（別紙：施設の概要）
施設名
医師・専門医
（総合診療科のみ）

九州大学病院
総合診療専門研修特任指導医候補 9名（予定）
総合内科専門医3名
感染症専門医5名
肝臓専門医5名
東洋医学会専門医2名
消化器病専門医1名
ICD 5名
抗菌化学療法指導医3名
エイズ学会指導医1名

病床数

病床数 1238床
（総合診療科21床、平均初診外来数176名/月、平均入院患者数54名/月）

病院の特徴

・西日本地域を代表する診療、研究、教育機関の１つであり、最先端の医療を提供しています。

・総合診療科は指導体制・外来ブース・病床数・研究室が充実しているため、外来・病棟ともに多くの症例を経験でき、
学会発表と論文作成を行うことができます。併せて臨床研究に参加できる環境が整っています。

施設名
医師・専門医数

病床数・患者数

国立病院機構 九州医療センター
・
医師数（常勤）：176名
・
総合診療科：2名
・
救命救急科：8名
・
・
・

一般病床：650床, 精神科病床：50床, 感染症病床：2床
総入院患者(実数)：224,769名／年
総外来患者(実数)：209,623名／年

病院の特徴

・ 国立病院機構九州医療センターは九州における有数の高度総合医療施設であり，循環器，消化器，呼吸器をはじめ
内分泌代謝，血液，膠原病等幅広い分野で専門的医療を行い，さらに九州ブロックにおけるエイズ診療，災害医療の
拠点病院，がん診療連携拠点病院，地域医療支援拠点病院として地域医療の中核として高い専門性と総合力を有し
ている。

施設名
医師・専門医数

九州中央病院
・総合内科専門医5名 ・糖尿病専門医1名 ・肝臓専門医4名
・循環器専門医5名 ・呼吸器専門医3名 ・消化器病専門医7名
・腎臓専門医1名 ・透析専門医1名 ・心療内科専門医1名
・外科専門医9名 ・消化器外科専門医7名 ・呼吸器外科専門医 1名 ・乳腺専門医1名 ・整形外科専門医4名 ・皮
膚科専門医 1名・麻酔科専門医3名 ・麻酔科専門医3名 ・放射線科専門医 2名・眼科専門医2名 ・産婦人科専門
医1名 ・耳鼻咽喉科専門医1名・泌尿器科専門医2名 ・形成外科専門医1名 ・脳神経外科専門医3名・口腔外科専門
医 2名

病床数・患者数

・病院病床数：330床（一般7対1入院基本料306床、ＩＣＵ8床、ＨＣＵ16床）
・病床配分：内科152床、うち、総合内科10床
・全体入院患者数：延患者数123,396人、入院9,564人、退院9,543人
・内科全体入院患者数：延患者数57,850人、入院4,458人、退院4,288人
・総合内科入院患者数：延患者数3,622人、入院274人、退院244人
・全体外来患者数：延患者数154,627人、うち、初診患者数21,560人
・内科外来患者数：延患者数58,495人、うち、初診患者数7,817人
・救急搬送数：5,536件、うち、入院2,590件
・内科救急搬送数：3,171件、うち、入院1,654件
・休日・深夜・時間外救急患者数：8,427人、うち、入院2,402人
・休日・深夜・時間外救急搬送患者数：4,042人、うち、入院1,803人
・手術件数：3,645件

病院の特徴

・平成18年4月～地域医療支援病院

・平成18年4月～地域医療支援病院

施設名
医師・専門医数

原三信病院
・総合診療専門研修指導医 3名 (予定)
（病院総合診療認定医2名、総合診療を行う医師1名）
・内科専門医
7名
・産婦人科専門医 2 名
・整形外科専門医
2 名
・放射線診断専門医 2 名

病床数・患者数

病院病床数 359 床、1 日平均外来患者470人
・ 総合診療科 30床
のべ外来患者９８８ 名／月、入院患者総 32名／月
・ 救命救急センターないが救急指定病院として救急車数 2,500台/年
・ 内科 150床
・ 婦人科手術件数 140件/年
・ 整形外科手術件数 480件／年

病院の特徴

救急指定、開放型病院、臨床研修病院、日本医療機能評価機構、日本人間ドック学会機能評価認定あり。各種学会、
専門医養育、研修施設に認定されている。
・ 内科には、呼吸器内科、腎臓内科、消化器内科、血液内科、循環器内 科、神経内科、糖尿病内科の各専門内科が
あり、専門医療を提供している。

