
（地区順）

病　　院　　名 役職名 会 員 名 所     在     地

済生会横浜市東部病院 院長 三角　隆彦 横浜市鶴見区下末吉3-6-1

汐田総合病院
統括看護部
長･看護部

長
奥山　洋子 横浜市鶴見区矢向1-6-20

済生会東神奈川リハビリテーション病院 看護部長 藤原　佐和子 横浜市神奈川区西神奈川1-13-10

済生会神奈川県病院 看護部長 水野　伊津子 横浜市神奈川区富家町6-6

紫雲会横浜病院 会長 須藤　文彦 横浜市神奈川区神大寺3-1-12

大口東総合病院 理事長 新納　憲司 横浜市神奈川区入江2-19-1

新横浜リハビリテーション病院 病院長 久代　裕史 横浜市神奈川区菅田町2628-4

横浜市立市民病院 病院長 小松　弘一 横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1

菊名記念病院 看護部長 赤間　仁見 横浜市港北区菊名4-4-27

大倉山記念病院 院長 坂口　　 淳 横浜市港北区樽町1-1-23

牧野記念病院 院長 土田　明彦 横浜市緑区鴨居2-21-11

横浜新緑総合病院 病院長 松前　光紀 横浜市緑区十日市場町1726-7

牧野リハビリテーション病院 院長 大平　孝之 横浜市緑区鴨居3-32-33

緑成会横浜総合病院
理事長・

院長 平元　　 周 横浜市青葉区鉄町2201-5

昭和大学藤が丘病院 病院長 髙橋　 　寛 横浜市青葉区藤が丘1-30

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 病院長 市川　博雄 横浜市青葉区藤が丘2-1-1

昭和大学横浜市北部病院 病院長 門倉　光隆 横浜市都筑区茅ケ崎中央35-1

けいゆう病院 病院長 松本　秀年 横浜市西区みなとみらい3-7-3

横浜保土ケ谷中央病院 院長 池　　　秀之 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1

常盤台病院 病院長 大淵　敬太 横浜市保土ヶ谷区常盤台70-26

聖隷横浜病院 総看護部長 兼子　友里 横浜市保土ヶ谷区岩井町215

神奈川県立がんセンター
副院長兼
看護局長 齊木　由紀子 横浜市旭区中尾2-3-2

日向台病院 院長 長谷川 吉生 横浜市旭区市沢町1081

横浜ほうゆう病院 病院長 日野　博昭 横浜市旭区金が谷644-1

横浜旭中央総合病院 看護部長 岸　　小春 横浜市旭区若葉台4-20-1

会　員　名　簿
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聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
副院長・
看護部長 北原　日美紀 横浜市旭区矢指町1197-1

