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【局長級】

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・

手術部長兼務） 

齋藤 知行 新採用 

【部長級】

市民病院副病院長 

（市民病院医療安全管理室長・患者総合サポ

ートセンター長・消化器内科長・消化器病セ

ンター長兼務）

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長・消

化器内科長・消化器病センター長兼務） 

市民病院副病院長 

（市民病院患者総合サポートセンター担当

部長・がんセンター担当部長・看護部長兼務） 

医職 庄司 邦枝 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） 

市民病院救命救急センター長 

（市民病院救急診療科長兼務） 

医職 伊巻 尚平 市民病院救命救急センター長 

（市民病院救急総合診療科長兼務） 

市民病院臨床研究部長 

（市民病院炎症性腸疾患センター担当部

長・炎症性腸疾患（ＩＢＤ）科担当部長兼務） 

杉田 昭 新採用 

市民病院腎臓内科長 

（市民病院病院長補佐兼務） 

医職 岩崎 滋樹 市民病院腎臓内科長 

市民病院血液内科長 

（市民病院病院長補佐兼務） 

医職 仲里 朝周 市民病院血液内科長 

市民病院循環器内科長 

（市民病院病院長補佐・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 

（市民病院心臓血管センター長兼務） 

市民病院炎症性腸疾患（ＩＢＤ）科長 

（市民病院病院長補佐・炎症性腸疾患センタ

ー長・栄養部長兼務） 

医職 小金井 一隆 市民病院炎症性腸疾患（ＩＢＤ）科長 

市民病院麻酔科長 

（市民病院病院長補佐・手術部長兼務） 

医職 伊奈川 岳 市民病院麻酔科長 

（市民病院手術部長兼務） 

市民病院糖尿病リウマチ内科担当部長 ○昇E  医職 今井 孝俊 市民病院糖尿病リウマチ内科医長 

市民病院神経内科担当部長 A○昇E  医職 釘本 千春 脳卒中・神経脊椎センター神経内科医長 

市民病院呼吸器内科担当部長 A○昇E  医職 下川 恒生 市民病院呼吸器内科医長 

市民病院消化器内科担当部長 A○昇E  医職 長久保 秀一 市民病院消化器内科医長 
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市民病院循環器内科担当部長 A○昇E  医職 福本 耕太郎 市民病院循環器内科医長 

市民病院小児科担当部長 松崎 陽平 新採用 

市民病院消化器外科担当部長 田中 邦哉 新採用 

市民病院炎症性腸疾患（IBD）科担当部長 A○昇E  医職 辰巳 健志 市民病院炎症性腸疾患(IBD)科医長 

市民病院神経精神科担当部長 志々田 一宏 新採用 

脳卒中・神経脊椎センター脊椎脊髄外科担当

部長 

A○昇E  医職 河井 卓也 脳卒中・神経脊椎センター脊椎脊髄外科医長 

脳卒中・神経脊椎センター麻酔科担当部長 小林 浩子 新採用 

市長部局出向 事職 原 清春 再整備部長 

（市民病院再整備部長兼務）（医療局兼務） 

【課長級】

病院経営部病院経営課長 

（医療局兼務） 

事職 白木 健介 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） 

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） 

医職 玉川 礼子 市民病院看護部担当課長（市民病院看護部看

護師長） 

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 岩岡 有里 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） 

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） 

A○昇E  事職 江口 孝 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） 

市民病院患者総合サポートセンター担当課

長 

（市民病院看護部担当課長兼務） 

医職 川上 幸子 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） 

市民病院管理部新病院推進課長 事職 神内 浩 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） 

市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当課長 

医職 渡邉 しのぶ 市民病院患者総合サポートセンター担当課長 

（市民病院看護部担当課長兼務） 

市民病院管理部経営企画課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当課長兼務） 

事職 林 健一 市民病院管理部経営企画課長 
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市民病院管理部経営企画課新病院担当課長

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当課長兼務） 

事職 玉井 理 医療局病院経営本部担当課長（日本赤十字社

派遣） 

市民病院管理部総務課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当課長・臨床研究部担当課長兼務） 

事職 岸田 純也 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） 

市民病院管理部医事課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当課長兼務） 

事職 木村  洋 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） 

市民病院管理部医療情報課長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当課長兼務） 

事職 水沼 彩子 市民病院管理部医事課システム運用担当課長 

（再整備部再整備課再整備担当課長兼務）

（医療局兼務） 

市民病院管理部新病院整備課長 技職 肥田 雄三 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） 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備担