施設名
医師・専門医数

医療法人 原土井病院
精神科
専門医
1 名
整形外科 専門医
3 名
放射線科 専門医
1 名
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医
2 名
皮膚科
専門医
1 名

病床数・患者数

・整形外科 44床、整形外科手術件数 101件/年
・リハビリテーション科 104床
回復期リハビリテーション病棟入棟患者数 448件/年
・放射線科 年間読影件数 7149件
・精神科ものわすれ外来 108件/年
・皮膚科年間手術件数 43件
年間外来延患者数 2,651件/年

病院の特徴

・ 急性期一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリ病棟、医療療養病棟、および緩和ケア病棟よりなる全556病
床を有しており、高齢者中心の病院施設としては九州でも有数の規模を誇っている。
・ 日本老年医学会、日本糖尿病学会、日本緩和医療学会、日本皮膚科学会などの認定施設であり、地域医療を支え
るとともに幅広く教育研修を提供している。
・ 高齢者特有の病態に対応するため、一般内科および九州総合診療センターを中心に幅広い診療を提供するととも
に、充実した教育研修を提供している。
・ 九州大学附属病院など近隣の施設と連携するとともに、在宅診療支援病院として地域医療を支援している。
・ 保育所の運営をはじめ福利厚生の充実に努め、働きやすい環境を整備している。

施設名
医師・専門医数

今津赤十字病院
・プライマリケア連合学会認定指導医
・老年病専門医
・消化器病専門医

病床数・患者数

・病院病床数 １８０床
（内訳） 地域包括ケア ３０床、障害者病床 ６０床、
精神病床（認知症専門） ６０床、
療養病床（医療） １５床、（介護） １５床

２名
２名
１名

・１日平均外来患者数
・１日平均入院患者数

８９．７ 人
１６４．６ 人

病院の特徴

①高齢者急性期疾患とリハビリテーション、並びに認知症の診療を２つの
大きな核とし、通称「老年病センター」として老年医療を推進しています。
②精神科病床は認知症専門で、外来では重度認知症デイケアも行って
います。
③在宅患者支援のため訪問看護ステーション（機能強化型）を併設して
います。

施設名
医師・専門医数

医療法人佐田厚生会 佐田病院
・総合内科専門医 1名
・認定内科医 4名
・外科専門医 5名
・福岡県医師会認定総合医 1名（外科医）
・整形外科専門医 4名
・麻酔科専門医 2名

病床数・患者数

・内科病床 60床
・内科のべ外来患者数 約2300人／月
・外科病床 60床
・外科のべ外来患者数 600人／月
・外科手術数 約100例／月
・整形外科のべ外来患者数 約2,250人／月
・整形外科手術数 約50例／月
・救急車受入れ数 約80症例／月

病院の特徴

福岡市のほぼ中心部に位置し、二次救急病院、開放型病院として地域に根ざした医療を展開している。また、福岡市
急患センターの二次病院、福岡市救急病院協会の休日当番病院、福岡市施設病院協会の平日・夜間二次病院、休日
急患内科二次病院としても患者の受入れを行っている。
内科は一般内科、消化器内科、循環器内科、肝臓内科、呼吸器内科を展開している。
一般内科や循環器内科では高血圧症、糖尿病、高脂血症、肺炎といった一般外来で多くみられる内科全般の疾患を
診断、治療している。また、健康診断にも力を入れている。消化器内科は一般消化器内科は勿論のこと、炎症性腸疾
患（クローン病、潰瘍性大腸炎）、消化管悪性腫瘍の診断や治療にも力を入れている。
外科では一般外科手術、胃腸、大腸、胆のう等の内視鏡下手術、消化器癌に対する手術、日帰り手術（鼠径ヘルニ
ア、多汗症、痔核手術）などを多く行っている。中でも腹腔鏡下胆嚢摘出術は日本でもトップクラスの実績を持ってい
る。
また、整形外科では脊椎・脊髄外科や関節外科を中心に年間600例以上の手術を行っている。
外来は地域の診療所や施設からの紹介と地域住民が中心であり、問診から始まり鑑別診断、確定診断、治療・手術か
ら回復期にわたり幅広い疾患の経験ができる。

施設名
医師・専門医数

福岡赤十字病院
・総合診療専門研修指導医10名
病院総合認定医 3名
・内科専門医 8名
・小児科専門医 6名
・救急科専門医 2名

病床数・患者数

・病院病床数 509床(一般)
2床(感染)
1日平均外来患者数 956.4人
・総合診療科病床数 10床
1日平均入院患者数 9.5人
1日平均外来患者数 42.9人、年間延べ 9,491人

