
 

     
 

 

  

 

 
 
 

 

   

禁煙 

補助薬 

ニコチンガム ニコチンパッチ（貼り薬） バレニクリン（飲み薬）

   

入手先 薬 局 薬 局・医療機関等 医療機関（禁煙治療） 

価格 10 個入り  1,000 円前後

20 個入り  2,000 円前後

7枚入り 3,000 円前後 

14 枚入り 5,500 円前後 
 

禁煙治療費

の目安 

 保険適用（３割負担）の場合

約 12,000 円 前後 

保険適用（３割負担）の場合

約 20,000 円 前後 

「タバコにしばられない生活」をめざしませんか？ 

禁煙はあなたのやりたい方法で 

「いつからでも、何度でも、どこででも」 

●禁煙のためのお薬は色々な種類があります● 

 
 

禁煙治療は条件によっては保険適用になり、治療にかかる
費用を抑えることができます。禁煙補助剤を利用し、お医者
さんの助言を受けながら、最後まで治療を受けた人では、 
約 2人に 1人が禁煙に成功しています。 
ぜひお気軽に、お近くの禁煙外来へ足を運んでみませんか？ 
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佐賀中部保健福祉事務所 健康指導担当 TEL 0952-30-1905 

受動喫煙対策推進マスコット 
「けむいモン」 

～５月３１日から６月６日は「禁煙週間」です～ 

禁煙成功率がぐんと上がる！ 

お医者さんと一緒に禁煙にチャレンジ！ 「はじまっています、 

受動喫煙対策。」 

◆2020 年 4 月 1 日より、多くの施設に 

おいて建物内が原則禁煙になりました◆ 
健康増進法の一部を改正する法律により、望ま
ない受動喫煙を防止するための取組は、マナー 
からルールへと変わりました 

 
① 多くの施設において屋内が原則禁煙に 

② 20 歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止に 

③ 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に 

④ 喫煙室には標識掲示が義務付けに 

 

【受動喫煙に関するご意見等はこちらへ】 

📞フリーダイヤル：0120-909-074 

（※受付時間 平日：9：00～17：00） 

治療回数が多いほど 
禁煙成功率 UP！ 

出典：平成 28 年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成 29 年度調査）
ニコチン依存症管理料による禁煙治療の効果等に関する調査報告書 



