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【局長級】 
市民病院長 

（がん検診センター所長兼務） 

○昇 医職 石原 淳 市民病院副病院長 

（市民病院医療安全管理室長・医療情報室

長・小児科長・臨床工学部長兼務） 

     

病院経営局担当理事（市民病院副病院長） 

（市民病院医療安全管理室長・経営担当部

長・炎症性腸疾患センター長・栄養部長兼務） 

○昇 医職 杉田 昭 市民病院副病院長 

（市民病院経営担当部長・炎症性腸疾患（IBD）

科長・栄養部長兼務） 

     

脳血管医療センター病院長 

（脳血管医療センター脳卒中・神経疾患セン

ター長・内科部長・循環器内科部長・神経内

科部長・麻酔科部長・検査部長・栄養部長兼

務） 

  山本 勇夫 脳血管医療センター長 

（脳血管医療センター地域連携部長・内科部

長・神経内科部長・麻酔科部長・医療サービ

ス部長兼務） 

 

【部長級】 
病院経営局副局長 

（総務部長兼務） 

（市民病院管理部長兼務） 

 事職 岡田 隆雄 病院経営局総務部長 

（市民病院管理部長兼務） 

     

計画推進担当部長 

（市民病院再整備担当部長兼務） 

○昇 事職 新井 勉 総務部人事課長 

（看護師キャリア支援室副室長兼務） 

（市民病院管理部人事課長兼務） 

     

市民病院副病院長 

（看護師キャリア支援室長兼務） 

（市民病院看護部長兼務） 

 医職 石川 崇子 脳血管医療センター副センター長 

（脳血管医療センター看護部長兼務） 

     

市民病院副病院長 

（市民病院患者総合相談室長・消化器病セン

ター長・消化器内科長兼務） 

 医職 小松 弘一 市民病院副病院長 

（市民病院患者総合相談室長・消化器内科長

兼務） 

     

市民病院副病院長 

（市民病院医療情報室長・整形外科長・リハ

ビリテーション部長・臨床工学部長兼務） 

 医職 中澤 明尋 市民病院整形外科長 

     

市民病院血液内科長 ○昇 医職 仲里 朝周 市民病院血液内科長（医長） 

     

市民病院小児科長  医職 山下 行雄 市民病院小児科担当部長 

     

市民病院炎症性腸疾患(IBD)科長  医職 小金井 一隆 市民病院炎症性腸疾患(IBD)科担当部長 

     

市民病院皮膚科長   堀内 義仁 新採用 

     

市民病院麻酔科長   伊奈川 岳 新採用 

     

市民病院麻酔科担当部長 

（市民病院手術部長兼務） 

 医職 岩倉 秀雅 市民病院麻酔科担当部長 

     

市民病院麻酔科担当部長   速水 元 新採用 
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脳血管医療センター副病院長 

（脳血管医療センター医療安全管理室長・医

療機器安全管理責任者・脳神経外科部長・薬

剤部長兼務） 

 医職 中山 賢司 脳血管医療センター副センター長 

（脳血管医療センター医療安全管理室長・医

療機器安全管理責任者・脳神経外科部長兼務）

     

脳血管医療センター副病院長 

（脳血管医療センター地域連携総合相談室

長・リハビリテーション科部長・リハビリテ

ーション部長兼務） 

 医職 前野 豊 脳血管医療センターリハビリテーション科部

長 

（脳血管医療センターリハビリテーション部

長兼務） 

     

脳血管医療センター副病院長 

（脳血管医療センター脊椎脊髄疾患センタ

ー長・脊椎脊髄外科部長兼務） 

  青田 洋一 新採用 

     

脳血管医療センター副病院長 

（脳血管医療センター看護部長兼務） 

○昇 医職 渡邉 三紀子 政策局担当課長 

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 

     

脳血管医療センター脳神経血管内治療科部

長 

○昇 医職 甘利 和光 脳血管医療センター脳神経外科医長 

     

脳血管医療センター放射線科部長 

（脳血管医療センター画像診断部長兼務） 

 医職 鳥越 総一郎 脳血管医療センター放射線科部長 

 

【課長級】 
計画推進担当課長 

（市民病院再整備担当課長兼務） 

（未来のまちづくり推進担当兼務） 

 事職 原田 浩一郎 交通局総務部総務課担当課長 

         

計画推進担当課長 

（市民病院再整備担当課長兼務） 

 事職 川崎 洋和 総務部経営経理課担当課長 

（市民病院管理部経営経理課担当課長兼務） 

     

総務部総務課長 

（市民病院管理部総務課長兼務） 

 事職 堀川 尚実 総務部総務課長 

（市民病院管理部総務課長兼務） 

（節電・省エネ推進担当兼務） 

     

総務部経営経理課長 

（市民病院管理部経営経理課長兼務） 

○昇 事職 白木 健介 財政局課長補佐（財政部財政課財政第一係長）

     

総務部人事課長 

（看護師キャリア支援室副室長兼務） 

（市民病院管理部人事課長兼務） 

 事職 戸倉 隆一 脳血管医療センター管理部管理課長 

     

