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1　病院経営局機構図 （平成26年５月15日現在）

病院事業管理者

担当係長（医）

担当係長（医）

担当係長（兼務）

担当係長（兼務）

担当係長（兼務）

担当係長（兼務）

担当係長（兼務）
　課長補佐 松宮　枝利子

松元　奈々子

広報等担当係長（事）
課長補佐 髙橋　陽子

施設担当係長（技）
青山　大作

芦邊　リツ子

松木　晴美 課長補佐 鈴木　宜美

看護師キャリア支援室副室長（兼務）

三浦　　恵　　　　　　　  中垣　いずみ
看護師キャリア支援室副室長（兼務）

看護師キャリア支援室副室長（兼務）

戸倉　隆一 迫内　由加利

看護師キャリア支援室長（兼務） 看護師キャリア支援室副室長（医）

石川　崇子 庄司　邦枝 藤本　晶子

人材確保・育成等担当係長（事）

三浦　　恵

給与厚生係長（事）
課長補佐 富田　義徳

中材担当係長（兼務）
担当課長 藤田　せつ子

人事課長（事） 人事係長（事）
戸倉　隆一 課長補佐 羽田　政直

中村　秀夫
経理担当係長（事）

小森田　秀幸

調度契約係長（事）
課長補佐 斉藤　　健

岡田　隆雄
施設係長（技）
課長補佐 菊地　　徹

経営経理課長（事） 経営係長（事）

課長補佐 今市　明子

管理係長（事）
総務部長（兼務） 幕田　雄亮

計画推進担当課長（事） 担当係長（事）
課長補佐 小松　利行

総務課長（事） 庶務係長（事）

担当係長（事）
馬場　　誠

計画推進担当課長（事） 担当係長（事）
新井　　勉 　　　　　　　 原田　浩一郎 課長補佐 川崎　貢市

髙橋　俊毅

病院経営局長（事）
城　　博俊

副局長（事）
岡田　隆雄

計画推進担当部長（事）

川崎　洋和

白木　健介

石井　　淳
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患者総合相談室副室長（事）

総務課長（兼務）

患者総合相談室担当副室長（兼務）

患者総合相談室担当副室長（兼務）

杉田　　昭

施設担当係長（兼務）
青山　大作

大木　将彰

担当係長（技）
田山　三郎

システム運用担当課長（事） 担当係長（事）
三浦　拓也 川合　正陳

担当係長（病歴管理官）情報企画担当課長（事）

在宅ケア相談担当係長（医）
課長補佐 赤根　能子

鈴木　裕子

土屋　友美

がん検診センター担当係長（兼）

担当課長 藤田　せつ子

小森田　秀幸

調度契約係長（兼務）
課長補佐 斉藤　　健

中材担当係長（兼務）

経営経理課長（兼務） 経営係長（兼務）
中村　秀夫

経理担当係長（兼務）

管理係長（兼務）
幕田　雄亮

施設係長（兼務）
課長補佐 菊地　　徹

岡田　隆雄 石井　　淳 課長補佐 今市　明子
広報等担当係長（兼務）
課長補佐 髙橋　陽子

経営担当部長（兼務）

古賀　一郎
システム担当係長（事）
課長補佐 水沼　彩子

管理部長（兼務） 庶務係長（兼務）

医療情報室長（兼務） 医療情報室副室長（事） 医療情報担当係長（事）
中澤　明尋 杉浦　　宏 矢嶋　　保

担当係長（兼務）
上月　まや

担当係長（兼務）
幕田　雄亮

感染管理室長（兼務） 感染管理室副室長（医） 担当係長（医）
立川　夏夫 藤田　せつ子 伊藤　正子

医療福祉相談担当係長（事）
小迫　冨美恵 屋鋪　智子

がん検診等担当係長（事）

患者総合相談室長（兼務） 地域連携係長（事）
小松　弘一 神内　浩 江口　　孝

高尾　良洋 相嶋　一登
担当係長（兼務）
課長補佐 小川　　亨

医療機器安全管理責任者（兼務） 担当係長（医）
勝俣　康史 上月　まや

医薬品安全管理責任者（兼務） 担当係長（兼務）

医療安全管理室長（兼務） 医療安全管理室副室長（医） 担当係長（医）
杉田　　昭 課長補佐 鈴木　治美

副病院長（医）
小松  弘一

副病院長（医）
中澤　明尋

副病院長（医）
石川　崇子

担当理事（副病院長）（医）
 杉田　　昭

企画担当係長（事）
篠　希代美 鈴木　秀明

白木　健介

市民病院長（医）
石原　　淳

　　　　　　　  渡邉　しのぶ

【市民病院】 
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平野　資晴
今井　孝俊

婦人科内視鏡手術センター長（兼務）

茂田　博行　

臨床研究部長（兼務） 担当課長（兼務） 担当係長（兼務）
中澤　明尋

再整備担当係長（兼務）
青山　大作

担当係長（兼務）

副医長（医） 島崎　健五

再整備担当係長（兼務）
課長補佐

課長補佐 小松　利行
再整備担当課長（技） 再整備担当係長（兼務）

