-4511

ふじもり内科・消化器内科クリニック

761-8075 高松市多肥下町４８２番地
高松市多肥上町１１１１番地１多肥メディカル
761-8076
ビル・イーア２階

087-813-6114

みつ内科・ハートクリニック
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087-841-2146
087-816-3101

087-888-3810

医療機関名

郵便番号

所在地

電話番号

医療法人社団ポラリス たむら内科
医療法人社団 修美会 綾田内科消化器
科クリニック
医療法人社団 蓮井内科医院

761-8076 高松市多肥上町１４６１番地

087-888-3311

761-8073 高松市太田下町１８７２番地２

087-864-5111

761-8074 高松市太田上町３４６番地５

087-888-1331

あおば内科クリニック

761-8074 高松市太田上町４２０番地１

087-816-1122

医療法人社団牛山クリニック

761-8041 高松市檀紙町６８番地１

087-886-0119

香川県立中央病院
医療法人社団 壽弘会 ましま内科・循環
器内科クリニック
和田内科循環器科医院

760-8557 高松市朝日町一丁目２番１号
087-811-3333
高松市朝日町二丁目２番７号Ｌ－ビルディング
760-0065
087-811-1810
２階
761-8032 高松市鶴市町２０３９番地２
087-881-7575

国家公務員共済組合連合会 高松病院

760-0018 高松市天神前４番１８号

087-861-3261

田井メディカルクリニック

761-8057 高松市田村町３３２番地４

087-866-7311

医療法人社団少将井 いがわ医院

760-0071 高松市藤塚町一丁目１１番１号

087-861-4306

塩見内科医院

760-0075 高松市楠上町一丁目９番３６号
087-862-0403
高松市楠上町二丁目３番１５号アルファメディ
760-0075
087-813-1122
カルモール２階
760-0017 高松市番町一丁目１０番３号
087-862-1231

医療法人社団裕和会こじまクリニック
医療法人社団 康生会 高松大林病院

番丁クリニック
760-0017 高松市番町五丁目９番１０号
医療法人社団啓里会 かわさきレディース
760-0017 高松市番町三丁目１９番１５号
クリニック
医療法人福生会 多田羅内科クリニック
760-0017 高松市番町三丁目３番１号

087-862-1110

地方職員共済組合 香川県庁診療所

760-8570 高松市番町四丁目１番１０号

087-831-1111

高松赤十字病院
医療法人社団 研友会 真弓皮膚泌尿器
科医院
高松市立みんなの病院
医療法人社団 慈愛会 阿部内科眼科医
院
加地医院

760-0017 高松市番町四丁目１番３号

087-831-7101

760-0048 高松市福田町１３番地３

087-821-3913

761-8078 高松市仏生山町甲８４７番地１

087-813-7171

761-0121 高松市牟礼町牟礼１００６番地３

087-845-1335

761-0121 高松市牟礼町牟礼２２番地１

087-845-9713

医療法人社団 渋谷整形外科医院

761-0121 高松市牟礼町牟礼９８６番地１

087-845-9339

のざき内科循環器科クリニック

760-0080 高松市木太町２６３１番１

087-831-5581

医療法人社団 いとうクリニック

760-0080 高松市木太町３２３８番地７

087-835-5011

高松協同病院
医療法人社団重陽会 きゅうか内科クリ
ニック
医療法人社団 仁和会 辻クリニック

760-0080 高松市木太町４６６４番地

087-833-2330

760-0080 高松市木太町５５１番地１

087-869-2200

761-0301 高松市林町１５０１番地１

087-867-2662

みやべ耳鼻咽喉科クリニック

761-0301 高松市林町４７８番地１

087-889-1133

医療法人社団 ひまわり会 はまもと医院

761-0303 高松市六条町字下所７９５番地６

087-864-6666

こはし内科・腎クリニック

763-0093 丸亀市郡家町２４４番地１

0877-58-6110

医療法人社団 田村クリニック

763-0048 丸亀市幸町一丁目５番５号

0877-22-8391

丸亀市国民健康保険 広島診療所
医療法人社団健童会 ほそだこどもクリニッ
ク
医療法人社団 おおつか内科医院
独立行政法人 労働者健康安全機構 香
川労災病院
医療法人社団 丸亀おのクリニック
医療法人社団 良亜会 アイファミリークリ
ニック
医療法人社団 里仁会 瀬戸内クリニック

763-0105 丸亀市広島町青木４８２番地

0877-29-2111

763-0051 丸亀市今津町７２６番地５

0877-58-0111

763-0072 丸亀市山北町４５１番地１

0877-22-3667

763-8502 丸亀市城東町三丁目３番１号

0877-23-3111

763-0045 丸亀市新町２番地１３

0877-22-3902

763-0092 丸亀市川西町南８２６番地

0877-28-1333

763-0091 丸亀市川西町北１８８番地１

0877-28-1511

まるがめ医療センター

763-0052 丸亀市津森町２１９番地

0877-23-5555
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087-802-5525
087-861-3730

