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特　集

2022年10月1日（土）、横浜市立大学病院の創設150周年を記念する
イベントを、横浜市金沢公会堂にて開催しました。
イベントには、山中横浜市長をはじめ、清水横浜市会議長、水野横浜市
医師会会長など多数の方々のご臨席を賜りました。さらに市民、横浜市会
議員、医学部同窓会倶進会会員、医学部後援会会員、卒業生、横浜の医
療関係者など約200名にお越しいただいたほか、オンラインでも約300名
の方々にご覧いただきました。
冒頭では、横浜市立大学の相原道子学長が開会の挨拶を行い、皆様へ
の感謝と、市民の最後の砦として高度で良質な医療を提供し続けていく決
意を述べました。続けて、横浜市立大学の小山内いづ美理事長より式辞を
述べ、横浜市立大学の歴史と近年の活動を紹介しました。
また、来賓の方々からご挨拶を頂戴し、山中横浜市長からは「今後とも
皆様と手を携え、横浜の未来を切り開いていきましょう」と語っていただき
ました。

その他、菅元内閣総理大臣をはじめ、多くの方々から祝電を頂戴し、披露しました。
イベントの中盤では、150周年のあゆみを紹介する動画を上映し、設立者である早矢仕有的氏や、横浜開港
の歴史において横浜市立大学病院が果たしてきた役割を紹介しました。上映後には、早矢仕有的 顕彰会会長の
大野様より「早矢仕有的が病院を設立した150年前の思いをしっかりと受け継いで、さらに次の大きな一歩を踏
み出そうとされている皆様に心から敬意を表します」とお言葉をいただきました。
後半には、横浜および本学に関わりの深いゲストとして、株式会社ディー・エヌ・エー代表取締役会長の南場
智子様、スタンフォード大学医学部教授の中内啓光様、本学先端医科学研究センターの武部貴則特別教授をお
迎えし、附属病院の後藤隆久病院長をファシリテーターとして記念対談を行いました。
ご登壇いただいたお三方からは、本学や学生への期待と励ましのメッセージをいただき、活気溢れた雰囲気に
包まれる中、イベントは幕を閉じました。

横浜市立大学病院　
１５０周年記念イベントを開催しました！

武部 特別教授

中内 先生

後藤 病院長

南場 会長

●「History of 附属２病院・医学部」動画
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~anniversary/hospital-150th/whatsnew/movie01.html

当日のイベントで上映した記念動画は本学の150周年事業特設サイトに
掲載しておりますので、是非ご覧ください。
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横浜市立大学附属２病院・医学部
再整備計画について

　横浜市立大学は、2028年に創立100周年という大きな節目を迎えます。大学の発展を見守り支援してく
ださった市民の皆様に感謝の意を表し、学生や教職員、卒業生、市民の皆様をはじめ、関係者の方々と
「100年に1度の喜び」を分かち合い、横浜とともに歩む総合大学として、さらなる発展を新たに決意する貴
重な機会です。支えていただいたすべての方々への感謝を忘れず、歴史と伝統を重んじながら、次の100年
という未来に向けて、本学の発展のために総力を挙げて邁進していく所存です。
　100周年に向けたプロジェクト推進のため、「YCU100募金」を募集しています。世界
で活躍する優れた人材の育成や新たな研究創生、キャンパス環境整備を実現するために
は皆様のお力添えが欠かせません。　　
　ご理解をいただき、引き続きご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

100 周年記念事業募金 （YCU100 募金）のお願い

https://www.yokohama-cu.ac.jp/giving/kifu/greeting/100shunen.html

　横浜市立大学の附属病院および附属市民総合医
療センター、そして医学部は、大学病院として高
度で先進的な医療の提供や市民の生活を守るため
の救急医療、災害時医療等を提供するとともに、
質の高い医療人材の養成・輩出、医療の研究・
開発など、市民の健康と命を支える「最後の砦」
として様々な役割を果たしています。

　一方で、一部の建物・施設において、建設から
30 年以上が経過し、狭あい化・老朽化が進んで
おり、先端医療機器の導入や学生教育等に支障を
きたす等の課題が生じています。

　こうした課題を抜本的に解決し、刻々と変化して
いる医療を取り巻く環境へも適切に対応しつつ、
将来にわたり市民の健康と命を支える「最後の砦」
であり続けるために、現在、横浜市立大学と横浜
市が一体となって、附属 2 病院・医学部等の再整
備計画について検討を進めています。

　現時点では、「最高の医療・医学研究・人材育成
拠点へ　～横浜の丘からみらいへ発信し続ける大学」

を全体ビジョンとして掲げ、附属病院と附属市民
総合医療センターを統合して 1,000 床程度の大
学附属病院を、医学部・研究施設等と併せて一
体的に移転再整備を行う事業計画としており、根
岸住宅地区跡地が最有力候補地となっています。