市民病院患者総合相談室副室長 ○昇 事職 神内 浩 病院経営局課長補佐（総務部総務課庶務係長）

（市民病院管理部総務課庶務係長兼務） 

         

市民病院管理部医事課長 

（財政局主税部税務課債権回収担当兼務） 

 事職 林 健一 総務部医事課長 

（市民病院管理部医事課長兼務） 

（財政局主税部税務課債権回収担当兼務） 

         

市民病院再整備担当課長 ○昇 技職 堀切 安二 建築局課長補佐（宅地審査部宅地審査課担当

係長） 

         

市民病院消化器内科医長 ○昇 医職 長久保 秀一 市民病院消化器内科副医長 

         

市民病院小児科医長 ○昇 医職 佐藤 明弘 市民病院小児科副医長 
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市民病院小児科医長 ○昇 医職 御宮知 利美 市民病院小児科副医長 

         

市民病院眼科医長 ○昇 医職 佐々木 誠 市民病院眼科副医長 

         

市民病院耳鼻咽喉科長（医長）   藤峰 武克 新採用 

         

市民病院リハビリテーション科長（医長） ○昇 医職 横井 剛 市民病院リハビリテーション科副医長 

         

病院経営局担当課長（市民病院看護部看護師

長） 

○昇 医職 川上 幸子 病院経営局課長補佐（市民病院看護部看護師

長） 

         

脳血管医療センター医療安全管理室副室長 ○昇  医職 松木 晴美 病院経営局課長補佐（脳血管医療センター看

護部看護師長） 

     

脳血管医療センター管理部総務課長  事職 谷口 尚三 総務部経営経理課長 

（市民病院管理部経営経理課長兼務） 

（政策局政策部政策課担当課長兼務） 

     

脳血管医療センター管理部医事課長 

（脳血管医療センター地域連携総合相談室

副室長兼務） 

 事職 倉本 裕義 脳血管医療センター管理部医事課長 

（脳血管医療センター地域連携部連携相談課

長兼務） 

     

脳血管医療センター地域連携総合相談室副

室長 

○昇  事職 金子 秀子 病院経営局課長補佐（脳血管医療センター地

域連携部連携相談課相談担当係長） 

     

脳血管医療センター薬剤部副薬剤部長 

（脳血管医療センター医療安全管理室担当

課長・医薬品安全管理責任者兼務） 

  平野 秀隆 新採用 

     

脳血管医療センター看護部副看護部長 

（看護師キャリア支援室副室長兼務） 

（脳血管医療センター地域連携総合相談室

副室長兼務） 

 医職 佐竹 信子 脳血管医療センター看護部副看護部長 

（看護師キャリア支援室副室長兼務） 

（脳血管医療センター地域連携部連携相談課

担当課長兼務） 

     

病院経営局担当課長（脳血管医療センター看

護部看護師長） 

 医職 杉山 直美 病院経営局担当課長（市民病院看護部看護師

長） 

     

市長部局出向  事職 原 健太郎 市民病院患者総合相談室副室長 

 

【課長補佐級】 
病院経営局課長補佐（計画推進担当係長） 

（市民病院再整備担当係長兼務） 

○昇 事職 川崎 貢市 総務部経営経理課担当係長 

（市民病院管理部経営経理課担当係長兼務） 

         

病院経営局課長補佐（総務部総務課庶務係

長） 

（市民病院管理部総務課庶務係長兼務） 

○昇 事職 髙橋 陽子 経済局市民経済労働部商業振興課担当係長 

         

病院経営局課長補佐（総務部総務課施設係

長） 

（市民病院管理部総務課施設係長・再整備担

当係長兼務） 

 技職 菊地 徹 病院経営局課長補佐（総務部総務課施設係長）

（市民病院管理部総務課施設係長兼務） 
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病院経営局課長補佐（総務部人事課人事係

長） 

（市民病院管理部人事課人事係長兼務） 

○昇 事職 羽田 政直 総務部人事課人事係長 

（市民病院管理部人事課人事係長兼務） 

         

病院経営局課長補佐（市民病院患者総合相談

室在宅ケア相談担当係長） 

 医職 赤根 能子 病院経営局課長補佐（市民病院看護部看護師

長） 

        

病院経営局課長補佐（市民病院管理部医事課

医事企画係長） 

（市民病院医療安全管理室担当係長兼務） 

 事職 小川 亨 病院経営局課長補佐（総務部医事課医事企画

係長） 

（市民病院管理部医事課医事企画係長・医療

安全管理室担当係長兼務） 

     

病院経営局課長補佐（市民病院看護部看護師

長） 

○昇 医職 岡﨑 悦子 市民病院看護部看護師長 

         

病院経営局課長補佐（脳血管医療センター管

理部総務課施設係長） 

 技職 平井 克憲 経済局課長補佐（中央卸売市場南部市場運営

課施設係長） 

        

病院経営局課長補佐（脳血管医療センター管

理部医事課情報企画係長） 

 事職 田中 裕一 病院経営局課長補佐（脳血管医療センター管

理部医事課医療情報システム担当係長） 

        

