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【局長級】 
病院経営本部長  医職 髙橋 俊毅 病院事業管理者 

     

市民病院長 

（市民病院患者総合サポートセンター長・耳

鼻咽喉科長兼務） 

 医職 石原 淳 市民病院長 

（市民病院がん検診センター所長・耳鼻咽喉

科長兼務） 

     

医療局病院経営本部担当理事 

（市民病院副病院長・医療安全管理室長・経

営企画部長・炎症性腸疾患センター長・栄養

部長兼務） 

 医職 杉田 昭 病院経営局担当理事 

（市民病院副病院長・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） 

     

脳卒中・神経脊椎センター病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター内科部長・循環

器内科部長・脳神経外科部長・麻酔科部長兼

務） 

  山本 勇夫 脳卒中・神経脊椎センター病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター内科部長・循環

器内科部長・麻酔科部長・検査部長・栄養部

長兼務） 

 

【部長級】 
医療局病院経営本部病院経営部長 

（医療局兼務） 

 事職 加藤 利彦 脳卒中・神経脊椎センター管理部長 

     

医療局病院経営本部再整備部長 

（市民病院再整備部長兼務）（医療局兼務） 

○昇 事職 原 清春 政策局担当課長 

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 

     

市民病院副病院長 

（市民病院患者総合サポートセンター副セ

ンター長・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・消化器病セン

ター長・消化器内科長兼務） 

     

市民病院副病院長 

（市民病院臨床研究部長・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・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） 

     

市民病院副病院長 

（市民病院がんセンター担当部長・サービス

向上推進部長・看護部長兼務） 

 医職 石川 崇子 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） 

     

市民病院がんセンター担当部長  医職 安藤 紀子 市民病院がん検診センター診断科担当部長 

     

市民病院がんセンター担当部長  医職 藤田 由里子 市民病院がん検診センター診断科担当部長 

     

市民病院管理部長 

（市民病院経営企画担当部長兼務） 

○昇 事職 大森 健志 道路局総務部総務課長 

（危機管理推進担当兼務） 

     

市民病院内視鏡センター長 

（市民病院消化器内科担当部長兼務） 

○昇 医職 小池 祐司 市民病院内視鏡センター長（医長） 

（市民病院消化器内科医長兼務） 

     

市民病院婦人科内視鏡手術センター長 

（市民病院産婦人科担当部長兼務） 

  吉田 浩 新採用 

     

市民病院腎臓内科長   岩崎 滋樹 新採用 
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市民病院血液内科長 

（市民病院輸血部長兼務） 

 医職 仲里 朝周 市民病院血液内科長 

     

市民病院血液内科担当部長 ○昇 医職 相佐 好伸 市民病院血液内科医長 

     

市民病院呼吸器内科長 

(市民病院がんセンター長・外来化学療法室

長・腫瘍内科長兼務） 

 医職 岡本 浩明 市民病院呼吸器内科長 

（市民病院外来化学療法室長・腫瘍内科長兼

務） 

     

市民病院循環器内科長 

（市民病院心臓血管センター長兼務） 

 医職 根岸 耕二 市民病院循環器内科長 

     

市民病院小児科長 

（市民病院救命救急センター副センター

長・母子医療センター副センター長兼務） 

 医職 山下 行雄 市民病院小児科長 

     

市民病院がんセンター担当部長 

（市民病院乳腺外科長兼務） 

 医職 石山 暁 市民病院がん検診センター診断担当部長 

（市民病院乳腺外科長兼務） 

     

市民病院乳腺外科担当部長 ○昇 医職 鬼頭 礼子 市民病院乳腺外科医長 

     

市民病院整形外科担当部長   沼崎 伸 新採用 

     

市民病院形成外科長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当

部長・臨床研究部担当部長兼務） 

○昇 医職 佐久間 恒 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） 

     

市民病院救急脳神経外科長 

（市民病院救命救急センター副センター長

兼務） 

 医職 干川 芳弘 市民病院救急脳神経外科長 

     

市民病院心臓血管外科長 

（市民病院心臓血管センター副センター長

兼務） 

 医職 浦中 康子 市民病院心臓血管外科長 

     

市民病院皮膚科担当部長 ○昇 医職 河野 克之 市民病院皮膚科医長 

     

市民病院泌尿器科長  医職 太田 純一 市民病院泌尿器科担当部長 

     

市民病院泌尿器科担当部長 ○昇 医職 澤田 卓人 市民病院泌尿器科医長 

     

