
令和3年5月14日時点

医療圏 開設者種別 病院機能 施設名称 HP掲載状況（掲載済＝○）

1 福岡・糸島 公立 地域医療支援 福岡市民病院 ○

2 福岡・糸島 特定機能 九州大学病院 ○

3 福岡・糸島 公学共済 地域医療支援 公立学校共済組合 九州中央病院 ○

4 福岡・糸島 国公共済 国家公務員共済組合連合会千早病院 ○

5 福岡・糸島 国公共済 地域医療支援 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 ○

6 福岡・糸島 赤十字 地域医療支援 福岡赤十字病院 ○

7 福岡・糸島 赤十字 今津赤十字病院 ○

8 福岡・糸島 地域医療支援 社会医療法人財団白十字会 白十字病院 ○

9 福岡・糸島 国立病院機構 独立行政法人 国立病院機構福岡病院 ○

10 福岡・糸島 国立病院機構 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター ○

11 福岡・糸島 国立病院機構 地域医療支援 独立行政法人国立病院機構九州医療センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○

12 福岡・糸島 地域医療支援 福岡記念病院 ○

13 福岡・糸島 済生会 地域医療支援 福岡県済生会　福岡総合病院 ○

14 福岡・糸島 公立 地域医療支援 福岡市立こども病院 ○

15 福岡・糸島 特定機能 福岡大学病院 ○

16 福岡・糸島 地域医療支援 福岡和白病院 ○

17 福岡・糸島 地域医療支援 糸島医師会病院 ○

18 粕屋 国立病院機構 地域医療支援 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター ○

19 粕屋 公立 福岡県立粕屋新光園 ○

20 宗像 地域医療支援 宗像医師会病院 ○

21 筑紫 済生会 地域医療支援 福岡県済生会二日市病院 ○

22 筑紫 地域医療支援 福岡大学筑紫病院 ○

23 筑紫 地域医療支援 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 ○

24 朝倉 地域医療支援 朝倉医師会病院 ○

25 久留米 地域医療支援 社会医療法人天神会 新古賀病院 ○

26 久留米 JCHO 独立行政法人地域医療機能推進機構　久留米総合病院 ○

27 久留米 特定機能 久留米大学病院 ○

28 久留米 地域医療支援 聖マリア病院 ○

29 久留米 地域医療支援 田主丸中央病院

30 久留米 地域医療支援 嶋田病院 ○

31 八女・筑後 公立 地域医療支援 公立八女総合病院 ○

32 八女・筑後 公立 筑後市立病院 ○

33 八女・筑後 公立 みどりの杜病院 ○

34 有明 公立 地域医療支援 大牟田市立病院 ○

35 有明 国立病院機構 独立行政法人国立病院機構大牟田病院 ○

36 有明 済生会 福岡県済生会　大牟田病院 ○

37 飯塚 労健安機構 独立行政法人 労働者健康安全機構総合せき損センター ○

38 飯塚 公立 飯塚市立病院 ○

39 飯塚 地域医療支援 飯塚病院 ○

40 飯塚 済生会 福岡県済生会　飯塚嘉穂病院 ○

41 飯塚 赤十字 嘉麻赤十字病院 ○

42 直方・鞍手 JCHO 独立行政法人地域医療機能推進機構　福岡ゆたか中央病院 ○

43 直方・鞍手 公立 小竹町立病院 ○

44 直方・鞍手 公立 独立行政法人くらて病院 ○

45 田川 地域医療支援 社会保険田川病院 ○

46 田川 公立 田川市立病院

47 田川 公立 糸田町立緑ヶ丘病院

48 田川 公立 地方独立行政法人　川崎町立病院

49 北九州 地域医療支援 健和会 大手町病院 ○

50 北九州 地域医療支援 戸畑共立病院 ○

51 北九州 国公共済 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院 ○

52 北九州 特定機能 産業医科大学病院 ○

53 北九州 済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 ○

54 北九州 地域医療支援 小倉記念病院 ○

55 北九州 地域医療支援 製鉄記念八幡病院 ○

56 北九州 国立病院機構 地域医療支援 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター ○

57 北九州 JCHO 地域医療支援 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 ○

58 北九州 労健安機構 地域医療支援 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 ○

59 北九州 労健安機構 地域医療支援 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 ○

60 北九州 公立 地域医療支援 北九州市立医療センタ－ ○

61 北九州 公立 北九州市立総合療育センター ○

62 北九州 公立 北九州市立八幡病院 ○

63 北九州 公立 北九州市立門司病院

北九州 公立 中間市立病院(令和３年３月３１日廃院)

64 北九州 公立 地方独立行政法人芦屋中央病院 ○

65 北九州 地域医療支援 遠賀中間医師会 おんが病院 ○

66 京築 地域医療支援 新行橋病院 ○

公的医療機関等2025プランHP掲載状況一覧