当課長 

技職 田中 則行 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） 

市民病院循環器内科医長 A○昇E 医職 酒井 正憲 市民病院循環器内科副医長 

市民病院小児科医長 亀井 聡信 新採用 

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

市民病院放射線治療科医長 A○昇E 医職 小田切 一将 市民病院放射線治療科副医長 

市民病院感染症内科医長 A○昇E 医職 吉村 幸浩 市民病院感染症内科副医長 

市民病院画像診断部技師長 A○昇E 技職 田島 隆道 医療局病院経営本部課長補佐（市民病院画像

診断部担当係長） 

市民病院検査部技師長 A○昇E 技職 本間 裕一 医療局病院経営本部課長補佐（市民病院検査

部担当係長） 

市民病院副薬剤部長 

（市民病院臨床研究部担当課長兼務） 

医職 山本 郁生 市民病院副薬剤部長 

市民病院看護部副看護部長 医職 松宮  枝利子 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） 

市民病院看護部担当課長（市民病院看護部看

護師長） 

医職 影山 佳英 脳卒中・神経脊椎センター看護部担当課長（脳

卒中・神経脊椎センター看護部看護師長） 

市民病院看護部担当課長（市民病院看護部看

護師長） 

A○昇E 医職 赤松 直子 医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長 

（脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当

課長兼務） 

事職 八嶋  良輔 神奈川区福祉保健センター高齢・障害支援課

長 
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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 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

（再整備部再整備課再整備担当課長兼務）

（医療局兼務）

脳卒中・神経脊椎センター副リハビリテーシ

ョン部長 

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

ン部担当課長

脳卒中・神経脊椎センター看護部担当課長

（脳卒中・神経脊椎センター看護部看護師

長） 

A○昇E 医職 野中 麻紀 医療局病院経営本部課長補佐（市民病院看護

部看護師長） 

市長部局出向 事職 上野 圭介 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） 

水道局出向 事職 平田   真吾 市民病院管理部医事課長 

市長部局出向 事職 本間 明 脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課長 

【課長補佐級】

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） 

医職 鈴木 美佐代 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（市民病院がん

センター企画調整係長）

事職 前原 幹弘 健康福祉局課長補佐（健康安全部保健事業課

担当係長） 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部新病院推進課新病院推進担当係長） 

事職 小森田 秀幸 医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

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（市民病院管理

部経営企画課調度契約係長） 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 斉藤 健 医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部経営企画課調度契約係長） 

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） 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

A○昇E  事職 丸山 重夫 市民病院管理部総務課職員係長 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院管理

部総務課施設係長） 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

技職 菊地 徹 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） 

医療局病院経営本部課長補佐（市民病院画像

診断部担当係長） 

A○昇E 技職 青柳 孝行 健康福祉局健康安全部保健事業課担当係長 

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 小髙 律子 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退院支援・相談調整担

当係長） 

（市民病院看護部看護師長兼務） 
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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） 

A○昇E  技職 早川 裕子 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

脊椎センター画像診断部担当係長） 

A○昇E  技職 戸田 博幸 脳卒中・神経脊椎センター画像診断部担当係

長 

医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター薬剤部担当係長） 

（脳卒中・神経脊椎センター臨床研究部担当

係長兼務） 

医職 五十嵐 俊 医療局病院経営本部課長補佐（脳卒中・神経

脊椎センター薬剤部担当係長） 

市長部局出向 事職 上田  誠 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） 

市長部局出向 事職 中村 秀夫 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）

【係長級】

病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

事職 濱名   陽介 市民病院管理部経営企画課経理担当係長 

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 阿部  壮紘 経済局勤務 

市民病院患者総合サポートセンター入退院

支援・相談調整担当係長 

（市民病院看護部看護師長兼務） 

医職 菅 由美子 市民病院患者総合サポートセンター病床管理

担当係長 

市民病院患者総合サポートセンター入退院

支援・相談調整担当係長 

（市民病院看護部看護師長兼務） 

医職 西井 晶子 市民病院看護部看護師長 

市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長 

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兼務） 

市民病院管理部新病院推進課新病院推進担

当係長 

医職 髙橋 陽子 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） 

市民病院管理部経営企画課経営企画係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

A○昇E  事職 佐山  聖 財政局勤務 

市民病院管理部経営企画課経理担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 村山 宜久 都市整備局総務部総務課経理係長 

市民病院管理部経営企画課経営分析担当係

長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 杉山 洋子 市民病院管理部経営企画課ＤＰＣ分析担当係

長 
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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・管理部新病

