
東館・西館1階「入院受付」へおいでください。



千鳥橋病院の基本方針
1．千鳥橋病院は「患者の権利章典」にそった医療を実践します。
2．千鳥橋病院は急性期医療を担い、厚生労働省臨床研修指定病院としての役割を果たします。
3．千鳥橋病院は地域の救急医療を担うとともに、専門性と総合性を兼ね備えた医療を追求します。
4．千鳥橋病院は高齢者や障害者にやさしい病院づくりをすすめます。
5．千鳥橋病院は健康づくりをはじめとした保健予防活動に取り組みます。
6．千鳥橋病院は地域ネットワークを広げ、安心して住み続けられるまちづくりをすすめます。
7．千鳥橋病院は病院の理念を理解し、地域と共に歩む人間性豊かな専門職を育成します。

※土・日・月・祝日は休み

●火～金
　11：30～12：10
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●地域包括ケア

●循環器内科
●糖尿病内分泌内科●HCU

●救急センター
●内視鏡室　●生理機能室
●放射線科　●MRI室　　●CT室
●外来受付　●総合受付　●会計
●ATM　　　●両替機

●回復期リハビリテーション

●入院受付・会計　●健診センター
●HPH情報センター
●胸部X線　●RI室　●リハセンター
●血液浄化センター（透析）
●通所リハビリテーション
●地域連携・患者サポートセンター
　（医療相談室）
●売店　●患者様用図書室
●ふくおか健康友の会

地域連携・
患者サポートセンター
（医療相談室）

売店

入
院
受
付

胸部X線

両替機



コップ

ひげそり

シャンプー・リンス

・健康保険証
・その他各種医療証・身体障がい者手帳
　（身障・一親・乳幼児・原爆・特定疾患など）

お薬手帳・薬の説明書など

入院誓約書（ご記入のうえ、ご持参ください）

・たばこ、ライターの持ち込みはできません。
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通院・入院

たんぽぽ 福岡市東区原田1-23-28-202号
わかば 福岡市博多区千代3-3-4第15岡部ビル2階
すみれ 福岡市南区大楠1-15-15
そよかぜ 福岡市東区千早1-8-1-1
コスモス 福岡市西区福重5-1-27
在宅ケアセンターたたら 福岡市東区八田1-4-48
あゆみ直方訪問介護ステーション 直方市大字山部字喜籐太504

092-531-9407
092-671-3031
092-891-3711
092-622-1890
092-962-5211
092-934-0011
0948-22-2680
0947-42-8403
0949-28-3321

092-626-0502
092-645-0150
092-531-9423
092-671-3056
092-891-3864
092-691-8181

0949-23-8007

092-691-5089

092-651-9805

連携法人 ちどり福祉会

福岡市（西区／南区／博多区／東区）・粕屋町・新宮町・直方市

糟屋郡須恵町大字新原字前田232-1

直方市大字山部字喜籐太504
特別養護老人ホーム等
福岡市東区八田／福岡市東区箱崎

092-643-8666

連携法人 NPO特定非営利活動法人
福岡地域福祉サービス協会
訪問介護等
福岡市（博多区／東区／南区）・飯塚市

地域包括ケア病棟　　　　 急性期の病状からの回復を行なう病棟
医療療養型病棟 　　　　　　　自宅への退院を目標に療養を継続する病棟
緩和ケア病棟 　　　　　　　がんなどの患者様のからだや心の痛みを和らげる専門スタッフを備えた病棟



電話の利用について
○公衆電話が各病棟のデイルームにありますのでご利用下さい。ただし、起床前や消
灯後のご利用は他の患者様のご迷惑となりますのでご遠慮下さい。
○病院内での携帯電話のご使用については、使用できる場所、時間帯の指定をさせて
いただいております。
○病室内ではマナーモードに設定し、携帯電話での通話はご遠慮ください。（ただし、
病室内でのメールは可能です。個室は通話可能です。）
○手術後などベッド上での安静が必要であり、やむを得ず電話連絡をする必要がある
場合は、短時間での通話をお願いします。
★携帯電話での通話が可能な場所と時間★
　①各階デイルーム・エレベーターホール　7：00～22：00
　②西館1階電話ボックス付近　　　　　 7：00～20：00
　③東館1階受付付近　　　　　　　　   7：00～20：00
　④西館2階家族待合室　　　　　　　  24時間使用可
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■70歳未満の方

所得区分 食事負担
（1食につき） 入院９０日超医療費上限額（1日から月末まで）

ア
（標準報酬月額83万円以上）

イ
（標準報酬月額53万～79万円）

ウ
（標準報酬月額28万～50万円）

エ
（標準報酬月額26万円以下）

オ
（被保険者が市民税非課税者）

4６０円

4６０円

4６０円

4６０円

２１０円

―

―

―

―

１６０円

252，6００円＋（総医療費－842，０００円）×１％

167，4００円＋（総医療費－558，０００円）×１％

80，1００円＋（総医療費－267，０００円）×１％

57，6００円

35，4００円

■70歳以上の方（市民税非課税世帯のみが対象）

所得区分 食事負担
（1食につき） 入院９０日超医療費上限額（1日から月末まで）

減免Ⅱ

減免Ⅰ

２１０円

１００円

１６０円

―

２４，６００円

１５，０００円

※詳しくは保険者にお尋ねください。

※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。





●病気に関する質問
●治療費や生活費が心配
●保険証がない　　　
●福祉・介護制度のことを知りたい
●転院や施設入所はどうしたらよいか
●身体障がいや難病で利用できる制度を知りたい
●仕事が原因で病気になった
●暴力・アルコール問題で悩んでいる　等
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床研修病院、第二種社会福祉事業、福岡県肝疾患専門医療機関、卒後臨床研修
評価機構認定病院（4年認定）、医師卒後臨床研修評価6年認定施設、医療被ばく
低減施設、日本医療機能評価機構認定病院

内科、神経内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、糖尿病・内分泌内科、
腎臓内科、外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、
肛門外科、精神科、小児科、リハビリテーション科、麻酔科、皮膚科、泌尿器科、
産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、病理診断科、形成外科、胸部外科

350床

公益社団法人福岡医療団
千鳥橋病院
〒812-8633福岡市博多区千代5-18-1
TEL092-641-2761　FAX092-633-3311
http://www.chidoribashi-hp.or.jp/


