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【局長級】 
市民病院長 

 

 医職 石原 淳 市民病院長 

（市民病院患者総合サポートセンター長） 

     

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・

集中治療部長・手術部長兼務） 

  工藤 一大 新採用 

 
【部長級】 
市民病院副病院長 

（市民病院患者総合サポートセンター長・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） 

     

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） 

  石川 崇子 新採用 

     

市民病院婦人科内視鏡手術センター長 

（市民病院がんセンター担当部長・産婦人科

担当部長兼務） 

 医職 吉田 浩  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） 

     

市民病院外来化学療法室長 

（市民病院腫瘍内科担当部長兼務） 

 医職 山中 康弘 市民病院腫瘍内科担当部長 

     

市民病院糖尿病リウマチ内科長 

（市民病院経営企画部経営企画課担当部長

兼務） 

○昇E  医職 平野 資晴 市民病院糖尿病リウマチ内科長（医長） 

（市民病院経営企画部経営企画課担当課長兼

務） 

     

市民病院呼吸器内科長 

(市民病院がんセンター長・腫瘍内科長兼務） 

 医職 岡本 浩明 市民病院呼吸器内科長 

(市民病院がんセンター長・外来化学療法室

長・腫瘍内科長兼務） 

     

市民病院消化器内科担当部長 A○昇E  医職 諸星 雄一 市民病院消化器内科医長 

     

市民病院泌尿器科担当部長   長田 裕 新採用 

     

市民病院神経精神科長   柴田 滋文 新採用 

     

市民病院放射線診断科担当部長 A○昇E  医職 輕部 美佐子 市民病院放射線診断科医長 

     

市民病院薬剤部長 

（市民病院医薬品安全管理責任者・臨床研究

部担当部長兼務） 

  髙橋 賢成 新採用 

     

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・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・

検査部長・薬剤部長・栄養部長兼務） 

     

脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部長   秋山 治彦 新採用 
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脳卒中・神経脊椎センター麻酔科担当部長 A○昇E  医職 坂井 誠 脳卒中・神経脊椎センター麻酔科医長 

 
【課長級】 
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 上野 圭介 旭区総務部区政推進課長 

     

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） 

 技職 肥田 雄三 建築局公共建築部施設整備課担当課長 

         

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） 

A○昇E  技職 田中 則行 神奈川区課長補佐（総務部区政推進課まちづ

くり調整担当係長）（神奈川土木事務所担当

係長兼務） 

         

医療局病院経営本部担当課長 

（日本赤十字社派遣） 

A○昇E  事職 玉井 理 鶴見区課長補佐（福祉保健センター福祉保健

課運営企画係長）（保健所兼務） 

         

市民病院医療安全管理室副室長  医職 住田 亮子 脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室副

室長 

         

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 川崎 洋和 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） 

         

市民病院管理部医事課長  事職 平田 真吾 医療局担当課長 

（聖マリアンナ医科大学派遣） 

         

市民病院管理部医事課システム運用担当課

長 

A○昇E  事職 水沼 彩子 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） 

         

市民病院神経内科医長 A○昇E  医職 金塚 陽一 市民病院神経内科副医長 

         

市民病院循環器内科医長   新村 大輔 新採用 

     

市民病院産婦人科医長 A○昇E  医職 片山 佳代 市民病院産婦人科副医長 

     

市民病院看護部副看護部長  医職 中谷 正美 医療局病院経営本部担当課長（市民病院看護

部看護師長） 

     

脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室副

室長 

 医職 杉山 直美 医療局病院経営本部担当課長（脳卒中・神経

脊椎センター看護部看護師長） 

     

脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課シス

テム運用担当課長 

 事職 三浦 拓也 市民病院管理部医事課システム運用担当課長 

（脳卒中・神経脊椎センター管理部医事課シ

ステム運用担当課長兼務） 

     

脳卒中・神経脊椎センター神経内科医長   釘本 千春 新採用 

     

脳卒中・神経脊椎センター神経内科医長   中溝 知樹 新採用 

     

脳卒中・神経脊椎センター神経内科医長 A○昇E  医職 工藤 洋祐 脳卒中・神経脊椎センター神経内科副医長 

     

脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科医長 A○昇E  医職 望月 崇弘 脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科副医長 

     



平成２８年４月１日           人 事 異 動 （医療局病院経営本部）  3頁 
 

新  補 職    現職名   氏   名  現  補 職 
 

脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科医長 A○昇E  医職 大澤 成之 脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科副医長 

     

脳卒中・神経脊椎センターリハビリテーショ

ン科医長 

A○昇E  医職 福 みずほ 脳卒中・神経脊椎センターリハビリテーショ

ン科副医長 

     

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 

（地域連携総合相談室副室長兼務） 

     

脳卒中・神経脊椎センター看護部病床機能調

整担当課長（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） 

A○昇E  医職 額田 恵子 医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター医療安全管理室担当係長） 

     

市長部局出向  技職 堀切 安二 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） 

     

市長部局出向  事職 石井 淳 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） 

     

市長部局出向  事職 佐々木 雅純 市民病院管理部医事課長 

 
【課長補佐級】 
医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部病

院経営課担当係長） 

（医療局兼務） 

A○昇E  事職 上田 誠 病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

        

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地域連携係長） 

A○昇E  事職 江口 孝 市民病院患者総合サポートセンター地域連携

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在宅ケア相談担当係

長） 

 医職 小髙 律子 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

企画部経営企画課経営企画係長） 

A○昇E  事職 小森田 秀幸 市民病院経営企画部経営企画課経営企画係長 

     

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院臨床

工学部医療機器管理担当係長） 

A○昇E  技職 相嶋 一登 市民病院臨床工学部担当係長 

         

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 赤根 能子 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 美佐代 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） 

        

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

A○昇E  医職 野中 麻紀 市民病院看護部看護師長 
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市長部局出向  事職 川崎 貢市 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） 

        

市長部局出向  事職 本橋 健二 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） 

 
【係長級】 
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） 

 事職 日下 重夫 再任用 

        

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 藤本 晶子 市民病院看護部看護師長 

       

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兼務） 

 事職 幕田 雄亮 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） 

       

市民病院管理部総務課治験等担当係長 

（市民病院臨床研究部担当係長兼務） 

 事職 倉持ジョンロバー

トカー 

再任用 

        

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） 

A○昇E  事職 中島 剛 市民病院管理部総務課勤務 

     

市民病院管理部医事課調整担当係長 A○昇E  事職 菅原 政則 旭区勤務 

     

市民病院管理部医事課診療情報管理担当係

長 

 事職 川合 正陳 市民病院管理部医事課担当係長 

     

市民病院管理部医事課システム担当係長  事職 金子 勇介 市民病院管理部医事課診療情報管理担当係長 

     

市民病院血液内科副医長 A○昇E  医職 伊藤 知紗子 市民病院血液内科勤務 

     

市民病院小児科副医長   清水 寛之 新採用 

     

市民病院小児科副医長 A○昇E  医職 荒木 絵里子 市民病院小児科勤務 

     

市民病院消化器外科副医長   大田 洋平 新採用 

     

市民病院整形外科副医長   藤巻 洋 新採用 

     

市民病院皮膚科副医長   磯田 祐士 新採用 

     

市民病院産婦人科副医長   北山 玲子 新採用 

     

市民病院産婦人科副医長 A○昇E  医職 石寺 由美 市民病院産婦人科勤務 
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市民病院リハビリテーション科副医長 A○昇E  医職 内藤 咲月 市民病院リハビリテーション科勤務 

     

市民病院麻酔科副医長 A○昇E  医職 美濃口 和洋 市民病院麻酔科勤務 

     

市民病院麻酔科副医長 A○昇E  医職 菊池 麗 市民病院麻酔科勤務 

     

市民病院緩和ケア内科副医長 A○昇E  医職 横山 太郎 市民病院緩和ケア内科勤務 

        

市民病院臨床工学部担当係長 A○昇E  技職 青木 宏介 市民病院臨床工学部勤務 

        

市民病院検査部担当係長  技職 笹原 洋好 市民病院輸血部担当係長 

（市民病院検査部担当係長兼務） 

        

