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【局長級】 
脳血管医療センター病院長 

（脳血管医療センター内科部長・循環器内科

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） 

     

病院経営局担当理事（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） 

○昇  医職 青田 洋一 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） 

 
【部長級】 
市民病院副病院長 

（市民病院医療情報室長・臨床研究部長・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） 

     

市民病院産婦人科長 

（市民病院婦人科内視鏡手術センター長兼

務） 

 医職 茂田 博行 市民病院産婦人科長 

     

市民病院循環器内科担当部長 ○昇  医職 小浦 貴裕 市民病院循環器内科医長 

     

市民病院救急総合診療科担当部長   石川 淳哉 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脳卒中・神経疾患セン

ター長・臨床研究部長・神経内科部長兼務） 

  城倉 健 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 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総合相談室副室長兼

務） 

     

市長部局出向 ○昇  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） 

 
【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）（オリンピック・パ

ラリンピック横浜市推進担当兼務） 

 事職 原田 浩一郎 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） 

         

総務部総務課長 

（市民病院管理部総務課長兼務） 

 事職 石井 淳 政策局担当課長 

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 

     

看護師キャリア支援室副室長  医職 庄司 邦枝 病院経営局担当課長（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） 

     

市民病院医療情報室システム運用担当課長 

（脳血管医療センター管理部医事課システ

ム運用担当課長兼務） 

 事職 三浦 拓也 市民病院医療情報室担当副室長 
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市民病院医療情報室情報企画担当課長  事職 大木 将彰 総務局危機管理室危機管理部情報技術課長 

         

市民病院管理部医事課長 

（財政局主税部徴収対策課債権回収促進担

当兼務） 

 事職 佐々木 雅純 鶴見区福祉保健センター保険年金課長 

（鶴見区総務部税務課滞納整理担当兼務） 

         

市民病院再整備担当課長  医職 川上 幸子 病院経営局担当課長（市民病院看護部看護師

長） 

         

市民病院形成外科長（医長） 

（市民病院臨床研究部担当課長兼務） 

 医職 佐久間 恒 市民病院形成外科長（医長） 

         

市民病院腎臓内科医長 ○昇  医職 加藤 徳介 市民病院腎臓内科副医長 

         

市民病院糖尿病リウマチ内科医長 ○昇  医職 今井 孝俊 市民病院糖尿病リウマチ内科副医長 

         

市民病院呼吸器内科医長 ○昇  医職 下川 恒生 市民病院呼吸器内科副医長 

         

市民病院呼吸器内科医長 ○昇  医職 中村 有希子 市民病院呼吸器内科副医長 

         

市民病院炎症性腸疾患（IBD）科医長 ○昇  医職 辰巳 健志 市民病院消化器外科副医長 

         

市民病院リハビリテーション科長（医長） ○昇  医職 髙橋 素彦 脳血管医療センターリハビリテーション科副

医長 

         

脳血管医療センター医療安全管理室副室長  医職 住田 亮子 脳血管医療センター副看護部長 

     

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 本間 明 健康福祉局担当課長（恩賜財団済生会研修派

遣） 

     

脳血管医療センター副薬剤部長 

（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・臨床研究部担

当課長兼務） 

  平野 秀隆 脳血管医療センター副薬剤部長 

（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） 

     

脳血管医療センター脳神経外科医長 ○昇  医職 清水 曉 脳血管医療センター脳神経外科副医長 

     

脳血管医療センター脊椎脊髄外科医長 ○昇  医職 河井 卓也 脳血管医療センター脊椎脊髄外科副医長 

     

脳血管医療センター麻酔科医長 ○昇  医職 坂井 誠 脳血管医療センター麻酔科副医長 

     

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 松木 晴美 脳血管医療センター医療安全管理室副室長 

     

脳血管医療センター看護部副看護部長 ○昇  医職 吉楽 初美 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） 

     

市長部局出向  事職 林 健一 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） 
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市長部局出向  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総合相談室副

