
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療機関名 住所 電話番号 実施日 

中
央 

大槻スリープクリニック 

早稲町 4―1 

Sleep One ビル 2 階 526-0084 
【月～水、金曜日】 

8:30～12:00/14:30～17:30 

＊内科にて、ご予約不要で受診いただけます。お気軽にご相談ください。 

大原綜合病院 
上町６－１ 526-0318 

【月曜日】 

15:00～16:00 

【第１金曜日】 

9:00～11:00  ※要予約 

＊受診には予約が必要です。 

安斎外科胃腸科医院 
北五老内町 3－22 535-3353 

【月～水、金曜日】 

13:30～17:00 

【土曜日】 

13:30～14:30 

＊一緒に禁煙を成功させましょう。 

菊池クリニック 
花園町 7－31 535-4091 

【月、火、木、金曜日】 

9:00～12:00/15:00～19:00 

【土曜日】 

9:00～12:00/13:30～15:00 

＊「やめたいな」と思った時が、治療を始めるチャンスです。 

おぎはら泌尿器と腎のクリニック 
荒町２－１２ 515-3717 

【月、木、土曜日】 

9:30～14:00 

【水、金曜日】 

9:30～18:30   ※要予約 

＊受診には予約が必要です。受付は 30 分前までにお願いします。 

みずの内科クリニック 
新町 8－4  

ブレスビル 1F 
526-4855 

【月～水、金曜日】 

9:00～12:00/14:00～18:00 

【土曜日】 

9:00～12:00/13:00～15:00 

＊内服で禁煙が可能になりました。 

うめつ LS 内科クリニック 
松浪町 2―31 536-5225 

【月、火、木、金曜日】 

15:00～17:00 

＊禁煙治療を最後まで続けて、禁煙を成功させましょう！ 

福島赤十字病院 
八島町 7－7 534-6101 

【水曜日】 

15:00～16:00  ※要予約 

＊禁煙にチャレンジ、医師と禁煙治療を行いましょう。 

八子胃腸科内科クリニック 
八島町２－３ 533-1215 

【月～水、金曜日】 

9:00～12:00/14:00～18:00 

【土、第１・３日曜日】 

9:00～12:00 

＊予約不要で受診可能です。 

 

禁煙治療ができる！医療機関一覧 

福島市内版  

福島市内版 禁煙治療ができる！医療機関一覧は、禁煙意志のある方へ禁煙支援

を行うために、福島市と福島市医師会が共同で作成しています。 

【問合せ先】〒960-8002 福島市森合町１０－１ 

        福島市保健所 健康推進課 成人保健係 

        ☎：525-7680 FAX：525-5701    2019.5 作成 

 

   



 医療機関名 住所 電話番号 実施日 

中
央 

なかむら外科内科クリニック 

 

 

 

宮下町 15―18 
535-7518 

【月～木曜日】 

9:00～12:30/14:00～17:45 

【金曜日】 

9:00～12:30 

【土曜日】 

9:00～12:30/13:30～14:45 

＊タバコの発癌作用は明らかです。予約不要です。 

清明クリニック 

 

 

清明町３－８ 

 

 

 

521-0855 

【月、火、木、金曜日】 

9:00～12:00/15:00～17:00 

【水・土曜日】 

9:00～12:00 

＊当院では、内服薬による治療にて禁煙をサポートします。 

岩谷医院 

 

太田町 17－27 

ラ・シェール追分 1 階 

 

 

528-7770 

【月～水、金曜日】 

9:00～12:00/14:00～17:00 

【土曜日】 

9:00～14:00   ※要予約 

＊禁煙に向けスタッフ一同応援致します。 

須川診療所 

 

 

野田町１－12－72 

 

 

531-6311 

【月～水、金曜日】 

9:00～12:00/15:00～19:30 

【土曜日】 

9:00～12:00 

＊禁煙であなたと大切な人の健康を守りましょう。 

西口クリニック婦人科 

 

 

三河南町 10－5 

 

 

 

525-6388 

【月、土曜日】 

9:30～12:00/14:00～15:00 

【火～金曜日】 

9:30～12:00/14:00～18:00 

＊禁煙希望の女性を応援します。 

のだまち胃と腸のクリニック 

 