　同規模の大学附属病院を対等に統合し再整備
することは、おそらく日本で初となります。今後、
再整備基本計画において、より具体的な事項に
ついて内容を明らかにし、改めて市民意見募集を
行うことを予定しています。
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　よこいちみらいの会は 2018年 4月に発足した患者会 (糖尿病友の会 )です。
　糖尿病はありふれた疾患でありますが、現時点では根治治療は難しく、上手に治療した状態を維持
することで健康を増進することが治療の目標となります。
　糖尿病治療の最終ゴールは血糖値や合併症と上手に付き合いながら、患者さんひとりひとりがその
人らしく生活していくことにあります。
　診療室では治療主体の話となってしまいますが、糖尿病とともに生活する中での疑問や悩み、成功
体験を多職種の医療者、同じ糖尿病をもつ患者さんに話せる場、共有できる場を持っている事は治療
を続けていくうえで大切です。
　糖尿病の治療方法は患者さんにより十人十色ですが、診察室での医療者とのやり取りだけではなく、
診察室をこえた日々の生活・治療上の工夫点や、治療していくうえでの心情などを共有することはと
ても有効です。
　コロナ禍以前には集合型の患者会を開いて、糖尿病の治療での注意事項や工夫点などを共有する催
しを行なったり、神奈川県糖尿病協会と連携してウォークラリーに参加したりしておりました。現在
は毎月メーリングリストに医療者からのお便りをお送りしたり、患者さんに合わせたパンフレットを
お送りするなどの活動にとどまっておりますが、今後はまた対面・集合型の患者会の再開を検討して
おり、皆様と楽しく身体によい運動をしたり、知識をクイズ形式で確認したりすることを考えており
ます。
また、毎年 11 月 14 日の世界糖尿病デーにも、糖尿病に関するイベント、情報発信をおこなってお
ります。
　当院通院治療中の糖尿病の患者さん、あるいは当院関連施設で治療をされている患者さんであれば
参加することができます。ご興味のある方はお気軽に糖尿病内科医にお尋ねください。本会を通じて、
糖尿病を上手に治療し、日常生活での生きがいや趣味、活動に前向きに取り組んでいただけるようお
手伝いができましたら幸いです。

患者会のご案内
糖尿病患者会（糖尿病友の会）　よこいちみらいの会

よこいちみらいの会

会費：無料です。催しなどのご連絡をメールでいたします。準会員

正会員 会費：1200円/半年です。上記に加え、糖尿病月刊誌「さかえ」
の配布及び主治医から患者さんに合わせたパンフレット
の提案をさせていただきます。
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　皆様、初めまして。日比潔と申します。2022年10月1日より循環
器内科学教室が新たに発足し、主任教授及び循環器内科部長を拝命い
たしました。私は1995年から2001年まで、間に2年間の米国留学を
挟み当院に勤務し、2001年からは浦舟町にあるセンター病院で診療
を行ってきました。私は患者さんの負担が少ない低侵襲カテーテル治
療を専門とし、狭心症や心筋梗塞、弁膜症の患者さんの診療に重点を
置いてきました。
　当院の循環器内科は慢性血栓塞栓性肺高血圧症の薬物治療やカテー
テル治療の治療数は神奈川でトップであり、全国でも有数の施設です。
さらに不整脈のカテーテル治療やペースメーカー、冠動脈・下肢のカ
テーテル治療など多くの循環器疾患に対して高度な治療を提供してお
ります。このような特徴を維持しつつ、ハートチームを結成し、心筋
梗塞症の急性期治療や高難度新規医療技術を導入し、大学病院として
幅広い患者さんのお役に立てるよう努力していきたいと考えておりま
す。どうぞ宜しくお願いいたします。

循環器内科
主任教授

循環器内科部長

日比　潔

形成外科
主任教授

林　礼人

教授就任
循環器内科

教授就任
形成外科

　皆様こんにちは。本年10月1日付けで
形成外科学講座主任教授を拝命致しまし
た林礼人と申します。
　私は1995年に順天堂大学を卒業し、
皮膚科での初期研修後に形成外科へと入
局し、末梢神経再生の基礎研究にも勤しみながら、先天性疾患も含め
た形成外科の幅広い領域の診療に従事してきました。
中でもマイクロサージャリーを用いた再建外科を専門とし、様々な診
療科の先生方と関わりながら高度医療の実現に尽力してきました。ま
た、基礎研究を活かした顔面神経麻痺再建や、皮膚科研修を活かした皮
膚軟部悪性腫瘍、血管腫・血管奇形といった体表腫瘍・アザを中心に、
幅広い分野において専門性の高い系統的な診療を行なってきました。
　形成外科には、外傷、腫瘍、先天性疾患、再建外科と大きく4つの
領域が存在しますが、一人一人の患者さんに、何が最良かを常に考え、
まごころのこもった診療を行っていきます。お悩みのことがありまし
たら、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
　皆様のお役に立てます様、誠心誠意尽力して参りますので、どうぞ
宜しく御願い致します。

