
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。

医療機関名 郵便番号 所在市町名 所在地 電話番号
八幡前　三好医院 760-0005 高松市 宮脇町1-33-9 087-834-4800
高松赤十字病院 760-0017 高松市 番町4-1-3 087-831-7101
国家公務員共済組合連合会
高松病院

760-0018 高松市 天神前4-18 087-861-3261

医療法人社団雙和会
クワヤ病院

760-0047 高松市 塩屋町1-4 087-851-5208

内科　前田医院 760-0068 高松市 松島町2-17-15 087-863-5252
塩見内科医院 760-0075 高松市 楠上町1-9-36 087-862-0403
高松平和病院 760-8530 高松市 栗林町1-4-1 087-833-8113
春日佐々木医院 761-0101 高松市 春日町1650-1 087-841-7676
独立行政法人国立病院機構
高松医療センター

761-0103 高松市 新田町乙8 087-841-2146

医療法人社団
木村内科呼吸器科医院

761-0104 高松市 高松町2310-2 087-841-0033

医療法人社団
小林内科小児科医院

761-0113 高松市 屋島西町2485-6 087-843-3315

香川県厚生農業協同組合連合会
屋島総合病院

761-0186 高松市 屋島西町1857-1 087-841-9141

医療法人社団
蓮井内科医院

761-8074 高松市 太田上町346-5 087-888-1331

医療法人社団準星会
山下医院

769-0102 高松市 国分寺町国分2155-3 087-874-0077

医療法人社団和広会
伊達病院

760-0076 高松市 観光町588-8 087-831-1701

医療法人社団
はせ川内科循環器科医院

761-0113 高松市 屋島西町1736 087-841-1555

大西内科クリニック 761-0113 高松市 屋島西町2490-18 087-818-0765
のざき内科循環器科クリニック 760-0080 高松市 木太町2631-1 087-831-5581
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512-1 087-882-8881

医療法人社団
谷本内科医院

761-1701 高松市 香川町大野997-3 087-885-8500

医療法人社団　修美会
綾田内科消化器科クリニック

761-8073 高松市 太田下町1872-2 087-864-5111

医療法人社団
川地クリニック

760-0079 高松市 松縄町507-2 087-815-2110

医療法人社団慈和会
佐々木内科医院

760-0013 高松市 扇町1-24-5 087-851-6688

医療法人社団重陽会
きゅうか内科クリニック

760-0080 高松市 木太町9区551-1 087-869-2200

山崎内科呼吸器科医院 761-0101 高松市 春日町799-1 087-818-1560
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459-5 087-815-8588

医療法人社団　仁和会
辻クリニック

761-0301 高松市 林町1501-1 087-867-2662

医療法人社団西高松りた
西高松脳外科・内科クリニック

761-8031 高松市
郷東町134-1
西高松ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ ｲｰｱ2F

087-832-8811

医療法人社団
田原内科医院

760-0079 高松市 松縄町41-5 087-867-1766

さとう内科クリニック 761-0102 高松市 新田町甲2607-4 087-816-3101

参考サイト：日本禁煙学会ホームページ

（平成２８年２月２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

香川県内の禁煙治療に保険が使える医療機関

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？
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医療機関名 郵便番号 所在市町名 所在地 電話番号
医療法人社団
木村耳鼻咽喉科医院

761-8074 高松市 太田上町420-1 087-815-3317

医療法人社団三心会
くにしげ内科小児科医院

761-1703 高松市 香川町浅野137-1 087-889-6600

田井メディカルクリニック 761-8057 高松市 田村町332-4 087-866-7311
医療法人社団
いとうクリニック

760-0080 高松市 木太町3238-7 087-835-5011

医療法人社団
ポラリスたむら内科

761-8076 高松市 多肥上町1461 087-888-3311

医療法人社団
三好内科医院

761-0442 高松市 川島本町431-5 087-848-2288

香川県立中央病院 760-8557 高松市 朝日町1-2-1 087-811-3333
西風循環器科医院 760-0027 高松市 紺屋町3-12 087-851-0880
医療法人社団　つくし会
三好外科胃腸科医院