菊地　　徹

再整備担当係長（技）
長谷川　光正

再整備担当課長（医）
馬場　　誠

医業収入等担当係長（事）

血液内科
医長（医） 相佐　好伸

　科長（医）　　仲里　朝周

腎臓内科
副医長（医） 足利　栄仁

　科長（医）　　北澤　孝三

糖尿病リウマチ内科
医長（医）

医長（医） 加藤　徳介

科長（医長）（医）

内視鏡センター長（医長）（医）

小池　祐司　

外来化学療法室長（兼務）
岡本　浩明　

診療科

澤村　公志

佐久間　恒 幕田　雄亮

救命救急センター長（兼務）
伊巻　尚平　

消化器病センター長（兼務）
小松　弘一　

炎症性腸疾患センター長（兼務）

杉田　　昭　

新井　　勉　 　　　　　　　 原田　浩一郎 課長補佐 川崎　貢市
再整備担当課長（兼務） 再整備担当係長（兼務）

杉山　洋子

再整備担当部長（兼務） 再整備担当課長（兼務） 再整備担当係長（兼務）

収納・企画担当係長（事）
井上　　格

運用調整担当係長（事）
坪井　宏哲

医事課長（事） 医事企画係長（事）
佐々木　雅純 課長補佐 小川　　亨

人材確保・育成等担当係長（兼務）

三浦　　恵

給与厚生係長（兼務）
課長補佐 富田　義徳

人事課長（兼務） 人事係長（兼務）
戸倉　隆一 課長補佐 羽田　政直

川上　幸子

堀切　安二

川崎　洋和
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片山　佳代

医長（医）
医長（医） 中村　有希子

大井　由佳

副医長（医） 神谷　一徳

副医長（医） 上見　葉子
下川　恒生

緒方　大輔

福冨　寿典

救急脳神経外科

石井　真理

産婦人科
　科長（医）　　茂田　博行 副医長（医）

　診療担当部長（医） 太田　純一

副医長（医）

　科長（医）　　森山　正敏 医長（医） 藤川　　敦
泌尿器科 医長（医） 澤田　卓人

皮膚科
医長（医） 河野　克之

　科長（医）　　堀内　義仁

心臓血管外科
副医長（医） 南　　智行

　科長（医）　　浦中　康子

呼吸器外科
　科長（医）　　吉津　　晃 副医長（医）

　科長（医）　　干川　芳弘

　科長（医）　　松澤　源志
脳神経外科

副医長（医） 岡村　晶子

形成外科 科長（医長）（医） 佐久間　恒

　診療担当部長（医） 竹内　  剛
　科長（兼務）　　中澤　明尋
整形外科

副医長（医） 門脇　絢弘

　科長（兼務）　　石山　　曉
乳腺外科

医長（医） 鬼頭　礼子

　診療担当部長（医） 高橋　正純

炎症性腸疾患(IBD)科

　科長（医）　　小金井　一隆
医長（医） 辰巳　健志 副医長（医） 二木　　了

消化器外科
　科長（医）　　望月　康久

副医長（医） 薮野　太一

　科長（医）　　山下　行雄 医長（医） 御宮知　利美
　診療担当部長（医） 四家　達彦

城　　祐輔
　科長（医）　　根岸　耕二 副医長（医） 酒井　正憲

小児科 医長（医） 佐藤　明弘
副医長（医）

医長（医） 長久保　秀一

循環器内科 副医長（医）

　診療担当部長（医） 小浦　貴裕

消化器内科 医長（兼務） 小池　祐司
副医長（医） 田村　寿英

　科長（兼務）　　小松　弘一 医長（医） 諸星　雄一

　診療担当部長（医） 林　竜一郎

呼吸器内科
　科長（医）　　岡本　浩明

副医長（医）
　科長（兼務）　　岡本　浩明

神経内科
　科長（医）　　山口　滋紀

腫瘍内科
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技師長（技）

　診療担当部長（医） 石川　淳哉

担当係長（技）
戸田　博幸

担当係長（技）
大渕　芳雄

担当係長（技）
青柳　孝行

手術部長（兼務）
岩倉　秀雅

画像診断部長（兼務） 担当係長（技）
勝俣　康史 廣島　　博 課長補佐 田島　隆道

栄養部長（兼務） 担当係長（技）　　
杉田　　昭 課長補佐 森　　朝子

臨床工学部長（兼務） 担当係長（技）　　
中澤　明尋 相嶋　一登

中澤　明尋 前野　里恵

　科長（医）　　国兼　浩嗣

リハビリテーション部長（兼務） 担当係長（技）　　

病理診断科
副医長（医） 村上　あゆみ

　科長（医）　　林　　宏行

緩和ケア内科

感染症内科
　科長（医）　　立川　夏夫

救急総合診療科
　科長（医）　　伊巻　尚平

　診療担当部長（医） 岩倉　秀雅
　診療担当部長（医） 速水　　元

歯科口腔外科
　科長（医）　　大澤　孝行

麻酔科 副医長（医） 近藤　竜也
　科長（医）　　伊奈川　岳 副医長（医） 西川　晴子

　診療担当部長（医） 大越　隆文
　診療担当部長（医） 小池　繁臣

放射線治療科