病院の特徴

・最先端の施設・設備を導入した27の診療科と500床以上の入院ベッドを持つ病院です。
・地域密着の大規模病院として健全な病院経営に努め、質の高い医療および看護と真心あるサービスを充実させてい
くことが、患者さんのご期待に応えることであり、私たちの職務であると考えています。

施設名
医師・専門医数

北九州市立医療センター
・総合診療専門研修指導医1名（予定）
・内科専門医7名

病床数・患者数

・病床数585床
1日平均外来数1,081名、1日平均入院患者数446.7名
・内科81床
1日平均外来患者数142.9名、1日平均入院患者数78.1名

病院の特徴

・がん診療拠点病院、総合周産期母子医療センター、災害拠点病
院などを担っている。
・内科には、心療内科、精神科、呼吸器内科、消化器内科、循環
器内科、腫瘍内科、糖尿病内科、緩和ケア内科の各専門科が
あり、専門医療を提供している。

施設名
医師・専門医数

社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会八幡総合病院
・医師数：44名
・総合診療専門研修指導医：2名

病床数・患者数

・病床数： 403床
・総入院数： 103,738名
・総外来患者(実数）： 130,084 名

病院の特徴

・主に総合病院として、当院はがん医療、脳外科疾患、腎疾患を中心に急性期疾患の治療を行っております。
高齢者の増加に伴い高齢者救急のニーズが高まっていると考えられます。この為総合診療医として個々の患者さんの
最善な治療と地域の安心を両立させる役割を持ち、地域に住む方たちのニーズに合わせる様取り組んでおります。
さらに「時々入院ほとんど在宅」をスローガンとして、入院による寝たきり状態になることを防ぎ、また認知症の進行を防
止することで、地域包括ケアシステムの一環を担う急性期病院としての役割を目指しております。

施設名
医師・専門医数

医療法人 白土医院
総合内科専門医 １名
一般内科医師１名

病床数・患者数

病床なし
のべ外来患者数 900名/月
のべ訪問診療数 ７０名/月

病院の特徴

・北九州市八幡西区に位置する内科医院です。
・小児から高齢者までの幅広い患者層に医療を提供しており予防医療、
地域医療に取り組んでいる。
・特に政令指定都市で高齢化が著しい北九州で在宅医療に取り組んでいる
・学校医、保健医としての活動にも取り組んでいる
・学校医、保健医としての活動にも取り組んでいる

施設名
医師・専門医数

医療法人社団 邦生会 高山病院
・ 日本内科学会 総合内科専門医2名
・ 日本救急医学会 専門医1名
・ 日本透析医学会 専門医3名
・ 日本腎臓学会 専門医1名
・ 日本循環器学会 専門医1名

病床数・患者数

病院病床数 50床
・ 内科年間総患者数 11803人（外来）、1916名（入院）。

病院の特徴

内科は腎不全患者に対する血液透析導入及び維持透析、慢性腎臓病
患者に対する専門外来の開設、食事・運動療法、服薬指導などの実施
に加え、糖尿病透析予防を始めとする生活習慣病予防や心臓リハビリ等の
総合診療への積極的に関わり、急性期と在宅医療を結ぶ病院として
地域の要望に幅広く応えるべく診療を行っている。

医師・専門医数

病床数・患者数

医療法人社団邦生会 高木病院
・ 総合診療専門研修指導医 2名 （プライマリ・ケア認定医 2名）
・ 内科専門医 9名
・ 小児科専門医 2名
・ 整形外科専門医 1名
・ 産婦人科専門医 8名
・ 眼科専門医 1名

・ 病院病床数 506床
・ 1日平均外来患者数 785名
・ 年間救急搬送対応件数 2,693件

病院の特徴

24時間救急体制の急性期型総合病院（2次救急の救急指定病院）であり、地域の中核医療機関として機能している。
また、13診療科目の内科をはじめ44診療科を標榜し、地域密着型の医療提供を基本としたプライマリ・ケアの実践と、
人間ドック・事業所健診などを行う予防医学等の幅広い分野の医療提供をおこなっている。

施設名
医師・専門医数

医療法人社団シマダ 嶋田病院
・総合診療専門研修指導医 3名（予定）
・総合内科専門医：1名
・内科専門医：4名 (循環器２、糖尿病1 神経内科1)
・外科専門医：7名、指導医：3名
・整形外科学会専門医：2名
・救急科専門医 1名
・麻酔科専門医：1名
・集中治療医学会専門医：1名
・放射線診断専門医：2名

