
禁煙外来　医療機関情報　【城南区】 ※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

城南 かとうクリニック 814-0103 鳥飼5-4-12 832-8558 9時～12時45分 14時～17時45分 月～土 月～水・金土 × 要 × 初回診療）午後の予約希望　　土）15時45分まで

城南 にしのクリニック 814-0104 別府4-1-25 834-5898 9時～12時半 14時～18時 月～土 月火・木～土 × 不要 × 土）午後：14時～17時

城南 内藤胃腸科外科クリニック 814-0104 別府7-7-30 845-7110 9時～13時 14時～18時 月～土 月～水 × 不要 × 土）9時～14時

城南 トータルケア　やまさきクリニック 814-0111 茶山4-14-15 407-1288 9時～12時半 14時～17時半 月火・木～土 月～金 × 要 ×
出来れば要予約
水）午後：14時～18時

城南 上川路クリニック 814-0111 茶山1-1-12 851-5222 9時～12時半 14時～18時 月～土 月火・木金 × 不要 × 診療時間の30分前までに来院

城南 横山内科医院 814-0113 田島4-22-40 862-0550 8時半～12時 13時半～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × 水・土）午前：8時半～12時半

城南 とうじょう内科・循環器クリニック 814-0113 田島1-15-59 836-7207 9時～12時半 14時～18時 月～土 月火・木金 × 不要 × -

城南 たけだ耳鼻咽喉科医院 814-0114 金山団地50-1 872-5533 9時～12時半 14時半～18時 月～水・金土 月～水・金 × 要 × 土）9時～14時

城南 さかき内科・胃腸科クリニック 814-0121 神松寺1-2-30 862-7622 9時～13時 14時半～18時 月～土 月～水・金 × 要 × -

城南 しげた消化器科・外科医院 814-0123 長尾1-19-1 865-6655 9時～13時 14時半～18時 月～土 月～水・金 × 要 × -

城南 かわなみ内科 814-0123 長尾3-27-1 534-4171 9時～12時半 14時～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × -

城南 もとむらクリニック 814-0132 干隈2-8-28 404-1584 8時半～12時半 14時～18時 月～土 月～金 × 不要 ×
受付）午前：12時まで　午後：17時半まで
土）診療：14時まで   受付：13時半まで（昼休みなし）

城南 田中宏明・内科胃腸科クリニック 814-0142 片江4-1-6 864-0007 9時～12時半 15時～17時半 月～土 月～水・金 × 不要 × 左記の時間は受付時間

城南 さくら病院　 814-0143 南片江6-2-32 864-1212 11時～12時 16時～17時 金 火 × 要 × -

城南 原クリニック 814-0144 梅林4-21-23 872-7007 9時～12時半 14時～18時 月～土 月～金 × 不要 × -

城南 瀬戸循環器内科クリニック 814-0144 梅林2-27-13 874-1877 9時～12時半 14時～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × -

城南 平川耳鼻咽喉科クリニック 814-0151 堤1-1-1 865-1287 9時～12時半 14時半～18時 月～土 月火・木金 × 不要 × -

城南 江下内科クリニック 814-0153 樋井川1-6-26 871-2225 9時～12時半 15時～18時 月～土 月～金 × 不要 ×
禁煙外来は時間を要するので予約不要
午前：12時まで，午後：17時までに来院希望

城南 おごう外科胃腸科　 814-0153 樋井川2-9-15 865-2700 9時～12時半 14時～18時 月～土 月～金 × 不要 × 土）9時～13時
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城南 東油山クリニック 814-0155 東油山1-3-8 407-3412 9時～12時半 14時～18時 月～土 月～水・金 × 不要 × -

城南 つのだ泌尿器科医院 814-0155 東油山1-3-30 863-9717 9時～13時 14時～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × -

城南 福岡大学病院 814-0180 七隈7-45-1 801-1011 なし 14時～15時半 なし 火 × 要 × -
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