
平成31年1月1日現在

1 糸島医師会病院 １５．３．１３ その他 一般社団法人糸島医師会 糸島市浦志 ５３２－１ 一般１５０床

2 独立行政法人国立病院機構
九州医療センター

１６．２．２７ 国 独立行政法人国立病院機構 福岡市中央区地行浜１－８－１
一般６５０床
精神５０床
感染症２床

3 公立学校共済組合　九州中央病院 １８．４．１ 社会保険
関係団体 公立学校共済組合 福岡市南区塩原３－２３－１ 一般３３０床

4 福岡市立こども病院 １９．９．１ 公的医療
機関 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市東区香椎照葉５－１－１ 一般２３９床

5 国家公務員共済組合連合　浜の町病院 ２１．４．１ 社会保険
関係団体 国家公務員共済組合連合会 福岡市中央区長浜３－３－１ 一般４６８床

6 済生会福岡総合病院 ２２．４．１
公的医療

機関 社会福祉法人恩賜財団済生会 福岡市中央区天神１－３－４６  一般３８０床

7 福岡市民病院 ２３．４．１
公的医療

機関 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市博多区吉塚本町１３－１
一般２００床

感染４床

8 福岡赤十字病院 ２３．４．１
公的医療

機関 日本赤十字社 福岡市南区大楠３－１－１
一般５０９床
感染症２床

9 社会医療法人財団白十字会
白十字病院

２４．７．２７ 医療法人 社会医療法人財団白十字会 福岡市西区石丸３－２－１
一般４１１床
療養５５床

10 福岡記念病院 ２６．１２．５ 医療法人 社会医療法人大成会 福岡市早良区西新１－１－３５ 一般２３９床

11 社会医療法人財団池友会
福岡和白病院

２６．１２．５ 医療法人 社会医療法人財団池友会 福岡市東区和白丘２－２－７５ 一般３６９床

粕屋 12 独立行政法人国立病院機構
福岡東医療センター

１９．４．１９ 国 独立行政法人国立病院機構 古賀市千鳥１－１－１
一般５４１床
結核３８床
感染１２床

宗像 13 宗像医師会病院 １２．３．３１ その他 一般社団法人宗像医師会 宗像市大字田熊５－５－３ 一般１６４床

14 福岡大学筑紫病院 １９．４．１９ その他 学校法人福岡大学 筑紫野市俗明院１－１－１
一般３０８床

感染２床

15 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院 ２０．４．１ 医療法人 医療法人徳洲会 春日市須玖北４－５
一般６００床

感染２床

16 社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福岡県済生会二日市病院

２４．７．２７ 公的医療
機関 社会福祉法人恩賜財団済生会 筑紫野市湯町３－１３－１ 一般２６０床

朝倉 17 朝倉医師会病院 １２．３．３１ その他 一般社団法人朝倉医師会 朝倉市来春４２２－１ 一般３００床

18 聖マリア病院 ２０．４．１ 医療法人 社会医療法人雪の聖母会 久留米市津福本町４２２

一般９３１床
療養１００床
精神６０床
感染症６床

19 新古賀病院 ２２．４．１ 医療法人 社会医療法人天神会 久留米市天神町１２０
一般２３４床

感染８床

20 嶋田病院 ２３．４．２８ 医療法人 医療法人社団シマダ 小郡市小郡２１７－１ 一般１５０床

21 田主丸中央病院 ２４．７．２７ 医療法人 医療法人聖峰会 久留米市田主丸町益生田８９２
一般１７８床
療養７２床
精神９３床

22 公立八女総合病院 ２６．１２．５
公的医療

機関 公立八女総合病院企業団 八女市高塚５４０－２ 一般３００床

23 筑後市立病院 ３０．４．１
公的医療

機関 地方独立行政法人筑後市立病院 筑後市大字和泉９１７－１
一般２３１床

感染２床

有明 24 地方独立行政法人　大牟田市立病院 ２４．７．２７ 公的医療
機関 地方独立行政法人大牟田市立病院 大牟田市宝坂町２－１９－１ 一般３５０床

飯塚 25 飯塚病院 １７．４．１ その他 株式会社麻生 飯塚市芳雄町３－８３
一般９７８床
精神１３８床

田川 26 社会保険田川病院 ２６．１２．５ その他 一般社団法人福岡県社会保険医療協会 田川市大字上本町１０－１８
一般３００床
療養３５床

27 小倉記念病院 １７．４．１ その他 一般財団法人平成紫川会 北九州市小倉北区浅野３－２－１ 一般６５８床

28 製鉄記念八幡病院 １７．４．１ 医療法人 社会医療法人製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町１－１－１ 一般４５３床

29 社会医療法人共愛会　戸畑共立病院 １７．４．１ 医療法人 社会医療法人共愛会 北九州市戸畑区沢見２－５－１ 一般２１８床

30 独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院

１９．４．１９ 国 独立行政法人地域医療機能推進機構 北九州市八幡西区岸の浦１－８－１ 一般５７５床

31 独立行政法人国立病院機構
小倉医療センター

２０．４．１ 国 独立行政法人国立病院機構 北九州市小倉南区春ケ丘１０－１
一般３５０床
精神５０床

32 独立行政法人労働者健康安全機構
九州労災病院

２１．４．１ 国 独立行政法人労働者健康安全機構 北九州市小倉南区曽根北町１－１ 一般４５０床

33 健和会大手町病院 ２１．４．１ 公益法人 公益財団法人健和会 北九州市小倉北区大手町１５－１ 一般４９９床

34 北九州市立医療センター ２３．４．１
公的医療

機関 北九州市 北九州市小倉北区馬借２－１－１
一般６２０床
感染症１６床

35 独立行政法人労働者健康安全機構
九州労災病院門司メディカルセンター

２４．７．２７ 国 独立行政法人労働者健康安全機構 北九州市門司区東港町３－１ 一般２５０床

36 遠賀中間医師会おんが病院 ２４．７．２７ その他 一般社団法人遠賀中間医師会 遠賀町大字尾崎１７２５－２ 一般１００床

37 北九州市立八幡病院 ３０．４．１
公的医療

機関 北九州市 北九州市八幡東区尾倉２－６－２ 一般４３９床

京築 38 社会医療法人財団池友会　新行橋病院 ２２．４．１ 医療法人 社会医療法人財団池友会 行橋市大字道場寺１４１１ 一般 ２４６床
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