　科長（兼務）　　勝俣　康史

リハビリテーション科 科長（医長）（医） 髙橋　素彦

放射線診断科
医長（医） 輕部　美佐子

　科長（医）　　勝俣　康史

耳鼻咽喉科 科長（医長）（医） 藤峰　武克 副医長（医） 重冨　征爾

神経精神科
副医長（医）

　科長（医）　　荒井　　宏
片桐　建志

眼科
医長（医） 佐々木　誠

　科長（医）　　宮田　　博

副医長（医） 小田切　一将

副医長（医） 吉村　幸浩
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技師長（技）

副看護部長（医）

副看護部長（医）

副看護部長（医）

藤田　由里子

担当部長（診断担当）（医）
石山  　曉

担当部長（診断科担当）（医）
安藤　紀子

担当部長（診断科担当）（医）

看護師長（医） 松元　奈々子
看護師長（医） 赤羽　大輔

がん検診センター所長（兼務）
石原　　淳

望月　久美子病床管理担当看護師長（医）

看護師長（医） 原田　真理子
看護師長（医） 山田　道代
看護師長（医） 髙橋　陽子

看護師長（医） 野中　麻紀
看護師長（医） 森　　啓子
看護師長（医） 鈴木　知子

看護師長（医） 後藤　真理
看護師長（医） 芦邊　リツ子
看護師長（医） 笠井　克子

看護師長（医） 真田　珠里
看護師長（医） 渋谷　陽子
看護師長（医） 飯尾　美紀

課長補佐 岡﨑　悦子
看護師長（医）
課長補佐 赤松  直子

看護師長（医） 鈴木　裕子

小迫　冨美恵 課長補佐 玉川　礼子
看護師長（医）
課長補佐 土屋　恵美子

看護師長（医）
篠　希代美 課長補佐 中谷　正美

担当課長（オンコロジー担当）（医） 看護師長（医）

中垣　いずみ 課長補佐 南雲　久美
看護師長（医）

落合　恵子 課長補佐 小髙　律子

担当係長（医）
澤村　公志

看護部長（兼務） 看護師長（医）
石川　崇子

薬剤部長（医） 担当係長（医）
高尾　良洋 五十嵐　俊

担当係長（技）  
本間　裕一

担当係長（技）  
林　　達也

担当係長（技）   
三田　明子

担当係長（技）  
笹原　洋好

検査部長（医） 担当係長（技）
千葉　泰彦 大塚　元秀 課長補佐 岡本　佳子

病床管理担当看護師長（医） 鈴木　美佐代

リエゾン精神看護担当係長（医）

課長補佐 福嶋　好重

看護師長（医） 有山　美佐子

看護師長（医）
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総務課長（事）

医事課長（事）

医療安全管理室担当課長（兼務）

高橋　浩二

課長補佐 鈴木　宣美
担当係長（兼務）

青田　洋一　

臨床研究部長（兼務） 担当課長（兼務） 担当係長（兼務）

地域連携総合相談室副室長（兼務）

システム運用担当課長（兼務）

相談担当係長（兼務）
山下　智佳子

担当係長（事）    
櫻井　高志

情報企画係長（事）
　課長補佐 田中　裕一

医事係長（事）    
本間　　明 安間　　猛

　部長（兼務）　　山本　勇夫
副医長（医）

診療科
内科
　部長（兼務）　　山本　勇夫

循環器内科

城倉　　健

松木　晴美

脳卒中・神経疾患センター長（兼務）

　城倉　　健　

脊椎脊髄疾患センター長（兼務）

地域連携総合相談室副室長（兼務）

本間　　明

地域連携総合相談室長（兼務） 地域連携総合相談室副室長（事） 地域連携係長（事）
 前野　　豊 金子　秀子 大野　裕子

三浦　拓也

本橋　雅人

施設係長（技）
七呂　道輝

青柳　和夫
臨床工学担当係長（技）

課長補佐 本橋　健二

経営経理係長（事）
関　　哲夫

物品管理係長（事）

加藤　利彦 谷口　尚三 課長補佐 鈴木　宣美
企画担当係長（事）

平野　秀隆 安間　　猛

管理部長（事） 庶務係長（事）

中山　賢司 平野　秀隆 青柳　和夫
担当係長（兼務）医薬品安全管理責任者（兼務）

中山　賢司 住田　亮子 課長補佐 額田　恵子
医療機器安全管理責任者（兼務） 担当係長（兼務）

副病院長（医）
前野　　豊

副病院長（医）
佐竹　信子

医療安全管理室長（兼務） 医療安全管理室副室長（医）

脳血管医療センター病院長
山本　勇夫

担当理事（副病院長）（医）
青田　洋一

副病院長（医）
中山  賢司

副病院長（医）
城倉　　健

担当係長（医）

糟谷　　深

平野　秀隆

【脳血管医療センター】 
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副看護部長（医）

副看護部長（医）

慢性疾患看護担当係長（医）
下村　晃子

看護師長（医） 安田　珠美

