
禁煙チャレンジ
応援ブック
禁煙は愛
（禁煙指導実施医療機関案内）

がんだけでない「たばこ」の害を知ってください

健康な生活を送っていただけるように、皆さまの禁煙を

堺市と堺市医師会は応援しています

（この冊子には日本医師会の「禁煙は愛」を掲載しています）
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●健康都市堺をめざして

●堺市内禁煙外来実施医療機関名簿

●The End
●煙草やめ、美声を取り戻す
●卒煙の道
●グッバイたばこ
●さらばタバコと言おう
●ありがとう禁煙
●禁煙一直線
●たばこのないまち堺（喫煙のないまち堺）
●その一本　やめるの大変　吸うの簡単
●禁煙は自身、家族、友の為！
●喫煙は　害あって　益なし
●煙を捨て、一生元気！！
●喫煙所以外は禁煙を守りましょう
●タバコは百害あって一利なし

●スモークフリー堺市！
●禁煙は自分への愛であり、
　周りの人への愛です！
●喫煙に百害あって一利なし
●一緒に守る、安心な空気と皆の健康
●煙のないお家にしませんか
●美味しい空気で肺を満たそう
●禁煙で延ばそう健康寿命
●あなたの命はみんなの命
●元気で長生きを目指せ、禁煙で
●禁煙はあなたと家族と
　社会のため

堺市医師会会員の先生方からの禁煙メッセージ

堺市では健康寿命を延伸して、元気でともに生きる「健康都市・堺」をめざしています。
健康な生活を送るためには、たばこを吸わないことが一番です。
現在吸っている人も、禁煙することによって、がんなどの病気のリスクを下げ、寿命を
取り戻すことができます。
いくつになっても禁煙が遅すぎることはありません。
まずは禁煙を実行してみましょう。
禁煙は医療機関と共に取り組むことが有効です。
ぜひ、お近くの禁煙外来で相談してみてください。
たばこの煙は少しの量でもまわりの人の健康に被害を及ぼします。
堺のまちから受動喫煙をなくしていきましょう。

あなたのため、そばにいる人のため 禁煙は愛 （日本医師会発行）

あなたの周りにいる大切な人達をたばこの被害者に
させないために

たばこを吸うと、さまざまな健康被害の原因に！

誰かのたばこの煙を吸うだけで喫煙者と同様のリスクがあります

たばこが原因の損失は医療費だけ？

未成年者のための禁煙教育も始められています

やめたくてもやめられない喫煙は
「ニコチン依存症」という病気です

禁煙外来の利用で医療機関でなら比較的楽に、
より確実に禁煙できます

薬とカウンセリングの両輪で禁煙を成功させます

健康な未来を目指して

「禁煙は愛」は日本医師会ホームページでもご覧いただけます



堺市内禁煙外来実施医療機関名簿
医療機関名 住所 電話

留意
事項

2022年2月現在のデータとなっております。
受診の際はあらかじめ医療機関にご確認頂きますようにお願いいたします。

堺区

西区

中区

東区

(医)八星内科クリニック
(医)大尚会 大川内科医院
内科　南谷クリニック
（医）千世会 清水レディースクリニック
すぎうら内科小児科クリニック
谷和医院
(財)結核予防会 複十字診療所
(医)加藤内科みなとクリニック
(医)幸福会 中川クリニック
斎藤医院
(医)玉井クリニック
(医)八木クリニック
つげ内科医院
(医)辰美会 臼井内科･消化器科クリニック
(医)泉友会 熊野クリニック
いしだクリニック
かねしろクリニック
(医)慈友会 堺山口病院
（社）清恵会 清恵会病院
(医)仁悠会 吉川病院附属診療所
山県クリニック
長山整形・内科
たちばな内科クリニック

