
久留米市病院一覧
（令和４年４月１日現在）

久留米市保健所総務医薬課



室数 病床数 室数 病床数 室数 病床数 室数 病床数 室数 病床数

久留米リハビリテーション病院 839-0827 久留米市山本町豊田1887 43-8033 （医）かぶとやま会 柴田　元
内科　循内　リハ　リ科
内分・糖内科　消化・肝内 12 36 28 89 125

昭26.7.5
（法人化）

医療法人楠病院 830-0017 久留米市日吉町115番地 35-2725 （医）楠病院 白水　勇一郎
胃腸　循環　外科　肛門
内科　リハ　形成　整形 8 18 10 30 48

昭26.10.30
（法人化）

医療法人日新会
久留米記念病院

839-0809 久留米市東合川8丁目8-22 45-1811 （医）日新会 中越　完平
内科　循内　胃腸内　呼内
リハ　整形　外科　放射 43 160 160 平4.2.1

のぞえの丘病院 830-0052 久留米市上津町2543番地1 22-3980 （医）コミュノテ風と虹 堀川　直希 児精　精神　心内 61 86 86
令1.9.1
(移転開設)

久留米大学医療センター 839-0863 久留米市国分町155-1 22-6111 （学）久留米大学 大川　孝浩

内科　消内　循内　小児　整形
皮膚　ひ尿　婦人　眼科　放射
麻酔　精神　心外　リハ　呼内
漢精　漢内　漢小　漢産婦　病理
リ科　漢皮  漢ひ尿 外科　形成
漢循内　内分・代・糖内

113 250 250 平6.7.1

久留米大学病院 830-0011 久留米市旭町67番地 35-3311 （学）久留米大学 志波　直人

内科　精神　脳神内　呼内　消内
心・血内　内分･代・糖内 腎内
血液・腫内　小児　外科　整形
形成　脳神　呼外　心血外　小外
皮膚　泌尿　消外　産科　婦人
眼科　耳鼻　リハ　放射　麻酔
歯科　歯外　小歯　矯歯　救急
病理　美外

327 965 17 53 1,018 昭3.2.14

久留米中央病院 830-0001 久留米市小森野2丁目3番8号 35-1000 （医）いたの会 板野　哲 内科　消内　リハ 34 61 61
平11.4.10
(移転開設)

新古賀病院 830-8577 久留米市天神町120番地 38-2222 （社医）天神会 川﨑　友裕

内科　外科　呼外　呼内　循内
消内　消外　心外　脳神内　脳神
婦人　放診　放治　麻酔　血液内
糖・内分内　腎内　乳外　病診
臨検　救急　形成　歯科

92 250 8 8 258 平9.8.1

独立行政法人
地域医療機能推進機構
久留米総合病院

830-0013 久留米市櫛原町21番地 33-1211 （独法）地域医療機能推進機構 田中　眞紀

内科　外科　整形　皮膚　ひ尿
産婦　眼科　放射　麻酔　形成
呼・感染症内　循内　消内　ぺ内
消外　乳外　リハ　精神科　救急
内分･代・糖内　腎内（人透）

64 175 175 昭33.9.1

古賀病院２１ 839-0801 久留米市宮ノ陣3-3-8 38-3333 （社医）天神会 宮川　洋介

内科　呼内　腎内（人透）　消内
消外　放診　放治　循内
糖内分内　神内　外科　整形
リハ　救急　ひ尿　麻酔　耳鼻
リ科　皮膚　脳神

83 201 201
平14.9.1
（移転開設）

聖マリア病院 830-8543 久留米市津福本町422 35-3322 （社医）雪の聖母会 谷口　雅彦

内科　精神　循内　小児　外科
産婦　整形　形成　脳神　心外
皮膚　ひ尿　眼科　耳鼻　放射
歯科　小歯　麻酔　小外　リハ
矯歯　神内　呼外　歯外　リ科
血内　糖内分内　呼内　消内
小循内　腎内　透内　緩内　放治
救急　消外　乳外　病理　脳血内
腫内　移外

297 931 38 100 14 60 6 6 1,097 昭28.9.27
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聖マリアヘルスケアセンター 830-0047 久留米市津福本町448番5 35-5522 （社医）雪の聖母会 井手　睦 内科　消内　腎内　透内　リハ 59 198 198 平26.9.18

社会医療法人聖ルチア会
聖ルチア病院

830-0047 久留米市津福本町1012 33-1581 （社医）聖ルチア会 大治　太郎 内科　精神　心内 136 263 263 昭27.6.10

医療法人蔦の会たなか病院 839-0821 久留米市太郎原町1267 43-7629 （医）蔦の会 田中　三省 内科　精神　神精 5 17 36 107 124
平9.5.1
（法人化）