病床数・患者数

・病院病床数:150床
・1日平均外来患者数：135名
・総合診療科年間総患者数：4,072名
・年間救急搬送対応件数：2,000件
・年間外科手術（全身麻酔）件数：717件
・年間整形外科手術件数：173件

病院の特徴

・小郡、三井地区（人口 7万人余り）に唯一の急性期病院である。
・小規模ながら地域支援病院であり、地域医療の拠点病院として機
能している。
・総合診療部門は、救急部門とともに幅広い疾患に対する初診患
者の診療に携わっている。近隣の医療機関と連携した専門外来、
かかりつけ医からの入院加療を積極的に受け入れている。
・病棟においては、集中治療室、一般病棟、回復期リハビリテーショ
ン病棟、緩和ケア病棟と様々な段階での病棟診療を提供してい
る。
・高齢者が大半であるため、複数の専門各科にまたがる疾患を持

施設名
医師・専門医数

福岡県済生会二日市病院
医師43名。認定内科医数（常勤）：内科15名、他科1名。総合内科専門医数（常勤）：内科3名、他科0名。内科系関連13
学会認定の専門医数：消化器病学会1名、循環器学会5名、内分泌学会0名、腎臓学会0名、呼吸器学会2名、血液学
会0名、アレルギー学会0名、リウマチ学会0名、感染症学会0名、糖尿病学会1名、老年医学会0名、肝臓学会1名、神
経学会1名。

病床数・患者数

一般病床 260床（一般病床254床・ICU 6床）、内科全体の病床数156床、内科全体の外来患者延べ数 70670人/年、
内科全体の退院患者数3157人/年

一般病床 260床（一般病床254床・ICU 6床）、内科全体の病床数156床、内科全体の外来患者延べ数 70670人/年、
内科全体の退院患者数3157人/年

病院の特徴

済生会二日市病院は福岡県筑紫地区唯一の公的病院であり、二次医療圏の基幹病院として救急医療の中核をなして
います（年間救急搬送例数はおよそ3,500 例）。また、地域医療支援病院、災害拠点病院としての役割を担っていま
す。当院が属する筑紫二次医療圏は、筑紫野市・太宰府市・春日市・大野城市・那珂川町の４市１町を管轄区域とし面
積約 233k ㎡で、人口は約 40 万人の医療圏であります。
総合診療科専門医を目指す専攻医諸君にとって、当院はリアルワールドにおける豊富な症例数を経験できる恵まれた
環境を提供できるはずです。意欲的な専攻医諸君と一緒に仕事ができることを期待しています。

施設名
医師・専門医数

社会保険大牟田天領病院
常勤医 29名
総合内科専門医 3名
（内科認定医 7名）
透析専門医 1名
救急専門医 1名
神経内科専門医 1名
呼吸器専門医 4名
集中治療専門医 1名
外科専門医 3名
呼吸器外科専門医 1名
消化器内視鏡専門医 1名
消化器外科専門医 1名
肝臓専門医 1名
がん薬物療法専門医 1名
気管支鏡専門医 1名
整形外科専門医 2名
脳神経外科専門医 1名
脳神経血管内治療専門医 1名
脳卒中専門医 1名
皮膚科専門医 1名
泌尿器科専門医 １名
婦人科専門医 1名
リハビリテーション科専門医 2名
放射線診断専門医 1名

病床数・患者数

病床数 339床
一般病棟（7対1） 206床
地域包括ケア病床（2病棟） 93床
回復期リハビリテーション病床（1病棟） 40床
1日平均入院患者数 223人
1日平均外来患者数 300人
内科（腎内、神内、呼） 1日平均外来患者数 60人
整形外科 1日平均外来患者数 45人
皮膚科 1日平均外来患者数 26人
泌尿器科 1日平均外来患者数 12人

病院の特徴

・協力型臨床研修病院
・救急告示病院
・救急車受入年間1000件以上
・福岡県大牟田市、熊本県荒尾市を医療圏とした中核病院
・地域包括ケア病床93床を有し地域からの患者受け入れ可能
・明治22年より診療を開始し再来年130周年

施設名
医師・専門医数

医療法人聖峰会 田主丸中央病院
・総合診療専門研修指導医1名（プライマリ・ケア認定）
・内科専門医 1名・循環器内科専門医 3名・呼吸器内科専門医 2名・整形外科専門医 1名・放射線科専門医 2名