看護師長（医） 島　あゆ子
看護師長（医） 大津　比呂志
看護師長（医） 清水　美由紀

看護師長（医） 東　由紀子
看護師長（医） 山下　智佳子

看護師長（医） 鈴木　順子

看護師長（医） 富永  幸江
看護師長（医） 影山  佳英

看護師長（医） 山崎　いづみ

看護師長（医）
吉楽　初美 課長補佐 松宮　枝利子

山本　勇夫 課長補佐 横山　邦篤

看護部長（兼務） 看護師長（医）
松木　晴美 担当課長 杉山　直美佐竹　信子

中山　賢司 市田　千佳

栄養部長（兼務） 担当係長（技）　　

担当係長（医）　　
高橋　浩二

山本　勇夫 阿部　賢一

薬剤部長（兼務） 副薬剤部長 担当係長（医）　　

画像診断部長（兼務） 担当係長（技）　　
水鳥　俊幸

検査部長（兼務） 担当係長（技）　　

　鳥越 総一郎

担当係長（技）　　
早川　裕子

担当係長（技）　　
課長補佐 鶴田　　薫

担当係長（技）　　
課長補佐 遠藤　美帆

担当係長（技）　　
松葉　好子

リハビリテーション部長（兼務） 担当係長（技）　　
前野　　豊 課長補佐 今吉　　晃

診療担当部長（医）  高橋　俊博

麻酔科
　部長（兼務）　　 山本　勇夫

医長（医） 坂井　　誠

　部長（兼務）　　前野　　豊

放射線科
　部長（医）　　鳥越 総一郎

脳神経血管内治療科
　部長（医）　　甘利　和光

副医長（医） 佐藤　雅経

リハビリテーション科
医長（医） 大西　正徳

副医長（医） 福　みずほ
副医長（医） 武藤　里佳

脳神経外科
　部長（兼務）　　中山　賢司

脊椎脊髄外科
医長（医） 河井　卓也

　部長（兼務）　　青田　洋一

神経内科
医長（医） 今関　良子

副医長（医）
　部長（兼務）　　城倉　　健 副医長（医）

副医長（医） 工藤　洋祐

医長（医） 清水　　曉 副医長（医） 望月　崇弘

桔梗　英幸
金塚　陽一

平野　秀隆
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２　病院経営局事業所一覧

(628)6100

所　在　地

保土ケ谷区岡沢町５６番地

電 話 番 号

(331)1961

(753)2500

市民病院

磯子区滝頭一丁目２番１号

中区新山下三丁目１２番１号みなと赤十字病院

名　称

脳血管医療センター
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３ 病院経営局事務分掌 

 

計画推進担当 

１ 病院事業に関わる施策の企画及び調整に関すること。 

２ 病院事業に関わる基本計画の立案及び進行管理に関すること。 

３ みなと赤十字病院の指定管理に関すること。 

４ 市立病院間の連絡調整に関すること。 

総務部 

総務課 

   １ 市会議案の審査に関すること。 

   ２ 文書に関すること。 

   ３ 事務事業の連絡調整に関すること。 

４ 危機管理に関すること。 

   ５ 他の課、市民病院及び脳血管医療センターの主管に属しないこと。 

  経営経理課 

   １ 市立病院の経営に関すること。 

   ２ 病院経営情報の抽出・分析・活用及び発信に関すること。 

   ３ 予算及び決算に関すること。 

   ４ 出納に関すること。 

   ５ その他経理に関すること。 

   ６ 契約に関すること。    

人事課 

   １ 職員の人事に関すること。 

   ２ 職員の給与その他労働条件に関すること。  

   ３ 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 

   ４ 職員の研修に関すること。 

看護師キャリア支援室 

１ 看護職員の確保、教育、研修に関すること。 

市民病院 

 医療安全管理室 

１ 医療に係る安全管理対策の推進に関すること。  

   ２ 医療に係る安全管理についての情報の収集、分析、評価等に関すること。 

   ３ 医療機器の安全管理に関すること。 

４ その他医療に係る安全管理に関すること。    

患者総合相談室 

１ 地域の医療機関等との連携に関すること。 

   ２ 地域医療に係る支援業務に関すること。 

   ３ 患者の医療福祉相談等に関すること。 

   ４ 患者の転院調整に関すること。  

   ５ 患者の在宅療養相談等に関すること。 

   ６ がん検診事業の管理運営等に関すること。 

   ７ その他患者等からの相談の受付、地域医療関係事務に関すること。   
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感染管理室 