はやしあやと

教授就任のごあいさつ
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世界患者安全の日のイベントを実施しました！
横浜市立大学附属病院と附属市民総合医療センターの附属2病院
は、世界患者安全の日に制定された9月17日に合わせて、医薬品を
安全に使用することを患者さん・市民とともに考え、安全な医療の
実現を目指したイベントを開催しました。　　　　　　　
世界患者安全の日は「患者安全を促進すべく世界保健機関（以下、
WHO）加盟国による世界的な連携と行動に向けた活動をすること」
を目的として、2019年にWHO総会で制定されました。患者安全
を促進する事への人々の意識、関心を高め、国際的な理解を深める
とともに、各種媒体を用いた普及活動を推進しています。

今年のテーマは「Medication Safety」。イベントでは病院とシー
サイドラインをつなぐ連絡通路での薬剤関連のパネル展示をはじめ
として、ホームページでの情報提供や外来・入院患者さんへお知ら
せの配布などを行いました。
来年も世界患者安全の日である9月17日に合わせて、患者安全へ
の取組イベントを企画する予定ですので是非ご覧ください。

お知らせ掲示板
がん相談支援センターについて (相談料無料) 循環器内科からのお知らせ

【こんなご相談に対応しています！】

・告知を受けてからの気持ちの整理
・医療費や生活費
・在宅医療や介護福祉サービス
・脱毛・外見ケア・ウイッグ
・緩和ケア
・抗がん剤の副作用
・妊よう性（「妊娠する力」のこと）

他にも社会保険労務士やがん経験者との相談なども
承っています。

【ご相談】
患者サポートセンター
②番窓口にてご相談をお受けしています。
（平日 9:00 ～ 17:00）

がんに詳しい専門の看護師や
ソーシャルワーカーによる面談など
電話でのご相談を中心とした、
様々なサポート体制を整えています。

がん患者さん ご家族の方へ
心臓リハビリテーションは、薬・カテーテル治療・

手術と併せて行う心血管病の治療です。
心血管病の患者さんが快適な社会生活を取り戻すための

総合的なリハビリプログラムです。
当院では、患者さんの
個々の状態を医学的に
評価し、安全な運動療
法、集団抗議、看護面
談・指導・カウンセリ
ングを行っています。

心臓リハビリテーションのご案内

心臓リハビリへの通院を希望される方

効果や適応疾患など、詳しい内容は、
当院ホームページをご覧ください。

※現在外来で安定している患者さんでも心臓リハビリへの通院は可能です。
ご興味のある方は遠慮なくご相談ください。

入院中、もしくは
外来通院中の患者さん 主治医へご相談ください。

当院循環器内科宛の紹介状を
持参いただき、循環器内科
新患外来を受診してください。

近隣医療機関へ
通院されている
心血管病の患者さん
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臨床倫理コンサルテーションチーム
（Clinical Ethics Consultation Team：CECT）のご紹介

みなさんは生活の中でさまざまな倫理課題に出会っています。「社会生活を送るうえでの一般的な決
まり事」、つまり法律とかルールのように明確ではない行為、規範が『倫理』と考えてみてください。

倫理が難しいと感じられるのはきっと、立場によって善いと感じること、正しいと信じることに人そ
れぞれ違いがあり、そこには絶対的な正解が無いからではないでしょうか。

医療現場では患者さんに最善を尽くすことが原則です。しかし、医学的に正しいと考える治療が、患
者さんが思い描く人生にとって最善かというと…そうとも限らない場合があります。また、同じ病気
でも同じ医療・ケアが絶対的に正しいわけではありません。

そのため医療スタッフ間でも「患者さんにとって最も適した医療・ケアの方向性」がいつでも完全に
一致しているわけではないのです。それは、患者さんごとの背景や人生観、大切にしていること、譲
れないことなどを大事にしながら、それぞれの患者さんが望む人生に最も適した治療・ケアを患者さ
んご本人やご家族等と共に考えているからです。

わたしたちは医療スタッフが倫理的な課題を感じたとき、その原因や解決の方向性を一緒に考
え、支援する医療支援チームです。そのため、患者さんやご家族に直接お会いする機会はあり
ませんが、医療スタッフへの日常的な倫理的課題支援や研修会、定期通信など教育的活動を通
して影ながら支援しています。