病床数・患者数

・急性期一般病棟 90床、障害者等一般病棟 41床、回復期リハ
ビリテーション病棟 47床、療養病棟 25床、緩和ケア病棟 13床、
地域包括ケア病棟 34床、精神科 93床
・外来患者数：5594名／月 入院患者数：9148 名／月
・内科のべ外来患者数：3563名
のべ入院患者数：7090名
・循環器のべ外来患者数：10851名
のべ入院患者数：16519名
（カテ件数 104件内、42件PCI）
・呼吸器内科のべ外来患者数：2126名 のべ入院患者数：4385名
・整形外科のべ外来患者数：3340名 のべ入院患者数：16714名
（オペ件数 148件/年 骨折観血的手術・人工骨頭挿入術(腹)・腱鞘炎切開術(関節鏡下によるものを含む)

・急性期一般病棟 90床、障害者等一般病棟 41床、回復期リハ
ビリテーション病棟 47床、療養病棟 25床、緩和ケア病棟 13床、
地域包括ケア病棟 34床、精神科 93床
・外来患者数：5594名／月 入院患者数：9148 名／月
・内科のべ外来患者数：3563名
のべ入院患者数：7090名
・循環器のべ外来患者数：10851名
のべ入院患者数：16519名
（カテ件数 104件内、42件PCI）
・呼吸器内科のべ外来患者数：2126名 のべ入院患者数：4385名
・整形外科のべ外来患者数：3340名 のべ入院患者数：16714名
（オペ件数 148件/年 骨折観血的手術・人工骨頭挿入術(腹)・腱鞘炎切開術(関節鏡下によるものを含む)
・放射線科読影件数 ⅩＰ：20470件／年 ＣＴ：5070件／年
ＭＲＩ：2424件／年 ＲＩ：158件／年
・救急車による搬入件数 1429件/年（2016年度実績）

病院の特徴

・久留米市の東部に位置し近隣約7万人を対象とする総合的な基幹病院である。
・一般外来から二次救急まで対応している。病棟も一般急性期病棟（7：1看護、DPC）にはじまり回復期リハビリ病棟、
緩和ケア病棟、地域包括ケア病棟などを備えている。また周囲には各種介護施設を有しており、あらゆる病期において
継続的かつ全人的な治療を行える。
・平成27年7月に地域医療支援病院に指定され、近隣の医療機関との間で積極的な連携を図っている。
・産婦人科、小児科、耳鼻科を除くほぼ全ての科を有しており、幅広い疾患に対応している。
・各科の垣根が低く、お互いに相談しやすい環境・風土にある。
・ソーシャルワーカーをはじめ多職種との連携を重視、総合的に患者の治療や退院支援を行っている。
・久留米市中心から30分、福岡市から60分の通勤圏内。
・医師事務作業補助者が多数配備され、医師の負担軽減に寄
与している

施設名
医師・専門医数

嘉麻赤十字病院
●内科
今川英二 日本内科学会認定内科医／日本糖尿病学会専門医／産業医
金本孝樹 日本消化器学会専門医／日本消化器内視鏡学会専門医／
日本内科学会認定内科医／日本消化管学会胃腸科専門医
村上祐一 ―

病床数・患者数

●外科
山崎章生 日本外科学会専門医／日本がん治療学会がん治療認定医／
日本乳がん検診精度管理中央機構認定医
巣山久実 ―
病床数142床
1日平均外来患者数254.6名（内科87.0 外科15.9 整形外科73.2）
1日平均入院患者数109.8名（内科68.1 外科24.7 整形外科16.0）

病院の特徴

・地域の拠点病院として機能し、内科の他、消化器内科、泌尿器科、外科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、放
射線科、リハビリテーション科、精神科などの専門医療を提供している。

施設名
医師・専門医数

田川市立病院
・総合診療専門研修指導医1名(プライマリ・ケア認定医)
・内科専門医 3名
・小児科専門医 3名
・外科専門医 4名
・産婦人科専門医 3名
・整形外科専門医 2名

病床数・患者数

・病院病床数334床、1日平均外来患者数 487人
・年間救急搬送対応件数 1684件

病院の特徴

・地方都市の中核病院として内科（循環器、消化器、腎臓、糖尿
病、呼吸器、神経）、小児科、外科、整形外科、形成外科、産婦
人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科などの診療
科により専門医療を提供している。高齢者が多いため、在宅医
療、緩和医療、ペインクリニックにも力を入れている。
・総合診療科においては、紹介状のない初診に対し全人的な診断
を行う外来診療、複数の疾患を併せ持つ高齢患者の病棟医療、
地域の中心的救急病院（24時間救急車受け入れ）として1次・2
次の急患診療を提供している。