   １ 感染管理に関すること。   

医療情報室 

   １ 診療情報の管理、分析及び活用に関すること。 

   ２ 臨床指標に関すること。 

   ３ 医療情報システムの管理運営に関すること。 

   ４ 院内の情報化の推進に関すること。 

   ５ 院内がん登録に関すること。    

管理部 

  総務課 

   １ 文書に関すること。 

   ２ 院内の事務の連絡調整に関すること。 

   ３ 病院の広報に関すること。 

   ４ 運営管理に関すること。 

   ５ 施設認定に関すること。 

   ６ 土地、建物、設備及び工作物の管理に関すること。 

   ７ 施設等の維持管理に関すること。 

   ８ 修繕工事の施工に関すること。 

   ９ 他の部、科、課、室及びがん検診センターの主管に属しないこと。    

経営経理課 

   １ 経営情報の抽出・分析・活用及び発信に関すること。 

   ２ 予算及び決算に関すること。  

３ 収入及び支出の手続に関すること。 

   ４ その他経理に関すること。 

   ５ 契約に関すること。 

   ６ 物品の購入及び保管並びに不用品の処分に関すること。 

   ７ 診療材料器材の洗浄、滅菌、管理等に関すること。    

人事課 

   １ 職員の人事に関すること。 

   ２ 職員の給与その他労働条件に関すること。 

   ３ 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 

   ４ 職員の研修に関すること。    

医事課 

１ 医事業務に係る運営企画及び調整に関すること。  

２ 患者の受付等及び入退院に関すること（他の部、課及び室の主管に属するものを除く。）。 

３ 施設基準に関する届出及び報告に関すること。 

４ 診療に係る契約に関すること。 

５ 診療収入その他収入金の調定及び納入通知に関すること。  

６ 診療収入その他収入金の収納、減免、滞納整理に関すること。 

７ 患者の諸証明に関すること。 

８ 診療報酬請求に関すること。 

９ 医事紛争等の調整に関すること。 

10 その他医事に関すること。   
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再整備担当 

   １ 市民病院の再整備に関すること。   

救命救急センター 

   １ 救命救急センターにおける救急患者の診療に関すること。 

   ２ 救命救急センターの運営に関すること。   

消化器病センター 

   １ 消化器病センターにおける患者の診療に関すること。 

   ２ 消化器病センターの運営に関すること。   

炎症性腸疾患センター 

   １ 炎症性腸疾患センターにおける患者の診療に関すること。 

   ２ 炎症性腸疾患センターの運営に関すること。   

内視鏡センター 

   １ 内視鏡センターにおける患者の診療に関すること。 

   ２ 内視鏡センターの運営に関すること。   

婦人科内視鏡手術センター 

１ 婦人科内視鏡手術センターにおける患者の診療に関すること。 

２ 婦人科内視鏡手術センターの運営に関すること。 

外来化学療法室 

   １ 外来化学療法室における患者の診療に関すること。 

   ２ 外来化学療法室の運営に関すること。   

臨床研究部 

   １ 医学の研究に関すること。 

   ２ 臨床研究部の運営に関すること。 

診療科 

   １ 患者の診療に関すること。 

   ２ 放射線診療に関すること。 

   ３ 病床の管理・運営に関すること。 

   ４ 診療科所管の医療用器材、設備及び診察室等の管理に関すること。 

   ５ その他診療に付随する事務に関すること。   

リハビリテーション部 

   １ 患者等のリハビリテーションに関すること。 

   ２ リハビリテーション部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。 

３ その他リハビリテーションに関すること。   

臨床工学部 

   １ 生命維持管理装置等の操作、管理及び保守点検に関すること。 

   ２ その他医療機器の管理及び保守点検に関すること。   

栄養部 

   １ 患者の栄養指導に関すること。 

   ２ 入院患者等の給食に関すること。 

   ３ 調理室の管理並びに給食用器の消毒、その他栄養部所管の機械器具及び設備等の管理に関 

すること。 

   ４ その他栄養に関すること。   
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手術部 

   １ 手術室の運営に関すること。   

画像診断部 

   １ 画像診断装置による検査に関すること。 

   ２ 画像診断部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。 

   ３ その他放射線業務に関すること。   