761-0323 高松市 亀田町226-1 087-847-8888

医療法人社団　裕和会
こじまクリニック

760-0075 高松市
楠上町2-3-15
アルファメディカルモール２Ｆ

087-813-1122

財務省共済組合
高松国税局支部診療所

760-0018 高松市 天神前2-10 087-831-3111

医療法人社団
わたなべ内科消化器科医院

760-0078 高松市 今里町1-30-21 087-833-6660

医療法人社団慈愛会
阿部内科眼科医院

761-0121 高松市 牟礼町牟礼1006-3 087-845-1335

高松市民病院 760-8538 高松市 宮脇町2-36-1 087-834-2181
地方職員共済組合
香川県庁診療所

760-8570 高松市 番町4-1-10 087-831-1111

医療法人社団
ふじさわ医院

760-0054 高松市 常磐町1-3-1 087-861-3387

大響内科消化器科医院 761-8081 高松市 成合町728-7 087-885-1233
医療法人社団
いずみ内科医院

761-0104 高松市 高松町1689-4 087-843-1115

医療法人社団
美術館北通り診療所

760-0029 高松市
丸亀町13-3
 高松丸亀町商店街参番街東館４Ｆ

087-813-2220

医療法人福生会
多田羅内科クリニック

760-0017 高松市 番町3-3-1 087-861-3730

医療法人社団
阿部内科クリニック

760-0071 高松市 藤塚町1-4-11 087-813-1035

こくぶ脳外科・内科クリニック 769-0103 高松市
国分寺町福家字下福家甲3812-1
 イオンタウン国分寺メディカルモール

087-875-2255

みやべ耳鼻咽喉科クリニック 761-0301 高松市 林町字中林478-1 087-889-1133
医療法人社団
のむら内科循環器消化器クリニック

761-1706 高松市 香川町川東上字漆原1802-7 087-816-8088

医療法人社団康生会
高松大林病院

760-0017 高松市 番町1-10-3 087-862-1231

さんごの海整形外科 760-0055 高松市 観光通1-3-4 レアーレ瓦町1F102 087-831-3535
医療法人社団　雄翔会
綾田医院

761-1402 高松市 香南町由佐210-1 087-879-2008

あおば内科クリニック 761-8074 高松市 太田上町420-1 087-816-1122
医療法人社団　立心会
高松ハートクリニック

761-0101 高松市 春日町148-1 087-814-5111

医療法人社団佳友会
タウンクリニック高松東

761-0101 高松市 春日町438-1 087-818-0007

かわさきレディースクリニック 761-8031 高松市
郷東町134-1
西高松メディカルビル・イーア４Ｆ

087-832-8555

高松協同病院 760-0080 高松市 木太町4664 087-833-2330
よしまつクリニック 760-0021 高松市 西の丸町2-17 087-811-7333
内科・消化器内科　佐々木クリニック 761-1703 高松市 香川町浅野1030-1 087-840-5339
医療法人社団
牛山クリ ニック

761-8041 高松市 檀紙町68-1 087-886-0119

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359-1 087-869-4511

ササキメディカルクリニック 761-8075 高松市 多肥下町1547-8 087-814-3339
番丁クリニック 760-0017 高松市 番町5-9-10 087-862-1110
医療法人社団
渋谷整形外科医院

761-0121 高松市 牟礼町牟礼986-1 087-845-9339
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医療機関名 郵便番号 所在市町名 所在地 電話番号
医療法人社団
中央通り脳外科・内科・在宅ク リニック

760-0071 高松市 藤塚町1-11-27 087-837-8866

医療法人社団研友会
真弓皮膚泌尿器科医院

760-0048 高松市 福田町13-3 087-821-3913

太田中央医院 761-8074 高松市 太田上町894-5 087-866-8440
ましま内科・循環器内科クリニック 760-0065 高松市 朝日町2-2-7 L-ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F 087-811-1810
みつ内科・ハートクリ ニック 761-8076 高松市 多肥上町1111-1 多肥ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ・ｲｰｱ2F 087-888-3810
医療法人社団　有史会
高畠病院