誠心会神奈川病院 理事長 佐伯　隆史 横浜市旭区川井本町122-1

横浜医療センター 院長 鈴木　宏昌 横浜市戸塚区原宿3-60-2

戸塚共立第１病院 院長　 村井　紀元 横浜市戸塚区戸塚町116

東戸塚記念病院 看護部長 秋山　直美 横浜市戸塚区品濃町548-7

新中川病院 看護部長 江尻　德子 横浜市泉区池の谷3901

湘南泉病院 病院長 末盛　彰一 横浜市泉区新橋町1784

国際親善総合病院
副院長兼
看護部長 楠田　清美 横浜市泉区西が岡1-28-1

戸塚共立リハビリテーション病院 病院長 髙橋　竜哉 横浜市泉区和泉中央北1-40-34

横浜相原病院 看護部長 牛膓　好美 横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12

横浜中央病院 病院長 藤田　宜是 横浜市中区山下町268

横浜掖済会病院 名誉院長 長倉　靖彦 横浜市中区山田町1-2

横浜市立大学附属市民総合医療センター 病院長 榊原　秀也 横浜市南区浦舟町4-57

神奈川県立こども医療センター
副院長兼
看護局長 西角　一恵 横浜市南区六ツ川2-138-4

神奈川県立精神医療センター
副院長兼
看護局長 樋口　美佳 横浜市港南区芹が谷2-5-1

済生会横浜市南部病院 院長 竹林　茂生 横浜市港南区港南台3-2-10

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 病院長 齋藤　知行 横浜市磯子区滝頭1-2-1

横浜市立大学附属病院 病院長 後藤　隆久 横浜市金沢区福浦3-9

神奈川県立循環器呼吸器病センター
副院長兼
看護局長 砂田　麻奈美 横浜市金沢区富岡東6-16-1

済生会若草病院 看護部長 堀内　良子 横浜市金沢区平潟町12-1

横浜南共済病院 看護部長 佐竹　みゆき 横浜市金沢区六浦東1-21-1

金沢文庫病院 病院長 森山　 　浩 横浜市金沢区釜利谷東2-6-22

横浜なみきリハビリテーション病院 看護部長 三須　真紀 横浜市金沢区並木2-8-1

横浜栄共済病院 病院長 細川　   治 横浜市栄区桂町132

総合高津中央病院 病院長 中村　良司 川崎市高津区溝口1-16-7

帝京大学医学部附属溝口病院 病院長 原　　 眞純 川崎市高津区二子5-1-1

東横惠愛病院 看護部長 山岸　あかね 川崎市宮前区有馬4-17-23
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聖マリアンナ医科大学病院 病院長 大坪　毅人 川崎市宮前区菅生2-16-1

川崎市立多摩病院
副院長兼
看護部長 井上　ふみ子 川崎市多摩区宿河原1-30-37

麻生総合病院 看護部長 日極　繁野 川崎市麻生区上麻生6-25-1

川崎市立川崎病院
副院長兼
看護部長 千島　美奈子 川崎市川崎区新川通12-1

太田総合病院 看護部長 峰村　尚子 川崎市川崎区日進町1-50

総合新川橋病院 看護部長 平松　智子 川崎市川崎区新川通1-15

日本鋼管病院
副院長兼
看護部長 木下　佳子 川崎市川崎区鋼管通1-2-1

総合川崎臨港病院 理事長 渡邊　嘉行 川崎市川崎区中島3-13-1

川崎協同病院 病院長 田中　久善 川崎市川崎区桜本2-1-5

栗田病院 病院長 竹林　裕直 川崎市幸区小倉2-30-13

川崎幸病院 院長 山本　 　晋 川崎市幸区大宮町31-27

川崎市立井田病院
副院長兼
看護部長 藤原　実香 川崎市中原区井田2-27-1

日本医科大学武蔵小杉病院 病院長 谷合　信彦 川崎市中原区小杉町1-396

相模原赤十字病院 病院長 西　　 八嗣 相模原市緑区中野256

相模原協同病院 名誉院長 高野　靖悟 相模原市緑区橋本台4-3-1

相模野病院 看護部長 出口　孝子 相模原市中央区渕野辺1-2-30

独立行政法人国立病院機構相模原病院 看護部長 青井　久江 相模原市南区桜台18-1

東芝林間病院 院長 清水　直史 相模原市南区上鶴間7-9-1

相模ケ丘病院 看護部長 小林　一裕 相模原市南区下溝4378

北里大学病院
副院長・
看護部長 別府　千恵 相模原市南区北里1-15-1

総合相模更生病院 病院長 松本　   豊 相模原市中央区小山3429

渕野辺総合病院 病院長 世良田　和幸 相模原市中央区淵野辺3-2-8

丘整形外科病院 病院長 丘　 　松壽 相模原市南区新磯野2-7-10

横須賀市立うわまち病院 管理者 沼田　裕一 横須賀市上町2-36

横須賀市立市民病院 管理者 関戸 　　仁 横須賀市長坂1-3-2

横須賀共済病院 病院長 長堀　　 薫 横須賀市米が浜通1-16

聖ヨゼフ病院 病院長 柴田　朋彦 横須賀市緑が丘28
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総合病院衣笠病院 病院長 岡村 隆一郎 横須賀市小矢部2-23-1