地方独立行政法人堺市立病院機構
堺市立総合医療センター
(医)かみたにクリニック
(医)いぶき会 さかぐちクリニック
(医)悦康会 たなかクリニック

(医)岡原クリニック
(医)博真会 横田クリニック
（医）共幸会 よしかわ健やかクリニック
市橋内科
くげクリニック
小田医院
(社医)ペガサス 馬場記念病院
ますたにクリニック
m本内科クリニック
井関クリニック
（医） 三谷ファミリークリニック
えずみクリニック
(社医)同仁会 耳原鳳クリニック
近藤医院
（医）大尚会 大川消化器内科
なかいホームケアクリニック

村木クリニック
(社医)頌徳会 日野クリニック
(医)錦秀会 阪和第二泉北病院
神元クリニック
(医)浩仁会 南堺病院
(医)山口会 山口医院
片山土師診療所
ベルライフケアクリニック
(医)杏和会 阪南病院
たかたクリニック
（医）和康会 ふじわらしんいち総合クリニック
（医）真仁会 みさきファミリークリニック
すぎもと内科クリニック

松本内科クリニック 堺市東区高松122-15

堺市堺区旭ヶ丘中町1-31-2
堺市堺区京町通3-25
堺市堺区向陵西町4-11-15　　　　
堺市堺区向陵中町2-3-13
堺市堺区向陵中町3-4-20
堺市堺区三国ヶ丘御幸通2-1 谷和ビル
堺市堺区三国ヶ丘御幸通59
堺市堺区出島海岸通2丁-6-20
堺市堺区出島町2-6-24 山田ビル2階
堺市堺区少林寺町西2-2-20
堺市堺区少林寺町東2-2-4
堺市堺区神明町西1-1-17
堺市堺区石津町1-15-1
堺市堺区大仙西町6-157-1
堺市堺区大浜北町3-12-7
堺市堺区中之町西3-1-15
堺市堺区東雲西町1-1-11 JR堺市駅ビル１Ｆ
堺市堺区東湊町6-383
堺市堺区南安井町1丁1番1号
堺市堺区南向陽町2-3-7
堺市堺区南陵町4-4-17
堺市堺区戎島町3－4
堺市堺区緑ヶ丘南町3-2-18 山本ビル1階

堺市西区家原寺町１丁１番１号

堺市西区上野芝町1-25-16
堺市西区上野芝町2-7-3 西友楽市上野芝2階
堺市西区津久野町2-6-1

堺市西区津久野町3-27-50
堺市西区浜寺元町1-11
堺市西区浜寺元町1-120-1
堺市西区浜寺昭和町4丁449

堺市西区浜寺石津町中5-5-14
堺市西区浜寺船尾町東4-244
堺市西区浜寺南町3-2-1-102
堺市西区鳳西町1-92-2 マンション池尻
堺市西区鳳中町4-94 メゾン鳳1階
堺市西区鳳東町4-354-1 Primoおおとり1階
堺市西区鳳南町3-199-12 アリオ鳳アリオモール2階2540
堺市西区鳳南町5-595
堺市西区堀上緑町3-3-30
堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁2番25号
堺市西区上野芝向ヶ丘町6-1-34 パルファン上野芝1階

堺市中区宮園町2-16
堺市中区深井中町1248
堺市中区深井北町3176
堺市中区大野芝町180 神工ビル2階
堺市中区大野芝町292
堺市中区土師町1-27-3
堺市中区土師町3-26-26
堺市中区東山580-1
堺市中区八田南之町277
堺市中区八田南之町357-4
堺市中区八田北町532-1
堺市中区深井畑山町254－5
堺市中区大野芝町23－1

244-6231
222-1288
221-0080
250-0511
257-8100

221-5515
241-0016
243-0100
232-1169
222-5363
233-5630
241-0119
245-2058
221-7543
222-2269
282-5519
241-3945
223-8199
238-5966
244-3170
223-7675
244-8800

272-1199

241-6538
242-1114
271-1825

267-6789
262-0119
269-0553
275-8783

261-1976
265-5558
267-7564
262-5073
267-1167
260-1601
260-0511
275-0801
278-8281
276-1107
276-4671