室長兼務） 

 
【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） 

 事職 小松 利行 健康福祉局課長補佐（医療政策室救急・災害

医療課担当係長） 

        

病院経営局課長補佐（総務部総務課広報等担

当係長） 

（市民病院管理部総務課広報等担当係長兼

務） 

 事職 髙橋 陽子 病院経営局課長補佐（総務部総務課担当係長） 

（市民病院管理部総務課担当係長兼務） 

        

病院経営局課長補佐（総務部経営経理課調度

契約係長） 

（市民病院管理部経営経理課調度契約係長

兼務） 

 事職 斉藤 健 磯子区課長補佐（福祉保健センター福祉保健

課運営企画係長） 

（保健所兼務） 

     

病院経営局課長補佐（総務部人事課給与厚生

係長） 

（市民病院管理部人事課給与厚生係長兼務） 

○昇  事職 富田 義徳 総務部人事課給与厚生係長 

（市民病院管理部人事課給与厚生係長兼務） 

         

病院経営局課長補佐（市民病院医療情報室シ

ステム担当係長） 

 事職 水沼 彩子 総務局課長補佐（ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推

進課担当係長） 

        

病院経営局課長補佐（市民病院画像診断部担

当係長） 

○昇  技職 田島 隆道 脳血管医療センター画像診断部担当係長 

     

病院経営局課長補佐（市民病院看護部看護師

長） 

○昇  医職 土屋 恵美子 市民病院看護部看護師長 

        

病院経営局課長補佐（市民病院看護部看護師

長） 

○昇  医職 赤松 直子 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

理部総務課庶務係長） 

（看護師キャリア支援室担当係長兼務）（脳

血管医療センター臨床研究部担当係長兼務） 

 事職 鈴木 宣美 病院経営局課長補佐（脳血管医療センター管

理部総務課庶務係長） 

（看護師キャリア支援室担当係長兼務） 

        

病院経営局課長補佐（脳血管医療センター管

理部総務課企画担当係長） 

○昇  事職 本橋 健二 環境創造局公園緑地部公園緑地管理課担当係

長 

     

病院経営局課長補佐（脳血管医療センターリ

ハビリテーション部担当係長） 

○昇  技職 鶴田 薫 脳血管医療センターリハビリテーション部担

当係長 

        

市長部局出向 ○昇  事職 深澤 博 総務部総務課管理係長 

（市民病院感染管理室担当係長・管理部総務

課管理係長兼務） 

     

市長部局出向  技職 平井 克憲 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） 

 
 
【係長級】 
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計画推進担当係長 

（市民病院再整備担当係長兼務） 

 事職 馬場 誠 総務局人材組織部人材開発課担当係長（東京

都研修派遣） 

        

 

総務部総務課管理係長 

（市民病院感染管理室担当係長・管理部総務

課管理係長・臨床研究部担当係長兼務） 

  

事職 

 

幕田 雄亮 

 

脳血管医療センター管理部総務課企画担当係

長 

       

総務部総務課施設担当係長 

（市民病院管理部総務課施設担当係長・市民

病院再整備担当係長兼務） 

○昇  技職 青山 大作 資源循環局勤務 

        

総務部経営経理課経理担当係長 

（市民病院管理部経営経理課経理担当係長

兼務） 

 事職 小森田 秀幸 緑区総務部総務課予算調整係長 

     

看護師キャリア支援室担当係長  医職 迫内 由加利 脳血管医療センター看護部看護師長 

     

市民病院患者総合相談室地域連携係長  事職 江口 孝 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） 

     

市民病院患者総合相談室企画担当係長  事職 鈴木 秀明 健康福祉局医療政策室地域医療課担当係長 

     

市民病院看護部看護師長 

（市民病院患者総合相談室がん検診センタ

ー担当係長兼務） 

 医職 鈴木 裕子 市民病院看護部看護師長 

     