 

野田町６－２－３９ 

 

 

563-7872 

【月、火、木曜日】 

9:00～12:00/14:00～17:30 

【金、土曜日】 

9:00～12:00 

＊予約不要です。お気軽にご来院下さい。 

三河台内科 

 

 

野田町 2－4－19 

 

 

 

534-7832 

【月、火、木、金曜日】 

8:30～12:30/15:00～18:00 

【水曜日】 

8:30～12:30 

【土曜日】 

8:30～12:30/15:00～16:30 

＊本気で禁煙を希望される方はご連絡下さい。できれば予約をお願いします。 

信
夫 

 
 

 
 

 

 

あづま脳神経外科病院 
大森字柳下 16－1 546-3911 

【土曜日】 

14:00～16:30 

＊受診しての成功者が多いです。 

 

おおもり内科・循環器科クリニック 

 

 

大森字坿７９－１ 

 

 

 

544-0577 

【第２・４火曜日】 

11:00、17:00 

【第２・４金曜日】 

11:00 

＊お体が不調な方、ご相談ください。 

済生会福島総合病院 
大森字下原田 25 544-5171 

【木曜日】 

(受付)13:00～16:00 

(診療)14:30～17:00 ※要予約 

＊禁煙する方を応援します。 

西 

あらいクリニック 

 

 

荒井字弁天前１７－１ 

 

 

 

593-1020 

【月～金曜日】 

9:00～12:00/14:00～18:00 

【土曜日】 

9:00～12:00 

＊禁煙成功のために叱咤激励をします。 

南東北福島病院 

 

 

荒井北３－１－１３ 

 

 

 

593-5100 

【月、水、木曜日】 

13:30～16:30 

【金曜日】 

13:00～16:30   ※要予約 

＊禁煙したいけど自分ではやめられない方、お気軽にご相談ください。 

 



 医療機関名 住所 電話番号 実施日 

吉
井
田 

さとうクリニック内科・消化器科 
方木田字中屋敷 1－1 545-6111 

【月、火、木、金曜日】 

14:00～17:00 

【土曜日】 

14:00～15:00 

＊電子タバコよりも先ず禁煙！をお勧めします。 

福島南循環器科病院 
方木田字辻ノ内 3－5  546-1221 【火～金曜日】 

8:30～12:00 

＊当院では、禁煙補助薬を使用して、無理なく禁煙がおこなえます。 

みやざき内科循環器科クリニック 
八木田字中島 54－2 544-2622 

【月、火、木、金曜日】 

9:00～11:30/14:00～17:30 

【水曜日】 

9:00～11:30 

【第 1・3・5 土曜日】 

9:00～12:00 

＊あなたとあなたの家族のために！ 

杉
妻 

きくち医院 
太平寺字児子塚 36 546-2222 

【月、木、土曜日】 

8:45～11:30 

【火、水、金曜日】 

8:45～11:30/13:45～17:00 

＊予約なしで OK！女性医師が担当します。 

とやのクリニック 
鳥谷野字宮畑 64－1 544-1122 

【月～水、金曜日】 

9:00～12:00/14:30～17:00 

           ※要予約 

＊禁煙治療サポートします。 

東
部 

酒井内科クリニック 
岡部字中条 82－1 531-1781 

【月、火、木、金曜日】 

9:00～12:00/15:00～18:30 

【水・土曜日】 

9:00～12:00 

＊内服薬による禁煙外来を行っております。 

渡
利 

天神橋クリニック 
渡利字天神 27－1 528-1155 

【月、火、木、金曜日】 

8:30～12:00/14:30～18:00 

【水、土曜日】 

8:30～12:00 

＊本気で禁煙を考えている方は、どうぞ受診して下さい。 

わたり病院 
渡利字中江町 34 521-2056 

【火曜日】 

9:00～12:00   ※要予約 

＊一人で悩まずに、私達スタッフと一緒に禁煙に取り組みませんか！ 

蓬
萊 

 

