横浜市民間病院協会

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、共同利用、医療連携、経営労務対
策などを行い効率的かつ安定的な病院経営を図ること
により、横浜地域の医療の質向上を目指し、社会貢献
に寄与することを目的としています。

名称：横浜市民間病院協会
設立：平成 23 年 10 月 1 日
会員病院数：22 法人（平成 27 年 7 月 1 日現在）
会長：横浜東邦病院院長 梅田嘉明
副会長：医療法人五星会菊名記念病院理事長 山本登
副会長：医療法人社団元気会横浜病院理事長 北島明佳
事業内容：
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
２） 会員の医療連携を向上させるために諸施策の
企画・運営を行う
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

４） 職員のモチベーションを高めるための、会
員病院間での相互研修企画・調整の実施
５） 委員会、部会（事務長、看護師（部）長・
医事課・施設管理・その他）または研究会を設
置し諸事業の具現化を推進する
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
７） 全各号の業務に附帯する事業

主な活動：
・ 理事会（年 6 回）
・ 定例会（講演会：年 11 回）
・ 会員病院見学会
・ 医療職の相互研修体制
・ 医療職の勉強会
・ 心疾患救急ホットラインの開設
・ 災害発生時の協力体制構築
・ 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
・ 医療ソーシャルワーカーの連携会
・ 事務長会
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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。
横浜東邦病院 院長 梅田嘉明
96 床（一般病床 47 床・療養病床 49 床）
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

医療法人五星会 菊名記念病院 理事長 山本 登
一般病床 218 床
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

医療法人社団元気会 横浜病院 理事長 北島明佳
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

医療法人社団仁明会 秋山脳神経外科・内科病院
理事長・院長 秋山武仁
一般病床 41 床
脳神経外科・内科・整形外科

医療法人愛生会 三ツ境病院
理事長・院長 大友正孝
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

医療法人社団鴨居病院 理事長・院長 荒井ゆかり
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・脳神経外科・形成外科・整形外科・リハビリテーション
科・リウマチ科

医療法人ディープインテンション
精神病床 84 床
精神科

日吉病院

院長

熊田貴之
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医療法人三星会大倉山記念病院 院長 坂口 淳
114 床（一般病床 22 床・地域包括ケア病床 43 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

医療法人社団博慈会 青葉さわい病院 病院長 澤井崇博
170 床（一般病床 40 床・回復期リハ 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・リハビリテーション科

医療法人社団のう救会
理事長 郭 水泳
一般病床 60 床
脳神経外科

脳神経外科東横浜病院

医療法人社団ワンアンドオンリー新横浜母と子の病院
院長 崎山武文
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

医療法人赤枝会 赤枝病院 理事長 赤枝雄一
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

医療法人財団明理会東戸塚記念病院 院長 山崎 謙
一般病床292床
内科・消化器内科・呼吸器内科・アレルギー疾患内科・神経内
科・肝臓内科・糖尿病内科・内視鏡内科・人工透析内科・外科・
消化器外科・肛門外科・内視鏡外科・整形外科・脳神経外科・皮
膚科・形成外科・眼科 循環器内科・泌尿器科・麻酔科・救急科
医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 院長 山中太郎
515 床（一般病床 397 床・療養病床 118 床）
内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・神経内科・腎臓内
科・外科・呼吸器外科・消化器外科・乳腺外科・肛門外科・整形
外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科・小児科・婦人科・
皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・アレルギー科・リハビリ
テーション科・放射線科・麻酔科・血液浄化療法・人間ドック・
特定健診
サンフラワー新港北病院 院長 島倉 康守
医療療養病床 27 床
内科・消化器内科・外科・肛門科・皮膚科
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医療法人すこやか高田中央病院 院長 荏原 太
一般病床60 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

医療法人社団美里会 瀬谷ふたつ橋病院 理事長・院長 藤原里沙
98 床（一般 54 床・療養病床 44 床）
整形外科・外科・内科・消化器外科・消化器内科・肛門外科・心
療内科・脳神経外科・リハビリテーション科・放射線科

医療法人五星会新横浜リハビリテーション病院
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

院長

久代裕史

医療法人大恵会仁恵病院 理事長・院長 廣井旬子
30 床（一般病床 6 床・介護療養病床 24 床）
内科

横浜田園都市病院 院長 澁谷誠二
375 床（医療療養病床 255 床・介護療養病床 120 床）
内科・歯科・リハビリテーション科

医療法人財団俊陽会古川病院 理事長・院長 古川健太郎
96床（障害者病棟 49床・療養病棟 47床）
内科・循環器内科・消化器内科・糖尿病内科・呼吸器内科・神経
内科・整形外科・小児科・アレルギー科・皮膚科・リハビリテー
ション科

医療法人社団聖仁会横浜甦生病院 院長 澤田 傑
81 床（一般病床 39 床、療養病床 30 床、緩和ケア病棟 12 床）
内科・緩和ケア・人工透析・小児科・耳鼻咽喉科・外科・整形外
科・皮膚科
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横浜市民間病院協会
横浜市港南区最戸 1-3-16
（横浜東邦病院内）
事務局

070-5085-7277