769-0104 高松市 国分寺町新名500-1 087-874-3131

医療法人社団　仁樹会
オサカ病院

761-1703 高松市 香川町浅野272 087-889-0703

オリーブ高松メディカ ルクリニック 760-0076 高松市 観光町649-8 087-839-9620
加地医院 761-0121 高松市 牟礼町牟礼22-1 087-845-9713
医療法人社団
三谷医院

763-0084 丸亀市 飯野町東二1396-1 0877-22-4719

おおつか内科医院 763-0072 丸亀市 山北町451-1 0877-22-3667
医療法人社団
田村クリニック

763-0048 丸亀市 幸町1-5-5 0877-22-8391

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 0877-98-2012

医療法人社団　仁慶会
はやしクリニック

763-0073 丸亀市 柞原町633-1 0877-23-5115

独立行政法人労働者健康福祉機構
香川労災病院

763-8502 丸亀市 城東町3-3-1 0877-23-3111

医療法人社団
岸本医院

763-0073 丸亀市 柞原町487 0877-22-5629

三浦内科・みちこ小児科クリニック 763-0082 丸亀市 土器町東7-886 0877-22-7311
丸亀市国民健康保険
本島診療所

763-0223 丸亀市 本島町泊494 0877-27-3111

医療法人社団誠和会
中野外科胃腸科医院

763-0082 丸亀市 土器町東3-617 0877-25-2525

医療法人社団中和会
西紋病院

763-0052 丸亀市 津森町595 0877-22-5205

医療法人社団里仁会
瀬戸内クリニック

763-0091 丸亀市 川西町北188-1 0877-28-1511

医療法人社団
丸亀おのクリニック

763-0045 丸亀市 新町2-13 0877-22-3902

丸亀市国民健康保険広島診療所 763-0105 丸亀市 広島町青木482 0877-29-2111
医療法人社団　秀聡会
こはし内科・耳鼻咽喉科

763-0093 丸亀市 郡家町234 0877-28-6110

医療法人社団　良亜会
アイファミリークリニック

763-0092 丸亀市 川西町南826 0877-28-1333

麻田総合病院 763-0052 丸亀市 津森町219 0877-23-5555
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 0877-98-2455

医療法人社団愛生会
上里医院

762-0011 坂出市 江尻町836-5 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 0877-46-8451

坂出市立病院 762-8550 坂出市 寿町3-1-2 0877-46-5131
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

762-0005 坂出市 横津町3-2-31 0877-45-2312

国重まこと医院 762-0038 坂出市 笠指町4-28 0877-46-5501
まつむら内科クリニック 762-0011 坂出市 江尻町1577-1 0877-44-1133
北條クリニック 762-0011 坂出市 江尻町716 0877-46-2201
医療法人社団
佐藤医院

762-0032 坂出市 駒止町2-1-38 0877-46-3387

医療法人財団　大樹会
総合病院　回生病院

762-0007 坂出市 室町3-5-28 0877-46-1011

医療法人社団
小林内科胃腸科医院

762-0046 坂出市 富士見町1-10-10 0877-45-9595

医療法人社団
吉田内科医院

762-0045 坂出市 元町1-3-18 0877-44-1020

医療法人社団
西山脳神経外科病院

762-0023 坂出市 加茂町593-1 0877-48-3366
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医療機関名 郵便番号 所在市町名 所在地 電話番号
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6-8-9 0877-62-0311

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7-8-9 0877-62-7507

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894-1 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1073-6 0877-63-6500

医療法人社団　田所医院 765-0032 善通寺市 原田町1408-2 0877-62-1223
医療法人社団　安藤医院 765-0011 善通寺市 上吉田町2-4-11 0877-62-0129
石原消化器内科クリニック 765-0053 善通寺市 生野町字山端1852-１ 0877-63-6677
医療法人社団　幸正会
岩本内科医院

