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福岡大学病院の理念 
福岡大学病院の目指すところは、受診されるすべての方に 

「あたたかい医療」を提供することです。 

あたたかい医療 

社会のニーズに応える患者中心の医療の提供 

高度先進医療の指導的病院 

地域に開かれた中核的医療センター 

社会に必要とされる優れた医療人の育成 

健康のための情報発信基地 

福岡大学病院綱領 

1. 患者の権利と尊厳を尊重し、高い倫理観、使命感を備え優しい心を持った医療人
による誠実で責任ある医療を提供します。

2. 高度先進医療を提供する大学病院として最新の医療技術を導入し、個々の患者に
応じた最善の医療を提供します。

3. 全人的医療を目指して全職種が協働し、患者を中心とした満足度の高い診療に
取り組みます。

4. 地域住民との絆、地域医療機関との連携を大切にし、医療・健康に関する情報の
発信を通して医療水準の向上に努めます。

5. 臨床研究・高度技術の開発など、大学病院として先端的研究に取り組み、世界の
医療や医学の発展に貢献する人材の育成を図ります。



患者さんの権利について 

医療は医療者と患者さんとの信頼関係で成り立っています。福岡大学病院

では、信頼され安心して受診していただける病院を実現するため、患者さんの

基本的な権利を明確にしてこれを職員一同が認識します。 

患者さんには常に人間としての尊厳と、差別のない安全で最善の医療を受ける権利が
あります。 

患者さんには病院を自由に選択し、変更する権利があります。また、患者さんには、
自己の費用負担の下にセカンドオピニオンを求める権利があります。 

患者さんは検査や治療について、その目的、もたらされる結果などについて十分説明を
受け、納得の上で選択あるいは拒否する権利があります。 

患者さんは自分自身に関する情報を開示され、自己の健康状態について十分な情報を
得る権利があります。 

患者さんは医療上得られた個人の情報やプライバシーが守られる権利があります。 



令和 3年（2021）年度 病院年報の発行にあたって 
 
 

病院長 岩﨑 昭憲 

 

福岡大学法人の病院群は３hospitals, One team を掲げ、協力しながら発展を続ける必要があります。
これには共通の基準や意識を持つことが重要で、そのために 4 月より総病院長制度が設けられました。
これらの制度を活用し、福岡大学全体での医療の取り組みを進め着実な成果をあげています。以下に令
和 3年度の福岡大学病院の活動報告をまとめていますのでご覧いただければと思います。 
 
１．診療活動の状況（図 1） 
令和 3 年度は、昨年に引き続き長引くコロナ禍において、依然として収束の兆しが見えず、特に第 6
波以降は新規陽性者数の高止まりの状況が続いています。感染対策の徹底が続くなか、集団接種、職域
接種、宿泊療養施設支援や幾度もの緊急事態宣言を受けての対策等、みなさまに多くのお力添えをいた
だき感謝申し上げます。10 月には九州で初めてとなる ECMO カーを導入しました。これにより患者さ
んに ECMO を装着した状態で適切な医療施設へ安全に搬送することが可能になり、迅速で高度な医療
を提供することができます。また、九州地区における感染教育の中核施設として治療に必要な技術の向
上や人材育成にも寄与しています。令和 3年からワクチン接種も始まりましたので、一日も早く日常生
活が戻ることを願っています。 

 

 

  

（図 1）福岡県新型コロナウイルス感染症新規陽性者数発生状況 



２．患者動向（図 2、3） 
外来取扱患者数は延 326,098 人（前年度比 106.4％）と増加しました。再診患者数が 303,588 人（前年
度比 106.1%）、新たに当院を受診した患者数は 16,947 人（前年度比 112.6%、1,896 人増）とともに増加
しています。また、入院取扱患者数は 238,286 人（前年度比 99.6％、903 人減少）、病床稼働率 80.2％と
前年を下回る結果となりました。一方で新入院患者数は 17,671 人（前年度比 106.6%、1,100 人増）と増
加しましたが、コロナ患者の受け入れによる病床数の減少もあり病床稼働率が伸びませんでした。 

３．診療収入の状況 
 令和 3年度もコロナ禍ではありますが、職員皆さんの奮闘により昨年と同様に良好な収支状況でした。
すなわち 2年連続の黒字収支になり、学校法人福岡大学の決算に大きな貢献ができました。参考として
入院・外来の単価状況をグラフ（図 4）に示しています。 
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（図2）1日平均患者数の推移（外来）
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（図3）1日平均取扱患者数の推移（入院）

1日平均取扱患者数の推移（入院）

＊平成29年4月から運用病床数を873⇒814に変更

*令和元年 8月から週休二日制へ 



４．病院新本館建設 
さて 10 月から待望の病院新本館建設が始まり、令和 5年 12 月に竣工予定です。感染症患者診療から
今回学んだ知見も活かして、あらゆる機能を新病院建設に盛り込んでいます。その他、安全な医療の提
供と患者さんに優しい病院づくりを目指し、中核拠点病院としての役割を果たしていきたいと思います。 
今後も皆様からのご支援を賜りますよう宜しくお願いいたします。 
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