
禁煙外来　医療機関情報　【博多区】 ※並びは郵便番号順
※掲載情報は平成30年6月時点

午前 午後 午前 午後

博多 丸岡内科クリニック 812-0003
大字下臼井778-1

福岡空港第3ターミナルビル2Ｆ
626-1850 9時～12時半 14時～18時 月～土 月～金 × 不要 ×

木）午前：9時～12時　午後：15時～18時
土）9時～13時

博多 ながら医院 812-0007 東比恵3-20-1 411-2358 9時～13時 14時～18時 月～土 月火・木金 × 不要 ○
受付）午前：12時半まで　午後：17時半まで
予約）初診のみオンライン予約可　　休診日）12/28午後～1/3

博多 東比恵内科 812-0007 東比恵4-4-8 441-2623 9時～13時 14時半～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × -

博多 さかもと内科クリニック 812-0011 博多駅前2-3-7-2Ｆ 472-9477 8時半～13時 14時半～18時 月～土 月～金 × 不要 × 土）9時～13時

博多 九州総合診療クリニック 812-0011
博多駅前3-25-21

博多駅前ビジネスセンタービル1Ｆ
482-1600 8時半～12時半 13時半～16時半 月～土 月～金 × 不要 × 受付　午前：12時10分まで　午後：16時10分まで

博多 はかたペインクリニック外科・麻酔科 812-0011
博多駅前2-1-1

福岡朝日ビル6階
474-2409 9時～12時半 14時～17時半 月火・木～土 月火・木～土 × 要 × 土）午前：9時～12時　午後：13時～16時

博多 ステーションクリニック 812-0012 博多駅中央街1-1 441-5446 なし 16時のみ なし 火・金 × 要 × 毎週（火・金）　16時（1名）のみ

博多 博多筑紫口こころクリニック 812-0013
博多駅東2-5-37

博多ニッコービル4Ｆ
414-5055 9時半～12時半 14時～16時半 月・水木・土 月・水木 × 要 × 都合により，休診になる場合あり。詳しくは直接問合せ

博多 博多駅東クリニック 812-0013
博多駅東1-13-9

博多駅東113ビル2Ｆ
473-9177 9時～13時 14時～18時 月～金 月～金 ー 要 × -

博多 博多ひのきクリニック 812-0016
博多駅南1-8-34

博多駅ＰＲビル7階
477-7215 9時～13時 15時～19時 土 月火・木金 × 要 ×

博多 博多駅南とくながクリニック 812-0016 博多駅南3-18-2-1Ｆ 432-1097 9時～13時 備考参照 月～土 月～水・金土 × 不要 × (月・水・金)午後：15時～19時半 (火・土)午後：15時～17時半

博多 そえじま内科クリニック 812-0016 博多駅南4-9-21 411-4321 9時～13時 14時半～18時 月～日 月～金 × 不要 × -

博多 やまじ内科クリニック 812-0018 住吉5-18-9 292-8910 9時～12時半 14時～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × 初診受付　午前：12時まで　午後：17時まで

博多 ブックスクリニック福岡 812-0025
店屋町6-18

ランダムスクウェアビル6階
283-6852 9時～12時 14時～17時半 火～土 火～土 × 要 × 第1・3・5 木曜日：午前休診

博多 たかひら内科クリニック 812-0026 上川端町13-3 262-3903 9時～13時 14時～18時 月～土 月～水・金 × 不要 × 受付：診療終了時間の30分前まで

博多 原三信病院 812-0033 大博町1-8 291-3434 なし 13時～14時 なし 水 × 要 × -

博多 大島眼科病院 812-0036 上呉服町11-8 291-3636 9時～12時半 15時～17時半 月～土 月～金 × 要 × 第2・4土曜休診

博多 牟田内科クリニック 812-0036
上呉服町10-1

博多三井ビル地階
281-7113 9時～12時 12時～17時 月～土 月～金 × 不要 × -

博多 もとこクリニック祇園 812-0038
祇園町2-8

リアン祇園ビル2Ｆ
282-4114 9時～13時 15時～18時 月～土 月火・木 × 不要 × 診療終了時間の30分前までに来院

博多 博多祇園メンタルクリニック 812-0038
祇園町4-61

FORECAST博多祇園3階
262-6161 10時～13時半 15時～18時半 月・水～土 月・水木・土 × 要 × -

博多 千代診療所 812-0044 千代5-11-38 651-0726 なし 13時半～17時 なし 月・水 × 要 × HP：chiyoshin.com

博多 金光医院 812-0044 千代3-3-33 651-2083 9時～11時半 13時～16時半 月～土 月～水・金 × 不要 × -
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博多 籠田医院 812-0873 西春町1-2-16 501-7535 9時～13時 15時～18時 月～土 月火・木金 × 不要 ×
受付）午前：11時まで　午後：17時まで
土）9時～15時

博多 かきの脳神経外科・内科クリニック 812-0882 麦野6-22-11 558-9800 9時～12時半 14時～18時 月～木・土 月～木 × 不要 × -

博多 木原内科クリニック 812-0892
東那珂1-14-46

フォレオ博多2Ｆ
409-3337 9時～12時半 14時半～18時 月～土 月～水・金土 × 不要 × 土）午前：9時～12時半　午後：14時半～17時

博多 うちかど脳神経外科クリニック 812-0893 那珂1-2-3 477-2355 8時45分～12時半 14時～18時 月～土 月・水～金 × ー × -

博多 友田病院 812-0894 諸岡4-28-24 591-8088 9時～13時 14時～18時 月火・木 なし × 不要 × 受付）午前：8時半～11時半　午後：13時半～17時半

博多 ゆうほくクリニック 812-0894 諸岡2-13-27 231-7117 9時～12時 14時～18時 月～土 月火・木金 × 不要 × -

博多 おおた内科・泌尿器科クリニック 812-0894 諸岡1-23-21 584-1919 9時～12時半 14時～18時 月～土 月～水・金 × 不要 × （木・土）9時～13時

博多 森本医院 812-6041 吉塚1-4-14 622-1581 9時～12時 12時～17時 月～土 月火・木金 × 不要 ×
土）9時～13時　／　休診）第5土曜日
一部火曜日：外科担当医

博多 福岡県結核予防会　県庁内診療所 812-8577 東公園7-7 631-2180 9時～11時半 13時半～15時 月～金 月～金 × 不要 × -
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