地区 医療機関名称 医療機関所在地（住所） 電話番号
高柳内科・整形外科 佐賀市嘉瀬町大字十五２２９１番地１ 0952-23-6563
医療法人 秀裕会 池田内科皮膚科医院 佐賀市嘉瀬町大字扇町２３８３番地 0952-23-0239
佐賀県医療センター好生館 佐賀市嘉瀬町中原４００番地 0952-24-2171
ながえ内科クリニック 佐賀市開成１丁目４番２号 0952-30-2211
福岡病院 佐賀市開成６丁目１４番１０号 0952-31-4611
佐賀県医療生活協同組合 神野診療所 佐賀市神野東四丁目１０番５号 0952-31-1060
医療法人 えとう内科・循環器内科 佐賀市神野東四丁目３番１９号 0952-33-8177
木下医院 佐賀市久保泉町上和泉２２３２番地１ 0952-98-0135
ひさのう循環器・内科 佐賀市鍋島１丁目５番１号 0952-33-0020
おおいし脳・神経リハクリニック 佐賀市鍋島町大字森田６０５−５ 0952-37-8126
佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島５丁目１番１号 0952-31-6511
医療法人 九曜会 こが内科こどもクリニック 佐賀市⻄与賀町大字厘外８５９番地１５ 0952-24-0541
しらみず診療所 佐賀市駅前中央二丁目７番１９号 0952-34-1120
⿊沢内科医院 佐賀市北川副町大字光法１５９７番地 0952-26-1723
医療法人 正和会 志田内科 佐賀市水ケ江二丁目７番２３号 0952-23-3720
ぶどうの木クリニック 佐賀市水ケ江１丁目７０−９ 0952-20-0899
池田内科・消化器科 佐賀市若宮３−１−２４ 0952-31-1222
やつぎ外科内科クリニック 佐賀市⻑瀬町９番２５号 0952-23-2895
松永内科医院 佐賀市高木瀬⻄１丁目３番２５号 0952-31-1940
医療法人社団 敬愛会 佐賀記念病院 佐賀市高木瀬町大字⻑瀬１２４０番地１ 0952-31-7771
医療法人かたえ内科・呼吸器クリニック 佐賀市高木瀬町⻑瀬１２４５番地３ 0952-36-6200
みね内科循環器科クリニック 佐賀市高木瀬町大字東高木２３１−１２ 0952-37-3986
矢ヶ部医院 佐賀市木原三丁目２番１１号 0952-29-6121
産婦人科 なかなみクリニック 佐賀市木原１丁目２４番３８号 0952-28-5277
医療法人 笙船会 飯盛内科 佐賀市多布施２丁目６番２４号 0952-23-2095
統合医療 やまのうち小児科・内科 佐賀市兵庫北５丁目８−７−２ 0952-33-8500
医療法人 夢咲クリニック 佐賀市兵庫北一丁目８番２３号 0952-20-1515
独立行政法人地域医療機能推進機構 佐賀中部病院 佐賀市兵庫南３丁目８番１号 0952-28-5311
しげた総合診療クリニック 佐賀市大和町大字川上３２３−１ 0952-64-9800
満岡内科クリニック 佐賀市大和町大字尼寺８４８番地１１ 0952-51-2922
ふじおか病院 佐賀市大和町大字尼寺２６８５番地 0952-62-2200
溝口クリニック 佐賀市大和町大字川上５２８３番地３ 0952-51-2661
医療法人 山口内科クリニック 佐賀市大和町大字久池井９８７番地４ 0952-62-9885
坂井医院 佐賀市川副町大字犬井道６１５番地ロ 0952-45-0040
医療法人 源勇会 枝國医院 佐賀市川副町大字早津江２６５番地２ 0952-45-1521
さとうクリニック 佐賀市川副町大字南里３７２番地１ 0952-45-8000
鶴田内科循環器科医院 佐賀市川副町大字小々森９６０番地７ 0952-45-7567
江頭クリニック 佐賀市川副町大字鹿江９９０番地１ 0952-45-1311
いのうえ内科泌尿器科クリニック 佐賀市久保田町大字徳万１６３９番地１ 0952-68-2466
佐賀市立国⺠健康保険三瀬診療所 佐賀市三瀬村藤原３８８２番地６ 0952-56-2001
独立行政法人国立病院機構 佐賀病院 佐賀市日の出一丁目２０番１号 0952-30-7141
中原胃腸科内科 佐賀市城内一丁目５番９号 0952-29-8008
医療法人 南里泌尿器科医院 佐賀市松原三丁目２番３３号 0952-23-5911
豊田医院 小城市小城町畑田２１８６番地７ 0952-72-2031
伊東医院 小城市小城町２７８番地 0952-73-3235
医療法人 野田好生医院 小城市小城町栗原５番地４ 0952-72-3232
徳富医院 小城市芦刈町三王崎３１６番地３ 0952-66-1547
まなべ消化器内科クリニック 小城市三日⽉町⻑神田２１７３番４ 0952-72-3636
医療法人 まえだ脳神経外科・眼科クリニック 小城市三日⽉町⻑神田２１７３番地２ 0952-72-6101
医療法人 ひらまつ病院 小城市小城町１０００番地１ 0952-72-2111
おおしまクリニック 小城市牛津町乙柳１０９６番地１ 0952-66-0314
江口病院 小城市三日⽉町⾦田１１７８−１ 0952-73-3083
小城市⺠病院 小城市小城町松尾４１００番地 0952-73-2161
医療法人 剛友会 諸隈病院 多久市北多久町大字多久原２４１４番地７０ 0952-74-2100
医療法人 江口医院 多久市東多久町大字別府５３１８番地１ 0952-76-2137
医療法人社団 諸江内科循環器科医院 多久市北多久町大字小侍６０４番地 0952-75-3880
佐賀県医療生活協同組合 多久生協クリニック 多久市東多久町大字別府３２４５−５ 0952-76-3177
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お近くの禁煙外来一覧（※予約が必要な場合がありますので事前に電話でご確認ください） 