総合病院湘南病院 看護部長 貝崎　さつき 横須賀市鷹取1-1-1

自衛隊横須賀病院 病院長 村上　健彦 横須賀市田浦港町1766-1

久里浜医療センター 院長 松下　幸生 横須賀市野比5-3-1

大船中央病院 理事長 雨宮　   厚 鎌倉市大船6-2-24

湘南鎌倉総合病院 院長 篠崎　伸明 鎌倉市岡本1370-1

三浦市立病院 総病院長 小澤　幸弘 三浦市岬陽町4-33

福井記念病院
理事長・

院長 高屋　淳彦 三浦市初声町高円坊1040-2

藤沢市民病院 院長 常田　康夫 藤沢市藤沢2-6-1

藤沢湘南台病院 病院長 熊切　 　寛 藤沢市高倉2345

藤沢病院
理事長・

院長 石井　紀夫 藤沢市小塚383

湘南中央病院
副院長・
看護部長 春日　慶子 藤沢市羽鳥1-3-43

湘南藤沢徳洲会病院 看護部長 津島　春美 藤沢市辻堂神台1-5-1

湘南慶育病院 理事長 竹川　節男 藤沢市遠藤4360

茅ヶ崎市立病院 病院長 望月　 孝俊 茅ヶ崎市本村5-15-1

湘南東部総合病院 病院長 大川　伸一 茅ヶ崎市西久保500

茅ヶ崎徳洲会病院 看護部長 大澤　栄子 茅ヶ崎市幸町14-1

寒川病院 病院長 栗田　啓司 高座郡寒川町宮山193

平塚市民病院
副病院長

兼看護部長 稲村　ほづみ 平塚市南原1-19-1

済生会湘南平塚病院 院長 片桐　真人 平塚市宮松町18-1

平塚共済病院 院長 稲瀨　直彦 平塚市追分9-11

研水会平塚病院 病院長 大野　史郎 平塚市出縄476

秦野赤十字病院 院長 田中　克明 秦野市立野台1-1

鶴巻温泉病院 看護部長 小澤　美紀 秦野市鶴巻北1-16-1

独立行政法人国立病院機構神奈川病院 院長 橋誥　壽律 秦野市落合666-1

伊勢原協同病院 病院長 鎌田　修博 伊勢原市田中345

東海大学医学部付属病院 病院長 渡辺　雅彦 伊勢原市下糟屋143
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東海大学医学部付属大磯病院 病院長 島田　英雄 中郡大磯町月京21-1

秦野厚生病院 看護部長 西　 　典子 秦野市南矢名2-12-1

厚木市立病院
病院事業
管理者 長谷川　節 厚木市水引1-16-36

愛光病院 院長 竹内　俊介 厚木市松枝2-7-1

相州病院 看護部長 福岡 　　透 厚木市上荻野1682-3

東名厚木病院
副院長兼
看護部長 伊藤　玲子 厚木市船子232

神奈川リハビリテーション病院 病院長 杉山　 　肇 厚木市七沢516

湘南厚木病院 看護部長 長嶋　 亮子 厚木市温水118-1

大和市立病院 看護部長 飯塚　真弓 大和市深見西8-3-6

桜ヶ丘中央病院 看護部長 中村　 峰子 大和市福田1-7-1

海老名総合病院
副院長兼
看護部長 武田　玲子 海老名市河原口1320

相模台病院 病院長 井原　 　厚 座間市相模が丘6-24-28

座間総合病院
副院長兼
看護部長 竹村　華織 座間市相武台1-50-1

小田原市立病院 看護部長 佐々木　仁美 小田原市久野46

小澤病院
理事長・
病院長 小澤　顯一 小田原市本町1-1-17

山近記念総合病院 理事長 杉田　輝地 小田原市小八幡3-19-14

国府津病院 看護部長 多田　久美子 小田原市田島125

小田原循環器病院 看護部長 小林　敏子 小田原市矢作296-1

箱根病院 院長 今井　富裕 小田原市風祭412

神奈川県立足柄上病院
副院長兼
看護局長 藤澤　なお子 足柄上郡松田町惣領866-1

箱根リハビリテーション病院 看護部長 早瀬　美保 足柄下郡箱根町仙石原1285

湯河原胃腸病院 院長 遠藤　　 健 足柄下郡湯河原町土肥4-3-1
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