
※開院年月は開設日又はグループ編入日

（11/20作成　　福岡和白病院　総務課　庄司）

カ マ チ グ ル ー プ 　関 連 病 院一覧

平成27年11月1日付

一般社団法人巨樹の会  

新上三川病院 
〒329-0611 栃木県河内郡上三川町上三川2360  

℡ 0285-56-7111 ／ 209床（急+回復期） 

平成21年10月開院／院長 大上 仁志 

セラピスト数：131名  ／看護師数：119名  
延床面積：7,870 ㎡（2,385坪） 

医療法人社団緑野会  

みどり野ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間2-6-17 

℡ 046-271-1221 ／ 115床（回復期） 

平成22年5月開院／院長 大山 治 

セラピスト数：87名  ／看護師数：55名  

一般社団法人巨樹の会  

蒲田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒143-0015 東京都大田区大森西4-14-5 

℡ 03-5767-7100 ／180床（回復期） 

平成23年5月開院／院長 前原 正明 

セラピスト数：115名  ／ 看護師数：78名  

一般社団法人巨樹の会  

小金井ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 
〒184-0013 東京都小金井市前原町1-3-2 

℡ 042-316-3561 ／ 220床（回復期） 

平成24年5月開院／院長 金 隆志 

セラピスト数：162名  ／看護師数：93名   

社団法人巨樹の会 

新武雄病院  
〒843-0024  佐賀県武雄市武雄町富岡12628 

℡ 0954-23-3111  ／ 135床（急性期） 

セラピスト数：42名  ／看護師数：169名  
延  床  面  積：15,251 ㎡（4,622坪） 

社会医療法人財団池友会 

福岡新水巻病院  
〒807-0051 遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1 

℡ 093-203-2220  ／ 212床（急性期） 

セラピスト数：50名 ／ 看護師数：307名  
延床面積：9,519 ㎡（5,915坪） 

社会医療法人財団池友会 

新小文字病院  
〒800-0057 北九州市門司区大里新町2-5 

℡ 093-391-1001  ／ 229床（急性期） 

セラピスト数：59名／看護師数：309名  
延床面積：18,390 ㎡（5,573坪） 

社会医療法人財団池友会 

福岡和白病院  
〒811-0213 福岡市東区和白丘2-2-75 

℡ 092-608-0001  ／ 317床（急性期） 

セラピスト数： 74名／看護師数：428名  
延床面積：27,986 ㎡（8,481坪） 

一般社団法人巨樹の会  

赤羽ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒115-0055 東京都北区赤羽西6-37-12                    

℡  03-5993-5777 ／234床（回復期） 

平成25年4月開院／院長 杉田 之宏 

セラピスト数： 156名  ／看護師数：96名  
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社団法人巨樹の会 