市民病院医療情報室担当係長  事職 川合 正陳 総務部人事課担当係長 

（市民病院管理部人事課担当係長兼務） 

     

市民病院管理部医事課運用調整担当係長 ○昇  事職 坪井 宏哲 総務部人事課勤務 

     

市民病院薬剤部担当係長 

（市民病院臨床研究部担当係長兼務） 

 医職 澤村 公志 市民病院薬剤部担当係長 

     

市民病院血液内科副医長   島崎 健五 新採用 

     

市民病院呼吸器内科副医長 ○昇  医職 上見 葉子 市民病院呼吸器内科勤務 

        

市民病院循環器内科副医長 ○昇  医職 酒井 正憲 市民病院循環器内科勤務 

        

市民病院炎症性腸疾患（IBD）科副医長 ○昇  医職 二木 了 市民病院炎症性腸疾患（IBD）科勤務 

     

市民病院整形外科副医長   門脇 絢弘 新採用 

     

市民病院呼吸器外科副医長 ○昇  医職 福冨 寿典 市民病院呼吸器外科勤務 

     

市民病院産婦人科副医長   片山 佳代 新採用 

 

 

    

市民病院耳鼻咽喉科副医長   重冨 征爾 新採用 

     

市民病院神経精神科副医長 ○昇  医職 片桐 建志 市民病院神経精神科勤務 
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市民病院放射線治療科副医長 ○昇  医職 小田切 一将 市民病院放射線治療科勤務 

     

市民病院感染症内科副医長 ○昇  医職 吉村 幸浩 市民病院感染症内科勤務 

     

市民病院看護部看護師長  医職 渋谷 陽子 健康福祉局担当係長（労働者健康福祉機構研

修派遣） 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇  医職 飯尾 美紀 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇  医職 後藤 真理 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇  医職 鈴木 知子 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇  医職 赤羽 大輔 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部病床管理担当看護師長  医職 鈴木 美佐代 市民病院看護部看護師長 

     

市民病院看護部病床管理担当看護師長  医職 望月 久美子 市民病院看護部看護師長 

     

脳血管医療センター管理部総務課物品管理

係長 

 事職 本橋 雅人 戸塚区総務部税務課担当係長 

     

脳血管医療センター管理部総務課臨床工学

担当係長 

（脳血管医療センター医療安全管理室担当

係長兼務） 

○昇  技職 青柳 和夫 市民病院臨床工学部勤務 

     

脳血管医療センター管理部総務課施設係長  技職 七呂 道輝 資源循環局都筑工場操作担当係長 

     

脳血管医療センター循環器内科副医長 ○昇  医職 糟谷 深 脳血管医療センター循環器内科勤務 

     

脳血管医療センター神経内科副医長   工藤 洋祐 新採用 

     

脳血管医療センター脊椎脊髄外科副医長   佐藤 雅経 新採用 

     

脳血管医療センターリハビリテーション科

副医長 

  武藤 里佳 新採用 

     

脳血管医療センター画像診断部担当係長  技職 水鳥 俊幸 市民病院画像診断部担当係長 

     

脳血管医療センター薬剤部担当係長 

（脳血管医療センター臨床研究部担当係長

兼務） 

 医職 高橋 浩二 市民病院薬剤部担当係長 

     

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） 

○昇  医職 山下 智佳子 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 大津 比呂志 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 安田 珠美 脳血管医療センター看護部勤務 

     



平成２６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 
市長部局出向  事職 玉山 和裕 計画推進担当係長 

（市民病院再整備担当係長兼務） 

     

市長部局出向  事職 槙村 瑞光 市民病院医療情報室システム運用担当係長 

     

市長部局出向  事職 橋本 剛 市民病院管理部医事課サービス推進担当係長 

     

市長部局出向  事職 鎌田 学 脳血管医療センター管理部総務課物品管理係

長 

（脳血管医療センター医療安全管理室担当係

長兼務） 

     

 