市民病院産婦人科長 

（市民病院母子医療センター長兼務） 

 医職 茂田 博行 市民病院産婦人科長 

（市民病院婦人科内視鏡手術センター長兼

務） 

     

市民病院放射線診断科長 

（市民病院医療機器安全管理責任者・がんセ

ンター担当部長・放射線治療科長・画像診断

部長兼務） 

 医職 勝俣 康史 市民病院放射線診断科長 

（市民病院医療機器安全管理責任者・放射線

治療科長・画像診断部長兼務） 

     

市民病院麻酔科長 

（市民病院手術部長兼務） 

 

 医職 伊奈川 岳 市民病院麻酔科長 
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市民病院救急総合診療科担当部長 

（市民病院救命救急センター副センター長

兼務） 

 医職 石川 淳哉 市民病院救急総合診療科担当部長 

     

市民病院緩和ケア内科長 

（市民病院がんセンター担当部長兼務） 

 医職 国兼 浩嗣 市民病院緩和ケア内科長 

     

脳卒中・神経脊椎センター副病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室

長・医療機器安全管理責任者・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 脳卒中・神経脊椎センター副病院長 

（脳卒中・神経脊椎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） 

     

脳卒中・神経脊椎センター副病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター脳卒中・神経疾

患センター長・臨床研究部長・神経内科部

長・検査部長・薬剤部長・栄養部長兼務） 

 医職 城倉 健 脳卒中・神経脊椎センター副病院長 

（脳卒中・神経脊椎センター脳卒中・神経疾

患センター長・臨床研究部長・神経内科部長

兼務） 

     

脳卒中・神経脊椎センター管理部長 ○昇 事職 谷口 尚三 脳卒中・神経脊椎センター総務課長 

     

脳卒中・神経脊椎センター麻酔科担当部長  医職 岩倉 秀雅 市民病院麻酔科担当部長 

（市民病院手術部長兼務） 

     

市長部局出向  事職 岡田 隆雄 病院経営局副局長 

(総務部長兼務）（市民病院管理部長兼務） 

     

市長部局出向  事職 新井 勉 病院経営局計画推進担当部長 

（市民病院再整備担当部長兼務） 

 

【課長級】 
病院経営部病院経営課長 

（再整備部再整備課再整備担当課長兼務）

（医療局兼務） 

 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）（オリンピック・パ

ラリンピック横浜市推進担当兼務） 

         

病院経営部人事課看護師キャリア支援担当

課長 

（医療局兼務） 

○昇 医職 松宮 枝利子 病院経営局課長補佐（脳卒中・神経脊椎セン

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） 

     

再整備部再整備課長 

（市民病院再整備部再整備課長兼務）（医療

局兼務） 

 事職 川崎 洋和 計画推進担当課長 

（市民病院再整備担当課長兼務） 

     

再整備部再整備課再整備担当課長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当課

長兼務）（医療局兼務） 

○昇 事職 木村 洋 磯子区課長補佐（総務部総務課庶務係長） 

（地域防災支援担当兼務） 

     

再整備部再整備課再整備担当課長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当課

長兼務）（医療局兼務） 

 技職 堀切 安二 市民病院再整備担当課長 

         

再整備部再整備課再整備担当課長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当課

長兼務）（医療局兼務） 

 医職 川上 幸子 市民病院再整備担当課長 
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市民病院医療安全管理室副室長  医職 中垣 いずみ 市民病院看護部副看護部長 

（看護師キャリア支援室副室長） 

         

市民病院患者総合サポートセンター担当課

長 

（市民病院がんセンター担当課長兼務） 

 事職 神内 浩 市民病院患者総合相談室副室長 

         

市民病院患者総合サポートセンター担当課

長 

 医職 渡邉 しのぶ 市民病院医療安全管理室副室長 

         

市民病院がんセンター担当副部長 

（市民病院看護部オンコロジー担当課長） 

 医職 小迫 冨美恵 市民病院看護部オンコロジー担当課長 

         

市民病院感染管理室副室長 

（市民病院管理部総務課中材担当係長兼務） 

○昇 医職 岡崎 悦子 病院経営局課長補佐（市民病院看護部看護師

長） 

         

市民病院経営企画部経営企画課長  事職 白木 健介 総務部経営経理課長 

（市民病院管理部経営経理課長兼務） 

         

市民病院管理部総務課長 

（市民病院サービス向上推進部サービス向

上推進課長兼務） 

 事職 石井 淳 総務部総務課長 

（市民病院管理部総務課長兼務） 

     