倫理とは？

臨床倫理課題は、いろいろな視点から検討する必要があ
ります。大切なのは、その治療やケアが正しいかどうか
を判断することではなく、その治療やケアを検討する適
正なステップが踏めているか、その方に適した治療・ケ
アかどうかを医療スタッフと共に確認することです。

確認には医療倫理の 4 原則（自律尊重、善行、無危害、
公正）や臨床倫理の4分割表（表１）を活用しています。

多職種チームによる検討

表 1

当院では、職員が臨床倫理について深く理解し、実践すること
は医療の質向上につながると考え CECT が設立されました。
様々な相談に対応できるよう医師、看護師、社会福祉士、薬剤師、
事務部門などの多職種、32 名が所属し活動しています。チー
ムではメンバーの臨床倫理認定士の資格取得を順次すすめてお
り、今後は地域の医療機関との連携も視野に活動しています。

病院全体の取り組み

医学的適応
・診断と予後
・治療目標の確認
・医学の効用とリスク
・無益性（futility）

患者の意向
・患者さんの判断能力
・インフォームドコンセント
（コミュニケーションと信頼関係）
・治療の拒否
・事前の意思表示（Living Will）
・代理決定（代行判断、最善利益）

周囲の状況
・家族や利害関係者
・守秘義務
・経済的側面、公共の利益
・施設の方針、診療形態、研究教育
・法律、慣習、宗教
・その他（診療情報開示、医療事故）

QOL
・QOLの定義と評価
・誰がどのような基準で決めるか
・偏見の危険
・何が患者にとって最善か
・QOLに影響を及ぼす因子
・治療しない場合のQOL
・QOLを上げるのに倫理的な問題は？
・治療の中止はどうか？　緩和治療はどうか？
・治療がQOLに与えるメリット・デメリットは?

臨床倫理学第5版：赤林朗、他監訳
Clinical Ethics.  Albert R.Jonsenを参考に作成



一般財団法人

横浜総合医学振興財団
電話：045-788-8635
メール：yokohama-zaidan@yfams.or.jp
〒236-0004横浜市金沢区福浦3-9

ぜひ医学研究の助成金にぜひ医学研究の助成金に

お買い物は
病院の1階売店で！

QRコードより
ぜひご覧
ください

職種の垣根を超え、病院一丸となって
新型コロナウイルスに立ち向かっています。
「当院」のCOVID-19 への取り組みを
動画にまとめました。院内２階でも放映中です。

広 告 病院からのお知らせ

卵 1/2個
パン粉 8ｇ（約大さじ2杯強）
小麦粉 8ｇ（約大さじ1杯）
牛乳 4ｇ（約小さじ1杯）
ナツメグ・塩・こしょう　少々

変わりミートローフ 入院食
レシピ紹介

Vol.23

①オーブンを200℃に温めておく。
②じゃがいもは1cm幅の角切りに
し、電子レンジで柔らかくなるま
で加熱する。
③玉ねぎはみじん切りにし、油をひ
いたフライパンで透き通る程度ま
で炒める。炒めた後は粗熱をとる。
④③の玉ねぎ、Aの食材をボウルに入
れて練り合わせる。じゃがいもは
最後に入れてつぶれないように、
さっくりと均一に混ぜ合わせる。
⑤オーブンシートを敷いた天板に④
のタネを棒状にのばし、温めてお
いたオーブンで30分程度焼く。
⑥爪楊枝を刺して中まで火が通って
いるか確認（透明な肉汁が出る）。
あら熱をとり、お好きな大きさに
切り分けて盛り付ける。

栄養量(１人分)
熱　量  187 ㎉
たんぱく質  15.1ｇ
脂　質 6.5ｇ
塩　分 1.3ｇ

栄養部

牛・豚合挽肉 240g
玉ねぎ 150ｇ（約1/2個）
じゃがいも 80ｇ（約1個）

サラダ油（玉ねぎ炒める用）　適宜
スナップエンドウ（冷凍）　  12本

トマトケチャップ 48ｇ(大さじ３)
ウスターソース   8ｇ（小さじ１ 1/3）
水 20g　鶏ガラスープの素少々

【分量】（４人分）

【作り方】

今回は茹でた
スナップエンドウを
添えていますが、
お好きな野菜で
OKです！

入院食の量で計算

【A】

左記材料を耐熱容器に入れて、電子レンジで
20～30秒加熱（様子みながら時間調整）。
かき混ぜてミートローフにかける。

ケチャップ
ソースの
作り方
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