医療機関名

郵便番号

所在地

電話番号

医療法人社団 中和会 西紋病院
医療法人社団 誠和会 中野外科胃腸科
医院
三浦内科・みちこ小児科クリニック

763-0052 丸亀市津森町５９５番地

0877-22-5205

763-0082 丸亀市土器町東三丁目６１７番地

0877-25-2525

763-0082 丸亀市土器町東七丁目８８６

0877-22-7311

医療法人社団 健粋会 吉馴医院

762-0083 丸亀市飯山町下法軍寺８５８番地

0877-98-2012

医療法人社団 大西内科循環器科医院

762-0082 丸亀市飯山町川原１０８３番地６

0877-98-2455

医療法人社団 三谷医院

763-0084 丸亀市飯野町東二１３９６番地１

0877-22-4719

医療法人社団 岸本医院

763-0073 丸亀市柞原町４８７番地

0877-22-5629

医療法人社団仁慶会 はやしクリニック
公益財団法人 香川成人医学研究所 附
属診療所 ウェルクリニック
医療法人社団 西山脳神経外科病院

763-0073 丸亀市柞原町６３３番地１

0877-23-5115

762-0005 坂出市横津町三丁目２ー３１

0877-45-2312

762-0023 坂出市加茂町５９３番地１

0877-48-3366

医療法人社団 昭龍会 国重まこと医院

762-0038 坂出市笠指町４番２８号

0877-46-5501

医療法人社団 佐藤医院

762-0032 坂出市駒止町二丁目１番３８号

0877-46-3387

医療法人社団 吉田内科医院

762-0045 坂出市元町一丁目３番１８号

0877-44-1020

まつむら内科クリニック

762-0011 坂出市江尻町１５７７番地１

0877-44-1133

北條クリニック

762-0011 坂出市江尻町７１６番地

0877-46-2201

医療法人社団 愛生会 上里医院
762-0011 坂出市江尻町８３６番地５
社会医療法人財団大樹会 総合病院回生
762-0007 坂出市室町三丁目５番２８号
病院
坂出市立病院
762-8550 坂出市寿町三丁目１番２号

0877-45-8111

医療法人社団 つちだ内科クリニック

762-0025 坂出市川津町２９８０番地

0877-46-8451

医療法人社団 小林内科胃腸科医院

762-0046 坂出市富士見町一丁目１０番１０号

0877-45-9595

医療法人社団 田所医院

765-0032 善通寺市原田町１４０８番地２

0877-62-1223

医療法人社団 幸正会 岩本内科医院

765-0071 善通寺市弘田町４９６番地１

0877-62-1075

医療法人社団 愛慈胃腸科内科医院

765-0011 善通寺市上吉田町七丁目８番９号

0877-62-7507

医療法人社団 安藤医院

765-0011 善通寺市上吉田町二丁目４番１１号

0877-62-0129

香川医療生活協同組合 善通寺診療所

765-0011 善通寺市上吉田町六丁目８番９号

0877-62-0311

石原消化器内科クリニック

765-0053 善通寺市生野町字山端１８５２番地１

0877-63-6677

医療法人社団 純心会 善通寺前田病院

765-0073 善通寺市中村町８９４番地１

0877-63-3131

医療法人社団 にしかわクリニック

765-0033 善通寺市木徳町１０７３番地６

0877-63-6500

0877-46-1011
0877-46-5131

綾川町国民健康保険綾上診療所
761-2204 綾歌郡綾川町山田下３３５２番地１
香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総
761-2393 綾歌郡綾川町滝宮４８６番地
合病院
綾川町国民健康保険 陶病院
761-2103 綾歌郡綾川町陶１７２０番地１

087-878-2002

綾川クリニック

761-2103 綾歌郡綾川町陶字中尾４５１１番地１

087-876-5151

富士クリニック

769-0205 綾歌郡宇多津町浜五番丁５３番地１

0877-49-7576

医療法人社団 小国医院

766-0021 仲多度郡まんのう町四條７７７番地

0877-75-2317

医療法人 十全会 岩﨑医院

766-0002 仲多度郡琴平町２８３番地の１

0877-75-5161

やまもと耳鼻咽喉科

766-0003 仲多度郡琴平町五條６３６番地３

0877-75-4133

医療法人社団 ひかり会 河内病院

764-0033 仲多度郡多度津町青木１３０番地１

0877-33-3113

秋山医院

764-0004 仲多度郡多度津町仲ノ町９番地６

0877-32-8326

加藤耳鼻咽喉科医院

768-0060 観音寺市観音寺町甲１２２１番地１

0875-25-1771

医療法人社団琴佳会 中央クリニック
医療法人社団 尚仁会 かもだ内科クリ
ニック

768-0060 観音寺市観音寺町甲３１３０番地１

0875-25-0755

768-0067 観音寺市坂本町七丁目１０番１０号

0875-23-4976

渡辺ハートクリニック内科

768-0012

松井病院

087-876-1145
087-876-1185

観音寺市植田町１０１０番地シークレストクリニ
0875-23-2022
カルモール２Ｆ
768-0013 観音寺市村黒町７３９番地
0875-23-2111
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所在地
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医療法人社団 石川医院

769-1611 観音寺市大野原町大野原２１１１番地１

0875-54-5511

やまじ呼吸器内科クリニック

769-1611 観音寺市大野原町大野原４１１２ー１

0875-54-5588

よねいクリニック

769-1601 観音寺市豊浜町姫浜７０３番地

0875-52-3800

三豊総合病院

769-1695 観音寺市豊浜町姫浜７０８番地

0875-52-3366

富田内科医院

768-0040 観音寺市柞田町甲９１５番地

0875-24-0180

みやしたファミリークリニック
767-0011 三豊市高瀬町下勝間２０１３番地２
医療法人社団昭慈会 藤田脳神経外科医
767-0002 三豊市高瀬町新名９７１番地１
院
医療法人社団 山地外科医院
767-0032 三豊市三野町下高瀬９２０番地１

0875-73-4976

医療法人社団 池田外科医院

769-1502 三豊市豊中町笠田笠岡２１３６番地

0875-62-3151

上枝循環器内科クリニック

769-1504 三豊市豊中町上高野１９０６番地３

0875-23-7010

医療法人社団 平林医院

769-1101 三豊市詫間町詫間４１３ー１

0875-83-2221
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0875-72-1135
0875-72-2577

