一般社団法人

横浜市民間病院協会

我が国の医療財源は赤字国債によっている。
もう自前では維持できない。つまり死に体なのです。
日本における人口構造の激変は、この傾向をさらに悪化させている。
すぐにでも手を打たないと日本国中の医療機関は壮大な撤退戦を繰り広げる
であろう。
ちなみに全国の病院医療は、その 8 割が民間病院にゆだねられているが、
そんな中みんな四苦八苦しながら必死に自分たちの病院を守っているのです。
加えて民間病院には鋭い経営のマインドがあります。
我々が独自の知恵を出し、工夫をこらして底力を見せるのはこれから。
今こそ、民間病院に集結していただきたい。
会長

梅田

嘉明

民間病院の管理運営に関する調査・研究・学会・情報交換・人材の育成・交流・
研修・医療連携を行うことにより、地域医療の向上を目指して－
本会は主に中規模病院の民間病院が協力し、病院の管理 4）職員のモチベーションを高めるための、会員病院間
運営に関する調査・研究・学会・情報交換・人材の育成、 での相互研修企画・調整の実施
交流、研修、共同利用、医療連携、経営労務対策などを 5）委員会、部会（事務長、看護師（部）長・医事課・
行い効率的かつ安定的な病院経営を図ることにより、横 施設管理・その他）または研究会を設置し諸事業の具現
浜地域の医療の質向上を目指し、社会貢献に寄与するこ 化を推進する
とを目的としています。
6）災害発生時に対応するために、会員間の協力体制を
構築する
名称：一般社団法人 横浜市民間病院協会
7）全各号の業務に附帯する事業
設立：2011 年 10 月 1 日

主な活動：
・理事会（年 6 回）
会員病院数：20 法人（2019 年 6 月 1 日現在）
・定例会（年 10 回）
・学術講演会（年 1 回・市内民間病院対象）
会長：医療法人社団嘉明会 横浜東邦病院
・会員病院見学会
理事長・院長 梅田 嘉明
・医療職の相互研修体制
副会長：医療法人五星会 菊名記念病院
・医療職の勉強会
理事長 山本 登
・心疾患救急ホットラインの開設
副会長：医療法人社団元気会 横浜病院
・災害発生時の協力体制構築
理事長 北島 明佳
・会員病院における特徴的取り組み紹介
・看護師採用と定着について
事業内容：
・医療ソーシャルワーカーの連携会
1）会員の事業に関する経営情報の提供及び共有化を図る ・事務長会
2）会員の医療連携を向上させるために諸施策の企画・運 ・懇親会（ボーリング大会・忘年会など）
営を行う
3）会員の各職種どうしのコミュニケーションを推進する
ために、定期的な学会「横浜市民間病院コミニ学会」の
企画・運営を行う
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急性期から慢性期までを網羅する会員病院。
互いに高め合い、地域に貢献することを目指して。
①

医療法人社団嘉明会 横浜東邦病院
理事長・院長 梅田 嘉明
病床数：96 床（一般病床 47 床・医療療養型病床 49 床）
内科・糖尿病内科・循環器科・外科・整形外科・泌尿器科
・皮膚科・リハビリテーション科・眼科
〒233-0008 横浜市港南区最戸 1-3-16
電話：045-741-2511
http://www.yokohama-toho.jp/

②

医療法人五星会 菊名記念病院
理事長 山本 登 院長 村田
病床数：一般病床 218 床

升

内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・アレルギー科・外科・
整形外科・脳神経外科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・放射線科・
麻酔科・精神科・婦人科・乳腺外科・救急科・腎臓内科・内視鏡内科・
肝臓内科・神経内科・糖尿病内科・美容皮膚科・リハビリテーション
科・総合診療科
〒222-0011 横浜市港北区菊名 4-4-27
電話：045-402-7111
https://kmh.or.jp

③

医療法人社団元気会 横浜病院
理事長 北島 明佳
病床数：326 床（医療療養病床 164 床・介護療養病床 112 床・
精神療養病床 50 床）
内科・精神科
〒226-0013 横浜市緑区寺山町 729
電話：045-933-1011
http://genkikaiyokohama.jp/index.html

④

医療法人社団仁明会 秋山脳神経外科病院
理事長 秋山 武仁
院長 秋山 武和
病床数：一般病床 41 床
脳神経外科・内科・神経内科・整形外科
〒233-0012 横浜市港南区上永谷 2-10-36
電話：045-846-1001
http://akiyama-hospital.jp/

⑤

医療法人愛生会 三ツ境病院
理事長・院長 大友 正孝
病床数：46 床（一般病床 10 床・医療療養病床 36 床）
内科・循環器科・消化器科・整形外科・リハビリテーション科・
皮膚科・耳鼻咽喉科
〒246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境 23-8
電話：045-391-0006
http://www.mitu.or.jp/
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⑥

医療法人社団 鴨居病院
理事長・院長 荒井 ゆかり
病床数：150 床（一般病床 54 床・医療療養病床 96 床）
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・小児科・皮膚科
・外科・形成外科・整形外科・リハビリテーション科・リウマチ
科・神経内科・泌尿器科
〒226-0003 横浜市緑区鴨居 5-27-10
電話：045-933-1911
http://www.kamoibyouin.or.jp/

⑦

医療法人ディープインテンション 日吉病院
院長 熊田 貴之
病床数：精神病床 77 床
精神科
〒223-0062 横浜市港北区日吉本町 2-8−2
電話：045-563-7373
http://hiyoshi-hp.com/