院推進課新病院推進担当係長兼務） 

事職 福野  淳 都市整備局担当係長（横浜みなとみらい２１

派遣） 

市民病院管理部総務課渉外担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 高橋 博 緑区総務部戸籍課担当係長 

市民病院管理部総務課新病院担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

A○昇E 事職 内藤 崇 市民病院管理部総務課勤務 

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・管理部

新病院推進課新病院推進担当係長兼務） 

事職 坂井 良輔 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） 

市民病院管理部医事課医事請求担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 櫻井 高志 市民病院管理部医事課医事請求担当係長 

市民病院管理部医事課収納担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 角 浩介 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 

市民病院管理部医事課調整担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 菅原 政則 市民病院管理部医事課調整担当係長 

市民病院管理部医事課担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 川合 正陳 市民病院管理部医事課診療情報管理担当係長 

市民病院管理部医療情報課情報管理・システ

ム担当係長

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務）

事職 平山 慎一 市民病院管理部医事課システム担当係長 

市民病院管理部医療情報課新病院担当係長 

（市民病院管理部新病院推進課新病院推進

担当係長兼務） 

事職 槇村 瑞光 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） 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備係

長 

技職 齋藤 郁男 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） 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備担

当係長 

事職 佐藤 政樹 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） 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備担

当係長 

技職 青山 大作 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） 

市民病院管理部新病院整備課新病院整備担

当係長 

技職 池田 一治 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） 
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市民病院臨床研究部担当係長 A○昇E 事職 生井 智規 青葉区勤務 

市民病院整形外科副医長 井出 学 新採用 

市民病院脳血管内治療科副医長 鐵尾 佳章 新採用 

市民病院産婦人科副医長 A○昇E 医職 榊 知子 市民病院産婦人科勤務 

市民病院産婦人科副医長 A○昇E 医職 若林 玲南 市民病院産婦人科勤務 

市民病院産婦人科副医長 A○昇E 医職 小河原 由貴 市民病院産婦人科勤務 

市民病院麻酔科副医長 A○昇E 医職 日暮 亜矢 市民病院麻酔科勤務 

市民病院麻酔科副医長 駒崎 真矢 新採用 

市民病院麻酔科副医長 若山 洋美 新採用 

市民病院救急診療科副医長 医職 大井 康史 市民病院救急総合診療科副医長 

市民病院病理診断科副医長 A○昇E 医職 小野 響子 市民病院病理診断科勤務 

市民病院看護部看護師長 

市民病院看護部看護師長 

A○昇E

A○昇E

医職 

医職 

阿部 愉貴子 

野村 誠 

市民病院看護部勤務 

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経営

企画係長 

事職 山嵜 信也 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理

担当係長 

A○昇E 事職 鈴木 優也 健康福祉局勤務 

脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課施設

係長 

A○昇E 技職 小林 春雄 環境創造局勤務 

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血管内治

療科副医長兼務） 

山本  良央 新採用 

市長部局出向 事職 松下 寛 病院経営部病院経営課担当係長 

（医療局兼務） 

市長部局出向 事職 中島 剛 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） 

交通局出向 事職 金子 勇介 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） 

市長部局出向 事職 難波 紘平 市民病院管理部医事課収納担当係長 

市長部局出向 技職 七呂 道輝 脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課施設

係長 
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市長部局出向 A○昇E 技職 森本 浩正 再整備部再整備課勤務 

（医療局兼務） 
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【係長級】

病院経営部総務課庶務係長 

（医療局兼務） 

事職 鳥山 由美 市民局総務部総務課庶務係長 

病院経営部人事課人材育成等係長 

（医療局兼務） 

A○昇E 事職 海老原 圭 保土ケ谷区勤務 

市長部局出向 事職 山田 はるみ 病院経営部人事課人材育成等係長 

（医療局兼務） 

交通局出向 A○昇E 事職 池田 愛子 病院経営部人事課勤務 

（医療局兼務） 

市長部局出向 A○昇E 事職 家弓 明日香 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 

（市民病院管理部新病院整備担当部長兼務）

（建築局兼務） 

技職 花井 透 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） 

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） 

【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） 

A○昇E

技職 

技職 

技職 

郷間 宏 

角田 広行 

鈴木 博行 

建築局宅地審査部調整区域課長 

建築局公共建築部施設整備課長 

建築局公共建築部営繕企画課担当係長 

【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） 

A○昇E 技職 小菅　美智子 建築局勤務 

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 深澤 裕司 資源循環局鶴見工場技術管理係長 

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 七呂 道輝 脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課施設

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 坂本 健治 環境創造局栄水再生センター担当係長 