検査部 

   １ 生化学、細菌、生理その他医学的臨床検査に関すること。 

   ２ 病理解剖に関すること。 

   ３ 検査部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。 

   ４ その他検査に関すること。   

薬剤部 

   １ 患者の服薬指導に関すること。 

   ２ 調剤、製剤及び投薬に関すること。 

   ３ 薬品の鑑定及び試験分析に関すること。 

   ４ 薬品、麻薬及び薬用材料の出納及び保管に関すること。 

   ５ 薬剤部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。 

   ６ その他薬事に関すること。   

看護部 

   １ 患者の看護及び診療の補助に関すること。 

   ２ 病棟・病室の管理及び環境整備に関すること。 

   ３ 出生児の保育に関すること。 

   ４ 看護部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。 

   ５ 病室の管理に関すること。 

   ６ がん検診センターにおける診療の補助及び検診結果管理に関すること。 

   ７ その他看護に関すること。   

がん検診センター 

  診断科 

   １ 受診者の診断に関すること。 

   ２ がん検診センター所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。 

   ３ その他診断に付随する事務に関すること。  

脳血管医療センター 

 医療安全管理室 

   １ 医療に係る安全管理対策の推進に関すること。 

   ２ 医療に係る安全管理についての情報の収集、分析、評価等に関すること。 

   ３ 医療機器の安全管理に関すること。 

   ４ その他医療に係る安全管理に関すること。   

管理部 

  総務課 

   １ 文書に関すること。 

２ 職員の人事に関すること。 

３ 職員の給与その他労働条件に関すること。 

   ４ 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 
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   ５ 職員の研修に関すること。 

   ６ センター内の事務の連絡調整に関すること。 

   ７ センターの広報に関すること。 

   ８ 運営管理に関すること。 

９ 施設認定に関すること。 

10 土地、建物、設備及び工作物の管理に関すること。 

   11 施設等の維持管理に関すること。 

   12 修繕工事の施工に関すること。 

   13 経営情報の抽出・分析・活用及び発信に関すること。 

14 予算及び決算に関すること。 

   15 収入及び支出の手続に関すること。 

   16 その他経理に関すること。 

17 契約に関すること。 

   18 物品の購入及び保管並びに不用品の処分に関すること。 

19 診療材料器材の洗浄、滅菌、管理等に関すること。 

20 生命維持管理装置等の操作、管理及び保守点検に関すること。 

21 その他医療機器の管理及び保守点検に関すること。 

22 脳血管医療センターに附置された介護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」という。）

の指定管理に関すること（他の部、課及び室の主管に属するものを除く。）。 

23 他の部、科、課及び室の主管に属しないこと。 

医事課 

１ 医事業務に係る運営企画および調整に関すること。 

２ 患者の受付等及び入退院に関すること（他の部、課及び室の主管に属するものを除く。）。 

３ 施設基準に関する届出及び報告に関すること。 

４ 診療に係る契約に関すること。 

５ 診療収入その他収入金の調定及び納入通知に関すること。 

   ６ 診療収入その他収入金の収納、減免、滞納整理に関すること。 

   ７ 患者の諸証明に関すること。 

   ８ 診療報酬請求に関すること。 

   ９ 医事紛争の調整に関すること。 

   10 診療情報の管理、分析及び活用に関すること。 

11 臨床指標に関すること。 

12 医療情報システムの管理運営に関すること。 

13 その他医事に関すること。   

地域連携総合相談室 

   １ 地域の医療機関等との連携に関すること。 

   ２ 地域医療にかかる支援業務に関すること。 

３ 患者の医療福祉相談等に関すること。 

４ 患者の転院調整に関すること。 

   ５ 患者の在宅療養相談等に関すること。 

   ６ 介護老人保健施設の入所調整に関すること。 

   ７ その他患者等からの相談の受付、地域医療関係事務に関すること。   
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脳卒中・神経疾患センター 