市民病院管理部総務課業務管理・危機管理担

当課長 

 事職 奥津 正仁 健康福祉局担当課長 

（国立病院機構横浜医療センター研修派遣） 

     

市民病院管理部医事課長  事職 佐々木 雅純 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） 

     

市民病院医事課システム運用担当課長 

（脳卒中・神経脊椎センター医事課システム

運用担当課長兼務） 

 事職 三浦 拓也 市民病院医療情報室システム運用担当課長 

（脳卒中・神経脊椎センター医事課システム

運用担当課長兼務） 

     

市民病院腎臓内科医長 ○昇  医職 足利 栄仁 市民病院腎臓内科副医長 

         

市民病院糖尿病リウマチ内科長（医長） 

（市民病院経営企画部経営企画課担当課長

兼務） 

 医職 平野 資晴 市民病院糖尿病リウマチ内科長（医長） 

     

市民病院腫瘍内科医長 ○昇  医職 石井 真理 市民病院腫瘍内科副医長 

     

市民病院消化器外科医長 ○昇  医職 藪野 太一 市民病院消化器外科副医長 

     

市民病院脳神経外科医長 ○昇  医職 岡村 晶子 市民病院脳神経外科副医長 

     

市民病院皮膚科医長   山本 聡子 新採用 

         

市民病院画像診断部技師長 

（市民病院がんセンター担当課長兼務） 

 技職 廣島 博 市民病院画像診断部技師長 

     

市民病院輸血部技師長 

 

○昇  技職 岡本 佳子 病院経営局課長補佐（市民病院検査部担当係

長） 

     

市民病院看護部副看護部長  医職 庄司 邦枝 看護師キャリア支援室副室長 
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医療局病院経営本部担当課長（市民病院看護

部看護師長） 

○昇  医職 中谷 正美 病院経営局課長補佐（市民病院看護部看護師

長） 

     

医療局病院経営本部担当課長（市民病院看護

部看護師長） 

○昇  医職 玉川 礼子 病院経営局課長補佐（市民病院看護部看護師

長） 

     

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長  事職 本間 明 脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課長 

（脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相

談室副室長兼務） 

     

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課長 

（脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相

談室副室長兼務） 

○昇  事職 小松 利行 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） 

     

脳卒中・神経脊椎センター看護部副看護部長  医職 松木 晴美 脳卒中・神経脊椎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） 

     

脳卒中・神経脊椎センター神経内科医長 ○昇  医職 桔梗 英幸 脳卒中・神経脊椎センター神経内科副医長 

     

市長部局出向 ○昇  事職 羽田 政直 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係長兼務） 

     

市長部局出向  事職 杉浦 宏 市民病院医療情報室副室長 

     

市長部局出向  事職 大木 将彰 市民病院医療情報室情報企画担当課長 

     

市長部局出向 ○昇  事職 鈴木 宣美 病院経営局課長補佐（脳卒中・神経脊椎セン

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

卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当係長

兼務） 

 

【課長補佐級】 
医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課看護師キャリア支援担当係長） 

（医療局兼務） 

○昇 医職 芦邊 リツ子 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） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院患者

総合サポートセンター医療福祉相談担当係

長） 

○昇 事職 屋鋪 智子 市民病院患者総合相談室医療福祉相談担当係

長 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院患者

総合サポートセンター病床管理担当係長） 

（市民病院看護部看護師長兼務） 

○昇 医職 鈴木 美佐代 市民病院看護部病床管理担当看護師長 

     

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院患者

総合サポートセンター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（市民病院患者総合相談

室在宅ケア相談担当係長） 

         

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院がん

センター企画調整係長） 

○昇 事職 中村 秀夫 総務部経営経理課経営係長 

（市民病院管理部経営経理課経営係長兼務） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院経営

企画部経営企画課調度契約係長） 

 事職 斉藤 健 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） 
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医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課業務改善担当係長） 

（市民病院サービス向上推進部サービス向

上推進課担当係長兼務） 

 事職 川崎 貢市 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） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課職員係長） 

 事職 小川 亨 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） 

       

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課施設係長） 

 技職 菊池 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・再整備担

当係長兼務） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部医事課システム担当係長） 

 事職 水沼 彩子 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） 

     

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院検査

部担当係長） 

○昇 技職 本間 裕一 市民病院検査部担当係長 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

 医職 鈴木 治美 病院経営局課長補佐（市民病院医療安全管理

室担当係長） 

     