277-6639
276-5111
277-1401
235-7711
236-3636
279-5525
278-0788
235-3101
278-0381
323-7523
270-5211
276-1922
230-3344

289-6784



南区

北区

美原区

北野田診療所
(医)藤森クリニック
（医）ともつ内科クリニック

(医)銀杏会 銀杏会クリニック
(医)山口クリニック
(医)彰生会 中野クリニック
多田医院
(医)良秀会 泉北藤井病院
清水内科
よしだ内科クリニック

(医)松山医院
(医)方佑会 植木病院
高田内科クリニック
（医）甲潤会なかもず女性クリニックヤギ
はやし内科クリニック
(独行)大阪労災病院
江本クリニック
しょうのクリニック
(医)岩崎医院
(医)藤田医院
くさか内科医院
佐々木内科クリニック
(医)北野医院
うめむら医院
(医)岩本診療所
(医)厚世会 厚世会医院
山戸クリニック
(医)大泉会 いずみクリニック

南大阪蔦耳鼻咽喉科 堺市美原区黒山490-1

堺市東区南野田127
堺市東区日置荘西町6-7-1
堺市東区北野田1084 ベルヒル北野田2階204-2階

堺市南区原山台5丁9番5号 クロスモールB館2階
堺市南区高倉台2-8-5
堺市南区若松台3-34-22
堺市南区新檜尾台3-5-1
堺市南区泉田中3100-19
堺市南区桃山台2-15-1
堺市南区鴨谷台2-5-1 光明センタービル203

堺市北区金岡町1591-5
堺市北区黒土町3002-5
堺市北区中百舌鳥町2-39 クリスタルなかもず302
堺市北区中百舌鳥町2-39 クリスタルなかもず４階
堺市北区中百舌鳥町5-22 カサレスなかもず2階
堺市北区長曽根町1179-3
堺市北区長曽根町1467-1 エイトワンビル1階101
堺市北区長曽根町3082-1 ステーションなかもず
堺市北区東浅香山町2-337
堺市北区南花田町302-14
堺市北区南長尾町2丁1-21
堺市北区百舌鳥赤畑町2-55-1
堺市北区百舌鳥梅町1-9-13
堺市北区百舌鳥梅町3-1-6
堺市北区百舌鳥梅北町3-125-292
堺市北区百舌鳥梅北町4-163
堺市北区百舌鳥本町1-7-2
堺市北区百舌鳥本町2-401番地

236-3211
286-5088
230-1386

298-6838
296-5113
295-7007
299-8902
295-8888
292-2789
299-0070

257-0240
257-0100
251-2663
259-1107
240-0611
252-3561
240-0122

252-0816
251-4110
240-9371
250-0200
258-6720
255-4976
259-1000
259-2780
258-1520
257-6226

363-3387

























堺市医師会では平成16年に下記の通り禁煙宣言を行っております。

禁 煙 推 進 宣 言

堺 市 医 師 会 禁 煙 宣 言

　喫煙は、喫煙者本人の健康を害するのみならず受動喫煙により

非喫煙者にも健康被害を与えます。

　また、妊婦の喫煙は胎児に、親の喫煙は乳幼児に対して多大な影響

があり、将来を担う子どもたちの健康と生命を守るためにも無煙環境

の提供が喫緊の課題になっています。

　そこで、堺市医師会では、市民の健康と生命を守るために禁煙推進

に積極的に取り組んでいくこととしここに禁煙推進宣言を行います。

平成１６年１０月

社団法人 堺市医師会

1. 医師および医療関係者の禁煙を推進します。

2. 市内の医療機関および医師会関連施設の全面禁煙を推進します。

3. 医師会の関連する会合の会場は禁煙とします。

4. 非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守ります。

5. 禁煙支援のできる医療機関の育成に努め、市民の禁煙サポートを行います。

6. たばこの有害性について、正しい知識を市民に普及啓発します。

7. 職場における禁煙推進と受動喫煙防止の指導を行います。

8. 禁煙を推進するために自治体等関係各方面に対して提言を行います。
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