   １ 脳卒中・神経疾患センターにおける患者の診療に関すること。 

   ２ 脳卒中・神経疾患センターの運営に関すること。   

脊椎脊髄疾患センター 

   １ 脊椎脊髄疾患センターにおける患者の診療に関すること。 

   ２ 脊椎脊髄疾患センターの運営に関すること。   

  臨床研究部 

   １ 脳卒中の研究に関すること。 

   ２ 神経疾患の研究に関すること。 

   ３ 脊椎脊髄疾患の研究に関すること。 

   ４ 臨床研究部の運営に関すること。 

診療科 

   １ 患者等の診療及びサービスの提供に関すること。 

   ２ 放射線診療に関すること。 

   ３ 病床の管理及び運営に関すること。 

   ４ 診療科所管の医療用器材、設備及び診察室等の管理に関すること。 

   ５ その他診療に付随する事務に関すること。   

リハビリテーション部 

   １ 患者等のリハビリテーションに関すること。 

   ２ リハビリテーション部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。 

３ その他リハビリテーションに関すること。   

画像診断部 

   １ 画像診断装置による検査に関すること。 

   ２ 画像診断部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。 

３ その他放射線業務に関すること。   

検査部 

   １ 生化学、細菌、生理その他医学的臨床検査に関すること。 

   ２ 病理解剖に関すること。 

   ３ 検査部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。 

   ４ その他検査に関すること。   

薬剤部 

   １ 患者の服薬指導に関すること。 

２ 調剤、製剤及び投薬に関すること。 

   ３ 薬品の鑑定及び試験分析に関すること。 

   ４ 薬品、麻薬及び薬用材料の出納及び保管に関すること。 

   ５ 薬剤部所管の機械器具及び設備等の管理に関すること。 

   ６ その他薬事に関すること。   

栄養部 

   １ 患者の栄養指導に関すること。 

   ２ 入院患者等の給食に関すること。 

３ 調理室の管理並びに給食容器の消毒、その他栄養部所管の機械器具及び設備等の管理に関

すること。 

   ４ その他栄養に関すること。   



 - 16 - 

看護部 

   １ 患者の看護及び診療の補助に関すること。 

   ２ 入院患者の保健指導に関すること。 

   ３ 病棟・病室の管理及び環境衛生に関すること。 

   ４ 看護部所管の医療用器材及び設備等の管理に関すること。 

   ５ その他看護に関すること。 







































































平成 26 年度 病院経営局 運営方針 
 

Ⅰ 基本目標 

 26 年度は第２次横浜市立病院中期経営プランの最終年度です。プランに掲げた目標は公立病院

として必ず達成しなければならない“市民との約束”です。 

 消費税増税など周辺状況も厳しい中、目標の達成に向け、すべての職員が従来のやり方にとらわ

れず、スピードと改革・改善の意識をもって業務に取り組みます。 
 
１ 市民病院は再整備を実現するためにも医療サービスの質向上・安定した経営基盤の確立を！

２ 脳血管医療センターは医療機能を最大限発揮し抜本的な経営改善の成果を！ 

３ みなと赤十字病院は救急・アレルギー疾患等の政策的医療の更なる充実を！ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 目標達成に向けた施策 

Ⅲ 目標達成に向けた組織運営 ～３つのチャレンジ～ 

１ 市民から必要とされる医療機能を充実します。 

① 市民病院 

 ・ 「婦人科内視鏡手術センター」を設置し専門医を配置することで、先進的で患者負担の少ない鏡視下手術を推進します。 
・ NICU（新生児特定集中治療室）の拡大に続き、GCU（新生児治療回復室）を６床設置し、新生児医療機能の充実を図ります。

・ 再整備に向けて、用地（三ツ沢公園の一部及び隣接する民有地）及び基本計画を確定させ、基本設計に着手します。 

② 脳血管医療センター 

 ・ 神経内科医の増員など診療体制を強化し、脳血管疾患・神経疾患に対する診療機能を強化します。 
・ 側弯症に対する診断・治療体制を教育委員会・医師会と連携し構築するなど、市域で不足する脊椎脊髄疾患医療を提供します。

③ みなと赤十字病院 
・ 全国トップクラスの救急車受入実績を持つ医療機関として引き続き「断らない救急」を目標に救急医療の充実に取り組みます。

・ 食物アレルギー発症時の対処方法に関する実践型研修を幼稚園・保育園職員を中心に拡充します。 

２ 地域医療全体の質を向上します。 

① 市民病院 
・ 「患者総合サポートセンター」を設置し、入院から退院・在宅療養までの患者支援や地域連携の強化に取り組みます。  
・ 高度医療機器（MRI・PET-CT 等）の共同利用検査を地域医療機関がインターネットで予約できるサービスを提供します。 

② 脳血管医療センター 
・ 地域医療機関との症例検討会を開催するほか、３テスラ MRI や市内で初めて導入する全身用 X 線撮影装置・sterEOS ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼ

ｽﾃﾑ等、高度医療機器共同利用の充実を図ります。 
③ みなと赤十字病院 

・ 手術支援ロボット（ダ・ヴィンチ）を使用し、地域の医療施設からの紹介患者に低侵襲で質の高い医療を提供します。 
・ MRI、CT などの高額医療機器の利用を地域医療機関に対して毎週土曜日に拡充します。

３ 健全な経営を実現します。 

① 市民病院 
 ・ 再整備に向けてこれまで以上に積極的に患者の受入れを進めながら、安定した経営基盤を確立します。 
② 脳血管医療センター 
 ・ 外来診療体制を整え新規患者の受入増加を図るほか、市大・市立病院等の急性期医療機関と連携した患者確保を進めます。 
③ 市民病院・脳血管医療センター共通 
 ・ ジェネリックの採用拡大や診療材料の見直し、医療機器保守の見直しなど経費縮減を徹底し、経営効率を高めます。 
・ 持続的な病院経営に向け、現行の公務員型給与から職務の内容や責任に応じた給与制度への見直しを検討します。