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター管理部総務課経営改革推進担

当係長） 

 事職 本橋 健二 病院経営局課長補佐（脳卒中・神経脊椎セン

ター管理部総務課企画担当係長） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター管理部医事課医事係長） 

（脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室

担当係長兼務） 

○昇 事職 安間 猛 脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課医事

係長 

（脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室

担当係長兼務） 

       

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センターリハビリテーション部担当係

長） 

○昇 技職 松葉 好子 脳卒中・神経脊椎センターリハビリテーショ

ン部担当係長 

        

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

○昇 医職 影山 佳英 脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 

     

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

○昇 医職 山崎 いづみ 脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 

        

市長部局出向  事職 髙橋 陽子 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） 

 

【係長級】 
病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

○昇 事職 笹生 真由美 港湾局勤務 

        

病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

 

 事職 上田 誠 健康福祉局総務部監査課担当係長 
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再整備部再整備課再整備係長 

（市民病院再整備部再整備課再整備係長兼

務）（医療局兼務） 

 事職 馬場 誠 計画推進担当係長 

（市民病院再整備担当係長兼務） 

        

再整備部再整備課再整備担当係長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当係

長兼務）（医療局兼務） 

○昇 事職 坂井 良輔 総務部総務課勤務 

 

     

再整備部再整備課再整備担当係長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当係

長兼務）（医療局兼務） 

 技職 長谷川 光正 市民病院再整備担当係長 

     

再整備部再整備課再整備担当係長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当係

長兼務）（医療局兼務） 

 技職 青山 大作 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） 

     

再整備部再整備課再整備担当係長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当係

長兼務）（医療局兼務） 

○昇 技職 池田 一治 水道局勤務 

     

再整備部再整備課再整備担当係長 

（市民病院再整備部再整備課再整備担当係

長兼務）（医療局兼務） 

 医職 髙橋 陽子 市民病院看護部看護師長 

     

市民病院医療安全管理室担当係長  医職 渋谷 陽子 市民病院看護部看護師長 

     

市民病院患者総合サポートセンター地域連

携係長 

 事職 江口 孝 市民病院患者総合相談室地域連携係長 

     

市民病院患者総合サポートセンター企画担

当係長 

 事職 鈴木 秀明 市民病院患者総合相談室企画担当係長 

     

市民病院患者総合サポートセンター病床管

理担当係長 

（市民病院看護部看護師長兼務） 

 医職 望月 久美子 市民病院看護部病床管理担当看護師長 

     

市民病院がんセンターがん情報担当係長  技職 田山 三郎 市民病院医療情報室担当係長 

     

市民病院経営企画部経営企画課経営企画係

長 

 事職 小森田 秀幸 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） 

     

市民病院経営企画部経営企画課経理担当係

長 

○昇  事職 濱名 陽介 都市整備局勤務 

     

市民病院経営企画部経営企画課ＤＰＣ分析

担当係長 

 事職 杉山 洋子 市民病院管理部医事課医業収入等担当係長 

     

市民病院管理部総務課庶務係長 

（市民病院感染管理室担当係長・臨床研究部

担当係長兼務） 

 事職 幕田 雄亮 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） 

     

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 井上 格 市民病院管理部医事課収納・企画担当係長 
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市民病院管理部医事課医事請求担当係長  事職 櫻井 高志 脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課担当

係長 

     

市民病院管理部医事課収納担当係長 ○昇 事職 難波 紘平 西区勤務 

     

市民病院管理部医事課調整担当係長  事職 坪井 宏哲 市民病院管理部医事課運用調整担当係長 

     

市民病院管理部医事課診療情報管理担当係

長 

○昇 事職 金子 勇介 都筑区勤務 

     

市民病院管理部医事課担当係長  事職 川合 正陳 市民病院医療情報室担当係長 

     

市民病院泌尿器科副医長   泉 浩司 新採用 

     

市民病院産婦人科副医長   山口 瑞穂 新採用 

     

市民病院麻酔科副医長   坪井 さやか 新採用 

     

市民病院リハビリテーション部担当係長 ○昇  技職 小倉 郁子 市民病院リハビリテーション部勤務 

     

市民病院画像診断部担当係長 ○昇  技職 福田 好章 市民病院画像診断部勤務 

     

市民病院画像診断部放射線治療担当係長 

（市民病院がんセンター放射線治療担当係

長兼務） 

  吉田 晴穏 新採用 

     