施設名
医師・専門医数

公立八女総合病院
常勤医師数 54名（研修医7名含む）
・総合内科専門医 3名
・日本内科学会指導医 4名
・日本小児科学会専門医 1名
・日本外科学会指導医 2名
・日本外科学会専門医 6名
・日本脳神経外科学会専門医 1名

常勤医師数 54名（研修医7名含む）
・総合内科専門医 3名
・日本内科学会指導医 4名
・日本小児科学会専門医 1名
・日本外科学会指導医 2名
・日本外科学会専門医 6名
・日本脳神経外科学会専門医 1名
・日本整形外科学会専門医 1名
・日本産科婦人科学会専門医、指導医 1名
・日本皮膚科学会専門医 1名
・日本泌尿器科学会専門医 1名
・日本耳鼻咽喉科学会専門医 1名
・日本眼科学会専門医 1名
・日本医学放射線学会放射線診断専門医 1名
・日本病理学会専門医 1名

病床数・患者数

病床数・患者数
病床数 300床
延外来患者数 133,077名/年
延入院患者数
87,186名/年

病院の特徴

・地域医療支援病院として、県内では北九州市に次ぐ広大な面積で、へき地を含む当地域の患者さんが、地域の中で
医療を完結することができるように地域完結型医療を目指し、29診療科の体制で施設の充実と地域の医療機関等との
連携を積極的に行っています。
・地域がん診療連携拠点病院として、化学療法室や放射線治療設備などを充実させ、また化学療法認定看護師など
の専門のスタッフを配置することにより、地域のがん治療の中心的役割を担っています。
・二次救急指定病院として設備やスタッフの充実を図り、地域の救急患者の受入を積極的に行っています。
・地域の中核的施設として、特に内科においては、呼吸器内科、消化器内科、心臓・血管内科（循環器内科）、内分泌
代謝内科、腎臓内科、血液腫瘍内科、リウマチ膠原病内科、神経内科、総合診療科など幅広い症例を診療していま
す。

施設名
医師・専門医数

医療法人八女発心会 姫野病院
・常勤医師12名
・整形外科専門医1名
・内科専門医4名

病床数・患者数

・病床数:140床
・1日平均外来患者数：280人
・1日平均入院患者数：140人
・救急搬入件数 ： 700件/年

病院の特徴

・八女筑後二次救急医療機関、病院群輪番制病院
・日本整形外科科学会の研修施設でもあり、リウマチを含めた整形外科
全般の医療を提供
・内科においては糖尿病内科、呼吸器内科、腎臓内科、神経内科、消化器内科を
標榜、地域へ専門医療を提供
・小児科においては外来診療、乳幼児健診、予防接種を提供。2ヶ所保育園の
嘱託医を担当
・在宅医療に取り組む在宅療養支援病院として認定、宮崎医院、中村医院
東医院、蒲池医院、合原医院、柳瀬医院、黒岩医院、権藤医院、柳瀬医院と連携
積極的に在宅看取りも含めた診療を提供
有料老人ホーム等の在宅施設への訪問診療を積極的に提供、24時間の
往診体制を構築

施設名
医師・専門医数

福岡ゆたか中央病院
総合診療専門研修指導医1名（プライマリ・ケア認定医）
内科指導医2名
内科専門医1名

病床数・患者数

病院病床数195床、1日平均外来患者数210人、1日平均入院患者数17名

病院の特徴

高齢者の多い地域の中核病院として、幅広い疾患に対する外来、救急、
病棟診療を提供している。
健康管理センターを併設し、予防医学にも力を入れている。

施設名
医師・専門医数

医療法人 玄州会 光武内科循環器科病院
・常勤医師 5名
・総合診療専門研修指導医 3名（予定）
・循環器専門医 2名
・内科専門医 1名

病床数・患者数

・入院 一般病棟 ４０床（現在は１２床休床中）
・療養病棟 ４８床
・外来 一日平均患者数 約２００人

病院の特徴

・内科・循環器内科を主体とした地域中核病院で、関連施設に
老健・特養・訪問看護・訪問介護・グループホーム・通所介護など
１３施設の事業所があり。
・急性期から在宅の看取りまで、地域密着の医療を提供しており
ます。
・市内の二次離島がへき地に指定され、週１回巡回診療を実施