⑧

医療法人三星会 大倉山記念病院
院長 坂口 淳
病床数 114 床（一般病床 17 床・地域包括ケア病床 48 床・
障害者病床 49 床）
内科・整形外科・眼科・脳神経外科・神経内科・皮膚科・
リハビリテーション科
〒222-0001 横浜市港北区樽町 1-1-23
電話：045-531-2546
http://www.omh.or.jp/

⑨

医療法人社団博慈会 青葉さわい病院
病院長 澤井 崇博
病床数：170 床（一般病床 26 床・地域包括ケア病床 14 床・
回復期リハ病床 30 床・医療療養病床 100 床）
内科・呼吸器内科・消化器内科・糖尿病内科・循環器内科・
整形外科・脳神経外科・リハビリテーション科
〒225-0004 横浜市青葉区元石川町 4300
電話：045-901-0025

https://www.aoba-sawai.or.jp/

⑩

医療法人社団のう救会 脳神経外科東横浜病院
理事長 郭 水泳
病床数：60 床（一般病床 57 床
脳神経外科

SCU3 床）

〒221-0863 横浜市神奈川区羽沢町 888
電話：045-383-1121
http://noukyukai.or.jp/index.php
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⑪

医療法人社団ワンアンドオンリー 新横浜母と子の病院
理事長 稲坂 淳 院長 崎山 武文
病床数：一般病床 60 床（産後ケア病床）
産科・婦人科・小児科・内科・麻酔科・放射線科
〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 650-1
電話 045-472-2911
https://www.hahatoko.jp/hospital/

⑫

医療法人赤枝会 赤枝病院
理事長 赤枝 雄一
院長 須田 雅人
病床数：医療療養病床194床
内科・神経内科・老年内科・精神科・整形外科・婦人科・
一般外科・皮膚科・消化器外科・リハビリテーション科・
脳神経外科・歯科
〒241-0802 横浜市旭区上川井町 578-2
電話: 045-921-3333
http://www.akaedakai.com/akaedahp/index.html

⑬

医療法人すこやか 高田中央病院
理事長 荏原 正幸
院長 荏原 太
病床数：60床（一般病床32床 地域包括ケア病床28床）
内科・循環器内科・糖尿病代謝内科・整形外科・脳神経外科
外科・消化器外科・肛門外科・形成外科・リハビリテーション科
〒223-0066 横浜市港北区高田西2-6-5
電話：045-592-5557
http://www.sukoyaka.gr.jp/

⑭

医療法人社団美里会 瀬谷ふたつ橋病院
院長 藤原 里沙
病床数：89 床（急性期 34 床 療養 55 床）
整形外科・消化器内科・糖尿病内科・脳神経外科・
リハビリテーション科・肛門科・放射線科・皮膚科・泌尿器科
〒246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷 1-29-1
電話：045-303-1151
https://misatokai.jp/

⑮

医療法人五星会 新横浜リハビリテーション病院
院長 久代 裕史
病床数：回復期リハ 126 床
リハビリテーション科・外科・内科・整形外科
〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町 2628-4
電話：045-474-5511
https://syr-h.com
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⑯

医療法人若葉会 横浜田園都市病院
院長 根岸 代
病床数：375 床（医療療養病床 315 床
内科・歯科・リハビリテーション科

介護療養病床 60 床）

〒226-0026 横浜市緑区長津田町 3031 番地 2
電話：045-981-2000
http://www.yd-hospital.gr.jp/

⑰

医療法人社団山本記念会 山本記念病院
院長 森下 哲也
病床数：131 床（一般、地域包括ケア病床 49 床／医療療養病床 82 床）
内科（一般内科 消化器内科 循環器内科 神経内科）・整形外
科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科・診療
内科・精神科
〒224-0024 横浜市都筑区東山田町 1552
電話：045-593-2211
http://www.yamamoto-kinen.or.jp/

社会福祉法人聖隷福祉法人 聖隷横浜病院

⑱

院長

※2019 年 8 月完成

⑲

林 泰広

病床数：300 床（一般病床 249 床・地域包括ケア病床 51 床）
総合診療科・腎臓高血圧内科・呼吸器内科・呼吸器外科・消化器内科・
消化器外科・内分泌糖尿病内科・リウマチ膠原病内科・心臓血管センタ
ー内科・脳神経外科・脳血管内治療科・外科・整形外科・泌尿器科・
小児科耳鼻咽喉科・麻酔科（ペインクリニック）
・眼科・形成外科・
皮膚科・乳腺科・救急科・放射線診断科・臨床検査科・病理診断科・
ドック健診科・リハビリテーション科
〒240-8521 横浜市保土ケ谷区岩井町 215
電話:045-715-3111
http://www.seirei.or.jp/yokohama/

医療法人社団若葉会 つづき病院
理事長・院長 中野 雄二
病床数：医療療養病床 123 床
内科・リハビリテーション科
〒224-0057 横浜市都筑区川和町 2674-83
電話：045-941-3380
http://www.e-wakaba.jp/

⑳

医療法人社団景翠会 金沢病院
院長 高山 篤也
病床数：162 床（含回復期リハビリテーション病棟 45 床）
内科・糖尿病内科・脳神経外科・神経内科・整形外科・外科
・眼科・リハビリテーション科
〒236-0021 横浜市金沢区泥亀 2-8-3
電話：045-781-2611
http://www.keisuikai.or.jp/
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病院 MAP
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一般社団法人

横浜市民間病院協会

＜事務局＞
〒233-0008
横浜市港南区最戸 1-3-16（横浜東邦病院内）
TEL：045-741-2511
FAX：045-714-2520
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