病院経営局課長補佐（脳血管医療センター看

護部看護師長） 

（看護師キャリア支援室担当係長兼務） 

 医職 松宮 枝利子 病院経営局課長補佐（脳血管医療センター看

護部看護師長） 

     

病院経営局課長補佐（脳血管医療センター看

護部看護師長） 

（脳血管医療センター地域連携総合相談室

相談担当係長兼務） 

 医職 大江 初江 病院経営局課長補佐（脳血管医療センター看

護部看護師長） 

        

【係長級】 
計画推進担当係長 

（市民病院再整備担当係長兼務） 

 事職 玉山 和裕 総務部経営経理課経営企画担当係長 

（市民病院管理部経営経理課経営企画担当係

長兼務） 

         

総務部経営経理課物品管理係長 

（市民病院管理部経営経理課物品管理係長

兼務） 

 事職 井上 正一朗 健康福祉局健康安全部保健事業課担当係長 

        

市民病院患者総合相談室がん検診等担当係

長 

 事職 土屋 友美 市民病院患者総合相談室地域連携等担当係長 

         

市民病院患者総合相談室地域連携担当係長   古澤 則男 新採用 

     

市民病院患者総合相談室医療福祉相談担当

係長 

 事職 屋鋪 智子 市民病院患者総合相談室地域連携等担当係長 

     

市民病院感染管理室担当係長 ○昇 医職 伊藤 正子 市民病院感染管理室勤務 

     

市民病院管理部医事課収納・企画担当係長  事職 井上 格 総務部医事課収納・企画担当係長 

（市民病院管理部医事課収納・企画担当係長

兼務） 
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市民病院管理部医事課サービス推進担当係

長 

 事職 橋本 剛 総務部医事課サービス推進担当係長 

（市民病院管理部医事課サービス推進担当係

長兼務） 

     

市民病院管理部医事課医業収入等担当係長  事職 杉山 洋子 総務部医事課医業収入等担当係長 

（市民病院管理部医事課医業収入等担当係長

兼務） 

     

市民病院再整備担当係長 ○昇 技職 長谷川 光正 財政局勤務 

     

市民病院腎臓内科副医長   足利 栄仁 新採用 

     

市民病院呼吸器内科副医長   中村 有希子 新採用 

         

市民病院消化器内科副医長 ○昇 医職 田村 寿英 市民病院消化器内科勤務 

         

市民病院産婦人科副医長 ○昇 医職 大井 由佳 市民病院産婦人科勤務 

     

市民病院看護部看護師長  医職 有山 美佐子 脳血管医療センター看護部看護師長 

     

市民病院看護部看護師長 

（看護師キャリア支援室担当係長兼務） 

 医職 芦邊 リツ子 市民病院看護部看護師長 

     

市民病院看護部看護師長  医職 土屋 恵美子 市民病院患者総合相談室担当係長 

     

市民病院看護部看護師長  医職 森 啓子 市民病院看護部看護師長 

（看護師キャリア支援室担当係長兼務） 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇 医職 原田 真理子 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇 医職 山田 道代 市民病院看護部勤務 

     

脳血管医療センター管理部医事課医事係長 

（脳血管医療センター医療安全管理室担当

係長兼務） 

 事職 安間 猛 総務部経営経理課物品管理係長 

（市民病院管理部経営経理課物品管理係長兼

務） 

     

脳血管医療センター管理部医事課担当係長  事職 櫻井 高志 健康福祉局生活福祉部保険年金課保険年金シ

ステム担当係長 

     

脳血管医療センター地域連携総合相談室地

域連携係長 

 事職 大野 裕子 泉区福祉保健センター保険年金課国民年金係

長 

     

脳血管医療センター脊椎脊髄外科副医長   新村 高典 新採用 

     

脳血管医療センター薬剤部担当係長 ○昇  医職 市田 千佳 市民病院薬剤部勤務 

     

脳血管医療センター看護部看護師長  医職 山崎 いづみ 市民病院看護部看護師長 

     

脳血管医療センター看護部看護師長  医職 島 あゆ子 脳血管医療センター看護部看護師長 

（脳血管医療センター地域連携部連携相談課

相談担当係長兼務） 



平成２５年４月１日           人 事 異 動 （病院経営局）   6頁 
 

新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
     

脳血管医療センター看護部看護師長  医職 東 由紀子 脳血管医療センター看護部看護師長 

（看護師キャリア支援室担当係長兼務） 

     

脳血管医療センター看護部看護師長 ○昇  医職 清水 美由紀 脳血管医療センター看護部勤務 

     

脳血管医療センター看護部看護師長 ○昇  医職 鈴木 順子 脳血管医療センター看護部勤務 

     

市長部局出向 ○昇  事職 佐藤 優 総務部人事課勤務 

     

市長部局出向  技職 大山 美夫 脳血管医療センター管理部管理課施設担当係

長 

     

市長部局出向  事職 槇田 芳郎 脳血管医療センター管理部医事課医事係長 

（脳血管医療センター医療安全管理室担当係

長兼務） 

     

市長部局出向  事職 佐藤 暢子 脳血管医療センター地域連携部連携相談課連

携担当係長 

     

 