新武雄病院  
〒843-0024  佐賀県武雄市武雄町富岡12628 

℡ 0954-23-3111  ／ 135床（急性期） 

セラピスト数：42名  ／看護師数：169名  
延  床  面  積：15,251 ㎡（4,622坪） 

社会医療法人財団池友会 

福岡新水巻病院  
〒807-0051 遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1 

℡ 093-203-2220  ／ 212床（急性期） 

セラピスト数：50名 ／ 看護師数：307名  
延床面積：9,519 ㎡（5,915坪） 

社会医療法人財団池友会 

新小文字病院  
〒800-0057 北九州市門司区大里新町2-5 

℡ 093-391-1001  ／ 229床（急性期） 

セラピスト数：59名／看護師数：309名  
延床面積：18,390 ㎡（5,573坪） 

社会医療法人財団池友会 

福岡和白病院  
〒811-0213 福岡市東区和白丘2-2-75 

℡ 092-608-0001  ／ 317床（急性期） 

セラピスト数： 74名／看護師数：428名  
延床面積：27,986 ㎡（8,481坪） 

一般社団法人巨樹の会  

八千代ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒276-0015 千葉県八千代市米本1808  

℡ 047-488-1555 ／ 83床（回復期） 

平成18年4月開院／院長 大森 啓造 

セラピスト数： 63名  ／看護師数：42名  
延床面積： 4,275 ㎡（1,295坪） 

一般社団法人巨樹の会  

明生ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2681-2  

℡ 04-2929-2220 ／ 111床（回復期） 

平成21年5月開院／院長 酒井 規光 

セラピスト数：82名  ／ 看護師数：56名  
延床面積：5,565 ㎡（1,683坪） 

一般社団法人巨樹の会  

所沢明生病院  
〒359-1145 埼玉県所沢市山口5095 

℡ 04-2928-9110 ／ 50床（急性期） 

平成21年5月開院／院長 鈴木 昭一郎 

セラピスト数：17名  ／看護師数：70名  
延床面積：5,035 ㎡（1,526坪） 

社会医療法人財団池友会 

香椎丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒813-0002 福岡市東区下原2-24-36 

℡ 092-662-3200 ／ 120床（回復期） 

平成15年4月開院／院長 佐々木 靖 

セラピスト数：99名  ／看護師数：72名  
延床面積：3,871 ㎡（1,173坪） 

一般社団法人巨樹の会 

新武雄病院  
〒843-0024  佐賀県武雄市武雄町富岡12628 

℡ 0954-23-3111 ／ 135床（急性期） 

平成22年2月開院／院長 西田 憲記 

セラピスト数：47名  ／看護師数：175名  
延  床  面  積：15,251 ㎡（4,622坪） 

社会医療法人財団池友会 

福岡新水巻病院  
〒807-0051 遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1 

℡ 093-203-2220 ／ 227床（急性期） 

平成15年6月開院／院長 藤井 茂 

セラピスト数：64名 ／ 看護師数：306名  
延床面積：19,519 ㎡（5,915坪） 

社会医療法人財団池友会 

新行橋病院  
〒824-0026 行橋市道場寺1411 

℡ 0930-24-8899 ／ 246床（急性期） 

平成9年7月開院／院長 正久 康彦 

セラピスト数： 68名 ／看護師数：277名  
延  床  面  積： 20,167 ㎡（6,111坪） 

社会医療法人財団池友会 

新小文字病院  
〒800-0057 北九州市門司区大里新町2-5 

℡ 093-391-1001 ／ 214床（急性期） 

昭和56年9月開院／院長 甲斐 秀信 

セラピスト数：70名 ／看護師数：320名  
延床面積：18,390 ㎡（5,573坪） 

社会医療法人財団池友会 

福岡和白病院  
〒811-0213 福岡市東区和白丘2-2-75 

℡ 092-608-0001 ／ 367床（急性期） 

昭和62年7月開院／院長 富永 隆治 

セラピスト数： 91名 ／看護師数：481名  
延床面積：27,986 ㎡（8,481坪） 

一般社団法人巨樹の会  

宇都宮ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 
〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町43-2 

℡ 028-662-6789 ／ 96床（回復期） 

平成23年8月開院／院長 大塚 秋二郎 

セラピスト数：69名  ／ 看護師数：51名  
延床面積：4,683 ㎡（1,419坪） 

一般社団法人巨樹の会  

下関ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒750-0064 山口県下関市今浦町9-6 

℡ 083-232-5811 ／ 165床（回復期） 

昭和49年4月開院／院長 興津 貴則 

セラピスト数：140名  ／看護師数：79名  
延床面積：5,502 ㎡（1,667坪） 

一般社団法人巨樹の会  

松戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒270-2232  千葉県松戸市和名ヶ谷1009-1  

℡ 047-703-1555 ／ 120床（回復期） 

平成26年4月開院／院長 岡田 仁 

セラピスト数： 82名  ／看護師数：49名 

一般社団法人巨樹の会  

千葉みなとﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1-17-18  

℡ 043-245-1555 ／120床（回復期） 

平成26年4月開院／院長 片山 薫 

セラピスト数： 92名  ／ 看護師数：49名 

延床面積： 8,994㎡（2,720坪） 

一般社団法人巨樹の会  

原宿ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-26-1 

℡ 03-3486-8333 /303床（回復期） 

平成27年4月開院／院長 四津 良平 

セラピスト数： 209名／ 看護師数： 159名 
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社会医療法人財団池友会 

福岡和白PET画像診断ｸﾘﾆｯｸ  
〒811-0213 福岡市東区和白丘2-2-76 

℡ 092-608-1166  

平成16年4月開院／院長 本間 穣 

セラピスト数：0名  ／看護師数：6名  

社会医療法人財団池友会  

福岡和白総合健診クリニック           
〒811-0213  福岡市東区和白丘2-11-17 

℡ 092-608-0138   

平成17年4月開院／院長 山永 義之                   

セラピスト数：0名   ／看護師数：31名  

一般社団法人巨樹の会  

五反田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-8-20 

℡ 03-3779-8820 /232床（回復期） 

平成27年10月開院／院長 山田 達夫 

セラピスト数： 134名  ／ 看護師数：103

一般社団法人巨樹の会  

江東ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  
〒136-0073 東京都江東区北砂2-23-1 

℡  /床（回復期） 

平成29年4月開院予定 

セラピスト数： 0名  ／ 看護師数：0名 

平成29年4月開院予定 


