
 

 

令和２年度 会員等の異動状況（届出順） 

 

異動日 病 院 名 異動事項 変 更 後 変 更 前 

R2.3.1 湘南さくら病院 
会員・ 

院長（代行） 
田口 秀明 鈴木 雄壱 

R2.4.1 相模ヶ丘病院 会員・院長 澤山 透 坂田 深一 

R2.4.1 紫雲会横浜病院 会員・院長 亀井 勉 田村 由江 

R2.1.25 秦野病院 開設者 高橋 明比古 高橋 幸枝 

R2.4.1 北里大学病院 
病院名称、所

在地 

北里大学病院 

相模原市南区

北里 1-15-1 

北里大学東病院 

相模原市南区

麻溝台 2-1-1 

R2.4.1   〃 院長 岩村 正嗣 宮岡 等 

R2.4.1   〃 事務長 武石 年弘 座間 規行 

R2.4.1   〃 病床数 42床 110床 

R2.4.1 横浜市立大学附属病院 院長 後藤 隆久 相原 道子 

R2.4.1 神奈川病院 院長 佐伯 隆史 玉澤 彰英 

R2.4.1 相州病院 事務長 川口 英樹 久崎 進一 

R2.4.1 大和病院 事務長 石井 秀明 増渕 弓子 

R2.4.21 富士見台病院 看護部長 半田 悦子 小岩 正子 

R2.3.31 富士見台病院 事務長 （退職） 桂野 秀男 

R2.6.1 富士見台病院 会員・院長 遠藤 詩郎 樋口 誠逸 

 〃   〃 開設者 遠藤 詩郎 渡辺 庄造 

 〃   〃 事務長 山田 謙太郎 桂野 秀男 

R2.7.1 江田記念病院 会員・院長 伊澤 寛志 見上 光平 

H31.4.1 藤沢病院 事務長 松下 早苗 道岡 伸一郎 

R1.9.17 栗田病院 看護部長 大森 葉子 河村 マリ子 

R2.2.1 富士見台病院 病床数 

305床 

精神一般 155 

療養 110 

305床 

精神一般 210 

療養 55 

R2.4.1 
昭和大学 

横浜市北部病院 
事務部長 石崎 兼司 佐藤 強 

R2.5.1 福井記念病院 病床数 410床 438床 

R2.6.1 相州病院 院長 小阪 淳 
三浦 賢吾 

（名誉院長） 

R2.6.1 丹沢病院 事務長 高橋 寛治 
中井 敬三 

（理事長補佐） 

R2.6.1 横浜相原病院 病床数 353床 367床 

R2.1.1 横浜市立大学附属病院 会員 菱本 明豊 須田 顕 



 

 

H31.4.1   〃 事務長 林 健一 魚本 一司 

R2.5.1 
メンタルホスピタルかま

くら山 
会員 渡邉 直樹 黒田 俊 

 〃   〃 開設者 渡邊 克雄 黒田 俊 

 〃   〃 院長 渡邉 直樹 恩田 義幸 

R2.4.1 湘南東部総合病院 院長 大川 伸一 市田 隆文 

R2.5.16   〃 事務長 仁後 秀紀 西田 耕治 

R2.6.28 日野病院 開設者 安富祖 久明 鈴木 隆夫 

R2.7.1 湘南病院 開設者 松藤 静明 田中 達三 

R1.11.22   〃 院長 中野 浩志 大瀧 紀宏 

R2.9.1   〃  〃 大瀧 紀宏 中野 浩志 

R2.11.1 福井記念病院 病床数 406床 410床 

R3.1.1 十愛病院 会員 野崎 伸次 野崎 秀次 

 〃   〃 開設者・院長 野崎 伸次 野崎 秀次 

 〃   〃 事務長 鈴木 保雄  

R2.12.1 曽我病院 病床数 351床 363床 

 