１ チーム力を磨き上げ、 

 「医療の質」と「満足度」を向上！ 
① チーム医療の推進 
ア 患者総合サポートセンターの設置による

多職種での患者支援（市民病院） 
イ 「脳卒中・神経疾患センター」「脊椎脊髄

疾患センター」の効果的な運営による医療

の質向上（脳血管医療センター） 
② 医師・看護師等の確保・育成 

医師の体制整備や専門医の養成に取り組

むとともに、看護職員の確保・育成や医療

技術職員の局独自採用を進めます。 

③ 患者満足度、職員満足度の向上 
ア 職員発の組織横断的なプロジェクトなど

を積極的に展開し、職員の意見や自発的な

取組を病院経営に取り入れる仕組みを構築 

イ 医療機能の拡大・拡充に対応した病院名

称への変更（脳血管医療センター） 

３ 全職員の経営マインドアップ！ 

① 職員意識の高揚 
   責任職が率先して、職員一人ひとりの

経営マインドや患者・市民に対するホス

ピタリティの向上に取り組みます。 
② マネジメントサイクルの迅速・確実化

課題認識から対策の検討・実施・改善

に至るまでの PDCA サイクルを確立し、

スピード感を持って確実に行動へと移し

ていきます。 
③ 組織風土の醸成 

課題や目標を職員に伝わるまで伝え

きることを目指します。 

また、患者や利用者から寄せられる意

見・要望を真摯に受け止め、患者等の視

点で改善に迅速に取り組める強い組織

をつくります。 

２ 地域の医療機関等との連

携推進！ 
① 地域医療機関との連携 

院内横断的なプロジェク

トを設置し、患者支援・地域

連携の取組を強化します。 
② 地域医療機関の支援 

地域の医療機関に対する

院内研修の開放や講師派遣

の拡大等により、教育・研修

スキルを提供します。 
③ 市立３病院の協力・市立
大学との連携 

一体的な広報・啓発など病

院間の協力体制を構築しま

す。また、医療の質向上や医

療人材の育成のため、市大等

との連携を強化します。 



病院事業における重点取組 

１ 市民病院再整備事業 

再整備用地の取得に向けた地権者との交渉を進めるとともに基本計画を策定した後、26 年度下半期を目
途に基本設計に着手します。 

 

２ 脳血管医療センターの経営改善・名称変更 

脳血管疾患医療の充実や救急・急性期治療、早期リハビリテーションなど、拡大した医療機能を最大限
発揮し抜本的な経営改善を図るとともに、１月を目途に医療機能にあわせた新名称に移行します。 
 

３ 次期横浜市立病院中期経営プランの策定 

現行の第２次横浜市立病院中期経営プラン（24～26 年度）が最終年度となるため、平成 27 年度を始期
とする次期プランを策定します。 
 

各病院の主な事業・取組 
 
１ 市民から必要とされる医療機能の充実 

【主な事業・取組】 【内容】26 年度目標（25 年度実績）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域医療の質の向上 

【主な事業・取組】 

 

 

【内容】26 年度目標（25 年度実績）

 

 

 

 

42 人 ⇒ 60 人 

年 4 回 ⇒ 年 4 回 

５か所 ⇒ ６か所 

 

３ 健全な経営 

【主な事業・取組】 【内容】26 年度目標（25 年度実績）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 目標達成に向けた組織運営 

【主な事業・取組】 

 

【内容】26 年度目標（25 年度実績）

  

 

 
160 件（102 件） 
20,000 件（14,249 件） 
37,850 人（27,398 人） 

 
1,000 件（690 件） 
550 件（333 件） 
50 人（－） 

(1) 市民病院 
〇 腹腔鏡使用手術件数 
〇 救急受診患者総数 
〇 がん検診受診者数 

(2) 脳血管医療センター 

〇 脳血管疾患救急受入件数 
〇 手術件数 
〇 側弯症検診に伴う紹介患者数 

(1) 市民病院 

〇 患者総合サポートセンターの設置・運営 
〇 地域医療機関従事者対象の研修会参加者 

(2) 脳血管医療センター 

〇 医師会との症例検討会 
〇 高度医療機器の共同利用の充実 

４月：入院管理業務の開始 
７月：ベッドコントロール実施 
 入院前アセスメントの試行実施 
１月：入院前アセスメントのブース設置 

570 人（391 人） 

 
２回（２回） 
450 件（281 件） 

(1) 市民病院 

〇 一般病床利用率の向上 
〇 入院診療単価の向上 
〇 経常収支 

(2) 脳血管医療センター 

〇 病床利用率の向上 
〇 入院診療単価の向上 
〇 経常収支 

 
91.0%（87.9%） 
66,500 円（62,426 円） 
6.82 億円以上（1.53 億円） 

 
80.0%（68.9%） 
48,500 円（46.645 円） 
0.04 億円以上（△10.87 億円）  

(1) ２病院共通 

〇 職員の発案・意欲を活かすプロジェクトの運営 

(2) 市民病院 

〇 患者満足度の向上 （入院） 
           （外来） 
〇 職員満足度の向上 

(3) 脳血管医療センター 

〇 患者満足度の向上 
〇 職員満足度の向上 

 
設置・運営（－） 

 
90.0%（88.1%） 
85.0%（80.1%） 
50.0%以上（58.6%） 

 
92.7%以上（91.9%） 
54.8%以上（52.3%） 

※25 年度実績は、第３四半期時点の実績 

※25 年度実績は、第３四半期時点の実績 

※25 年度実績は、第３四半期時点の実績 

※25 年度実績は、第３四半期時点の実績 

※ 26 年度は新会計基準 

※ 26 年度は新会計基準 