765-0071 善通寺市 弘田町899-1 0877-62-1075

医療法人社団尚仁会
かもだ内科クリニック

768-0067 観音寺市 坂本町7-10-10 0875-23-4976

渡辺ハートクリニック内科 768-0012 観音寺市 植田町1010 0875-23-2022
医療法人社団　石川医院 769-1611 観音寺市 大野原町大野原2111-1 0875-54-5511
三豊総合病院 769-1695 観音寺市 豊浜町姫浜708 0875-52-3366
加藤耳鼻咽喉科医院 768-0060 観音寺市 観音寺町甲1221-1 0875-25-1771
富田内科医院 768-0040 観音寺市 柞田町甲915 0875-24-0180
松井病院 768-0013 観音寺市 村黒町739 0875-23-2111
医療法人社団琴佳会
中央クリニック

768-0060 観音寺市 観音寺町甲3130 0875-25-0755

医療法人社団　彰志会
志度寺診療所

769-2101 さぬき市 志度1102-1 087-894-1991

医療法人社団
江崎医院

769-2101 さぬき市 志度870-1 087-894-0001

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1048-1 0879-42-1122

さぬき市民病院 769-2393 さぬき市 寒川町石田東甲387-1 0879-43-2521
華山ファミリークリニック 769-2323 さぬき市 寒川町神前1526-1 0879-23-2555
医療法人社団　聖心会
阪本病院

769-2602 東かがわ市 川東103-1 0879-25-1121

香川県立白鳥病院 769-2788 東かがわ市 松原963 0879-25-4154
三木医院 769-2901 東かがわ市 引田2270 0879-33-3034
太田病院 769-2601 東かがわ市 三本松1758 0879-25-2673
医療法人社団
山地外科医院

767-0032 三豊市 三野町下高瀬920-1 0875-72-2577

医療法人社団　愛有会
瀬尾医院

769-1407 三豊市 仁尾町仁尾丁898-3 0875-82-2295

医療法人社団　森クリニック 767-0031 三豊市 三野町大見甲3416 0875-72-1567
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2013-2 0875-73-4976
医療法人社団　平林医院 769-1101 三豊市 詫間町詫間405 0875-83-2221
上枝循環器内科クリニック 769-1504 三豊市 豊中町上高野1906-3 0875-23-7010
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 0875-62-3135
医療法人社団昭慈会
藤田脳神経外科医院

767-0002 三豊市 高瀬町新名971-1 0875-72-1135

医療法人社団　外園医院 761-4101 小豆郡土庄町 甲730-5 0879-62-0749
土庄町国民健康保険
土庄中央病院

761-4191 小豆郡土庄町 渕崎甲1400-2 0879-62-1211

平井クリニック 761-4101 小豆郡土庄町 字半ノ池甲1360-105 0879-62-1701
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1-6 0879-75-1313
医療法人社団　もり内科 761-4434 小豆郡小豆島町 西村甲1468-1 0879-82-0075
医療法人社団一真会　川人外科内科 761-0823 木田郡三木町 井戸526-1 087-899-1212
香川大学医学部附属病院 761-0793 木田郡三木町 池戸1750-1 087-898-5111
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3232-1 087-898-0620
富士クリニック 769-0205 綾歌郡宇多津町 浜五番丁53-1 0877-49-7576
綾川町立国民健康保険陶病院 761-2103 綾歌郡綾川町 陶1720-1 087-876-1185
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3352-1 087-878-2002
香川県厚生農業協同組合連合会
滝宮総合病院

761-2393 綾歌郡綾川町 滝宮486 087-876-1145

やまもと耳鼻咽喉科 766-0003 仲多度郡琴平町 五條636-3 0877-75-4133
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医療機関名 郵便番号 所在市町名 所在地 電話番号
医療法人　十全会
岩崎医院

766-0002 仲多度郡琴平町 琴平町283-1 0877-75-5161

秋山医院 764-0004 仲多度郡多度津町 仲ノ町9-6 0877-32-8326
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130-1 0877-33-3113

医療法人社団　小国医院 766-0021 仲多度郡まんのう町 四条777 0877-75-2317
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