市民病院検査部担当係長  技職 阿部 賢一 脳卒中・神経脊椎センター検査部担当係長 

        

市民病院輸血部担当係長 A○昇E  技職 小倉 謙治 市民病院検査部勤務 

        

市民病院看護部看護師長 A○昇E  医職 村上 聡子 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 A○昇E  医職 石塚 洋恵 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 A○昇E  医職 中野 真希 市民病院看護部勤務 

        

市民病院看護部看護師長 A○昇E  医職 中山 智 市民病院看護部勤務 

     

市民病院看護部看護師長 A○昇E  医職 石崎 智子 市民病院看護部勤務 

     

脳卒中・神経脊椎センター医療安全管理室担

当係長 

 医職 清水 美由紀 脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 

     

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 

A○昇E  事職 土田 真琴 病院経営部病院経営課勤務 

（医療局兼務） 

     

脳卒中・神経脊椎センター脊椎脊髄外科副医

長 

A○昇E  医職 小林 洋介 脳卒中・神経脊椎センター脊椎脊髄外科勤務 

     

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 

A○昇E  技職 石田 由佳 脳卒中・神経脊椎センターリハビリテーショ

ン部勤務 

     

脳卒中・神経脊椎センター検査部担当係長  技職 林 達也 市民病院検査部担当係長 

     

脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 A○昇E  医職 芦田 和恵 脳卒中・神経脊椎センター看護部勤務 

     

脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師長 A○昇E  医職 亀山 友衣子 脳卒中・神経脊椎センター看護部勤務 

     

市長部局出向  事職 坪井 宏哲 市民病院管理部医事課調整担当係長 

     

市長部局出向  技職 大渕 芳雄 市民病院画像診断部担当係長 
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【部長級】 
市長部局出向 A○昇E  事職 戸倉 隆一 医療局病院経営本部病院経営部人事課長 

（医療局兼務） 

 
【課長級】 
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 江南 眞人 人事委員会事務局調査課長 

     

市長部局出向 A○昇E  事職 今市 明子 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） 

 
【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 岩岡 有里 総務局課長補佐（人事部職員健康課健康係長） 

 
【係長級】 
市長部局出向 A○昇E  事職 久保 謙二 病院経営部人事課勤務 

（医療局兼務） 
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【部長級】 
医療局病院経営本部病院経営部担当部長 

（建築局兼務） 

 技職 恵美須 望 建築局公共建築部長 

 
【課長級】 
医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当課長 

（建築局兼務） 

A○昇E  技職 角田 広行 財政局課長補佐（公共施設・事業調整室公共

施設・事業調整課担当係長） 

     

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当課長 

（建築局兼務） 

 技職 花井 透 建築局公共建築部施設整備課長 

     

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当課長 

（建築局兼務） 

 技職 小柳 範弥 建築局公共建築部電気設備課長 

     

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当課長 

（建築局兼務） 

 技職 森 篤 建築局公共建築部機械設備課長 

 
【課長補佐級】 
医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部病

院経営課担当係長） 

（建築局兼務） 

 技職 松下 由佳 建築局課長補佐（公共建築部営繕企画課担当

係長） 

     

医療局病院経営本部課長補佐（病院経営部病

院経営課担当係長） 

（建築局兼務） 

 技職 牧野 仁志 建築局課長補佐（公共建築部施設整備課担当

係長） 

 
【係長級】 
医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当係長 

（建築局兼務） 

 技職 鈴木 博行 建築局公共建築部営繕企画課担当係長 

     

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当係長 

（建築局兼務） 

 技職 黒川 元治 建築局公共建築部営繕企画課担当係長 

     

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当係長 

（建築局兼務） 

 技職 大橋 朱美 建築局公共建築部施設整備課担当係長 

     

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当係長 

（建築局兼務） 

 技職 森 雅彦 建築局公共建築部電気設備課担当係長 

     

医療局病院経営本部病院経営部病院経営課担

当係長 

（建築局兼務） 

 技職 田中 博一 建築局公共建築部機械設備課担当係長 

 
 