市民病院輸血部担当係長 

（市民病院検査部担当係長兼務） 

 技職 笹原 洋好 市民病院検査部担当係長 

     

市民病院薬剤部当係長  医職 市田 千佳 脳卒中・神経脊椎センター薬剤部担当係長 

        

市民病院看護部看護師長 

（市民病院がんセンター化学療法室担当係

長兼務） 

 医職 有山 美佐子 市民病院看護部看護師長 

     

市民病院看護部看護師長 

（市民病院がんセンターがん検診・相談担当

係長兼務） 

 医職 鈴木 裕子 市民病院看護部看護師長 

（市民病院患者総合相談室がん検診センター

担当係長兼務） 

     

市民病院看護部看護師長  医職 藤本 晶子 看護師キャリア支援室担当係長 

        

市民病院看護部看護師長 

（市民病院がんセンター緩和ケア担当係長

兼務） 

 医職 山田 道代 市民病院看護部看護師長 

     

市民病院看護部看護師長  医職 松元 奈々子 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  医職 迫内 由加利 看護師キャリア支援室担当係長 

     

市民病院看護部看護師長 

（市民病院がんセンター化学療法室担当係

長兼務） 

○昇  医職 菅 由美子 市民病院看護部勤務 



平成２７年４月１日           人 事 異 動 （医療局病院経営本部）  9頁 
 

新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
     

市民病院看護部看護師長 ○昇  医職 浦野 瞳 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇  医職 西井 晶子 政策局勤務 

（公立大学法人横浜市立大学派遣） 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇  医職 古城 良一 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 ○昇  医職 麻生 隆之 市民病院看護部勤務 

     

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課庶務

係長 

（脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当

係長兼務） 

 事職 関 哲夫 脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課経営

経理係長 

     

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課経営

経理係長 

○昇  事職 山嵜 信也 計画推進担当勤務 

 

     

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課診療

報酬担当係長 

 事職 矢嶋 保 市民病院医療情報室医療情報担当係長 

     

脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相談

室地域連携係長 

○昇  事職 高橋 康之 健康福祉局勤務 

     

脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相談

室担当係長 

○昇  事職 篠崎 晋也 市民病院患者総合相談室勤務 

     

脳卒中・神経脊椎センター薬剤部担当係長  医職 五十嵐 俊 市民病院薬剤部担当係長 

     

脳卒中・神経脊椎センターリハビリテーショ

ン科副医長 

○昇  医職 中尾 真理 脳卒中・神経脊椎センターリハビリテーショ

ン科勤務 

     

脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 ○昇  医職 佃 乃扶 脳卒中・神経脊椎センター看護部勤務 

     

市長部局出向  事職 土屋 友美 市民病院患者総合相談室がん検診等担当係長 

     

市長部局出向  事職 三浦 恵 総務部人事課人材確保・育成等担当係長 

（看護師キャリア支援室担当係長兼務）（市

民病院管理部人事課人材確保・育成等担当係

長兼務） 

     

市長部局出向  技職 青柳 孝行 市民病院画像診断部担当係長 

     

市長部局出向 ○昇  事職 家田 裕也 脳卒中・神経脊椎センター管理部勤務 

     

市長部局出向  事職 大野 裕子 脳卒中・神経脊椎センター地域連携総合相談

室地域連携係長 
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【局長級】 
医療局病院経営本部病院経営副本部長 

（医療局兼務） 

 事職 城 博俊 病院経営局長 

     

【課長級】 
磯子区総務部総務課長（地域防災支援担当兼

務） 

（医療局病院経営本部病院経営部総務課長兼

務）（医療局兼務） 

 事職 植木 八千代 磯子区総務部総務課長（地域防災支援担当兼

務） 

     

医療局病院経営本部病院経営部人事課長 

（医療局兼務） 

 事職 戸倉 隆一 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） 

     

【課長補佐級】 
医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部総

務課庶務係長） 

（医療局兼務） 

 事職 今市 明子 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） 

     

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課人事係長） 

（医療局兼務） 

 事職 山本 憲司 健康福祉局課長補佐（健康安全部健康安全課

担当係長）（保健所兼務）（臨時福祉給付金

担当兼務） 

     

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部人

事課労務係長） 

（医療局兼務） 

 事職 富田 義徳 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） 

     

【係長級】 
医療局病院経営本部病院経営部人事課人材育

成等係長 

（医療局兼務） 

 事職 山田 はるみ 総務局ＩＴ活用推進部総務情報支援課担当係

長 

     

 