医療法人松風海内藤病院 830-0038 久留米市西町字神浦ノ一1169番地の1 32-1212 （医）松風海 内藤　雅康
消内　消外　腫内　腫外　呼内
呼外　糖内　肛外　リハ　内分内
循内　麻酔

34 90 90
平26.4.1
（移転開設）

高良台リハビリテーション病院 830-0054 久留米市藤光町965番2 51-3838 （医）社団久英会 永田　剛
内科　神内　呼内　消内　循内
放射　リハ　歯科 38 100 100

平11.10.1
(移転開設)

半井病院 839-0852 久留米市高良内町4472 22-1308 （医）社団聖風園 半井　都枝子 内科　呼内　放射　リハ　麻酔 31 112 112
平元.3.1
（法人化）

医療法人善志会
久留米南病院

830-0066 久留米市荒木町下荒木1616-1 26-0100 （医）善志会 吉住　修
内科　呼内　胃腸内　循内　放射
リハ　ひ尿　眼科 41 100 100

平8.11.1
(移転開設)

のぞえ総合心療病院 830-0053 久留米市藤山町1730番地 22-5311 （医）コミュノテ風と虹 堀川　公平 精神　神経　心内 87 133 133 昭40.3.26

医療法人福岡桜十字
花畑病院

830-0038 久留米市西町914 32-4565 （医）福岡桜十字 四方田　宗一
内科　循内　外科　整形　放射
リハ 14 30 36 105 135

平30.6.1
（法人化）

くるめ病院 839-0865 久留米市新合川２丁目２番１８号 43-5757 （社医）社団高野会 野明　俊裕 肛門　胃腸　心内 35 85 85 昭61.12.19

医療法人社団堀川会
堀川病院

830-0038 久留米市西町510番地 38-1200 （医）社団堀川会 堀川　英喜 内科　精神　神内　外科　心内 21 55 136 328 383
昭56.1.1
（法人化）

松岡病院 830-0078 久留米市安武町住吉1766番地 26-2151 （医）松岡会 北原　健二 内科　精神　心内　胃腸内 98 218 218
平9.1.1
（法人化）



医療法人社団芳英会
宮の陣病院

839-0801 久留米市宮ノ陣1丁目1番70号 32-1808 （医）社団芳英会宮の陣病院 児玉　英資 精神　内科　心内 68 191 191
平6.2.1
（法人化）

弥永協立病院 830-0031 久留米市六ツ門町12番地12 33-3152 （医）弥生会 弥永　浩
外科　整形　内科　肛外　乳外
消外 35 57 57

平24.1.1
(法人化）

医療法人日高整形外科病院 830-0053 久留米市藤山町1644-5 22-5700 （医）日高整形外科病院 日高　滋紀 内科　整形　リハ　リ科 15 37 37
平10.8.1
（法人化）

田主丸中央病院 839-1213 久留米市田主丸町益生田892番地 0943-72-2460 （医）聖峰会 鬼塚　一郎

内科　呼内　循内　消内
糖内分内　腎内　人透内　血液内
脳神内　外科　呼外　消外　整形
リ科　脳神　眼科　ひ尿　皮膚
放射　精神　リハ　歯科　歯外
心外　麻酔 形外 ぺ内　内視内
緩内　救急　肛外　耳鼻

83 178 28 72 32 93 343 昭37.5.1
（法人化）

ゆうかり医療療育センター 839-1216 久留米市田主丸町中尾1274番地1 0943-73-0152 （社福）ゆうかり学園 大滝　悦生 小児　整形　歯科 40 150 150
平25.4.1
（移転）

医療法人吉村病院 839-1233 久留米市田主丸町田主丸520-1 0943-72-3131 （医）吉村病院 吉村　芳和
内科、外科　整形　消外　肛外
リハ 19 50 50

平4.9.1
（法人化）

神代病院 830-1101 久留米市北野町中川900番地1 78-3177 （医）三井会 髙田　晃男
外科　内科　消外　消内　神内
循内　整形　リハ　肛外　放射
皮膚　救急

16 42 22 58 100
平27.4.1
（移転開設）

富田病院 830-0223 久留米市城島町四郎丸261番地 62-3121 富田　裕輔 富田　裕輔
内科　外科　整形　胃腸　循環
脳神　リハ 8 26 15 45 71

平15.3.21
（親子継承）

安本病院 830-0112 久留米市三潴町玉満2371番地 64-2032 （医）白壽会安本病院 安本　潔
内科　外科　消内　呼内　人透内
リハ 18 48 16 45 93

昭63.8.1
（法人化）