菅野産婦人科医院 
蓬萊町 2－1－11 548-2525 

【月～水、金曜日】 

9:00～12:00/13:30～17:00 

【木、土曜日】 

9:00～12:00 

＊タバコは万病の源、早く止めよう。 

松
川 

すずきクリニック 

松川町字桜内 7－2 567-2661 

【月、火、木、金曜日】 

9:00～12:00/13:30～18:30 

【水曜日】 

9:00～12:00/13:00～16:00 

【土曜日】 

9:00～12:00/13:00～15:00 

＊喫煙は癌・呼吸器・循環器を中心に影響を与えます。 

勇気をもって禁煙治療をうけましょう。 

むらおか内科・耳鼻科・ 

整形外科クリニック 

松川町字天王原 89 567-2244 

【月、火曜日】 

9:00～11:30/15:00～18:00 

【水、土曜日】 

9:00～11:30 

【木、金曜日】 

9:00～11:30/13:30～18:00 

＊禁煙成功率の高いお薬もでてきています。お気軽にご相談下さい。 

 



 医療機関名 住所 電話番号 実施日 

飯
坂 

池田医院 
飯坂町字若葉町 5―1 542-4084 

【月～土曜日】 

(木曜日は第 1・3 のみ) 

9:00～12:00 

＊喫煙で得られる利益は何もありません。今こそ禁煙しましょう！ 

福島県農協会館診療所 

飯坂町平野字三枚長 1－1 

JA 福島ビル 1 階 554-3488 
【月～金曜日】    ※要予約 

8:30～11:30/13:00～16:00 

＊事前に電話でのご予約をお願いいたします。 

北
信 

奥野胃腸科内科医院 
瀬上町寺前 7 553-2658 

【月～水、金曜日】 

9:00～12:30/14:00～17:00 

【木、土曜日】 

9:00～12:30    ※要予約 

＊禁煙治療に向け、一緒にサポートします。 

厚生会クリニック 
鎌田字門丈壇 4－1 552-5315 

【月～金曜日】 

13:30～16:00   ※要予約 

＊内服薬にての治療となります。スタッフが全力でサポート致します。 

野田循環器・ 

消化器内科外科クリニック 

北矢野目字原田 59－5 559-1133 

【月、木曜日】 

9:00～11:00/14:00～16:00 

【水、金曜日】 

9:00～11:00/14:00～18:00 

【土曜日】 

9:00～12:00   ※要予約 

＊禁煙に成功した医師が禁煙サポートをします。 

清
水 

 

上松川診療所 
北沢又字番匠田 5 558-1111 

【月～水、金曜日】 

9:00～12:00/15:00～16:30 

【土曜日】 

9:00～12:00 

＊スタッフ全員であなたの禁煙を応援します。 

手塚クリニック 
御山字清水尻 51 535-0550 

【月、火、木、金曜日】 

9:00～12:00/14:00～18:00 

【水、土曜日】 

9:00～12:30 

＊健康のために禁煙をお勧めします。 

福島第一病院 
北沢又字成出 16－2 557-5111 

【金曜日】 

8:30～11:30  ※要予約 

＊みなさまの禁煙をしっかりサポートいたします。 

吾
妻 

笹木野みやけ内科外科 
笹木野字中小屋 16－2 559-1511 

【月～金曜日】 

9:00～12:00/15:00～17:00 

【土曜日】 

9:00～12:00 

＊禁煙サポートします！！ 

しぎはらクリニック 八島田字勝口 37 555-3331 

【月、木曜日】 

8:00～12:00/14:00～18:00 

【火、金、土曜日】 

8:00～12:00/13:30～17:00 

【水曜日】 

8:00～12:00 

＊たばこをやめたい方には協力します。 

本間内科 
笹木野字小針尻 20－5 536-0063 

【金曜日】 

14:00～18:00 

＊思い立った時、それが禁煙開始日です！ 

待井循環器科内科クリニック 南中央 1－70 533-5578 

【月～水、金曜日】 

8:30～12:00/14:30～17:30 

【土曜日】 

8:30～13:30 

＊“タバコは百害あって一利なし”です。気軽に御相談ください。 

 


