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特　集

横浜市立大学病院の 150 年間の歩みを振り返り、先人たちの偉業とこれまでの貢献をご紹介します。また、このイベント
を通じて、医学部や病院を支え育んでいただいた横浜市民の皆様へ感謝をお伝えするとともに、未来の横浜市立大学の医
学部や病院、横浜の医療の発展に思いを馳せる契機とします。

４月
戊辰戦争官軍兵士の負傷者を治療するため、野毛山
修文館（現在の市立老松中学校のあたり）に横浜軍陣
病院が設立されました。日本初の公立外科病院で、英国
公使館副領事･医師のW.ウィリスが治療にあたりました。
僅か１年程で江戸に移転（後に東大医学部へ進展）した
ため、市民から新病院を求める声が高まりました。

天然痘の流行により、予防接種業
務のすべてが「十全医院」に移管
されました。県下の予防接種本局
として、予防接種を励行するとと
もに接種済の者には、証明発行を
行っておりました。

コレラ流行の対策として、「十全医
院」に横浜市内の医師を集めて、
シモンズ博士が数回に渡って講義
を行いました。また予防薬と止瀉
薬を持たせ便所の清潔についても
説明させたことなどが功を奏し、コ
レラの流行はおさまっていきました。

２月
「横浜共立病院」は神奈川県立と
され、「十全医院」と改称しました。

４月２０日
医師・早矢仕有的（丸善創始者）の
首唱による有志の寄金をもとに、元弁
天通（今の中区北仲通）に「仮病院」
を開設しました。しかし近隣の失火に
より類焼したため９月に閉院しました。

10月
「仮病院」消失直後から、大江卓は早矢
仕有的とともに再び三井八郎右衛門、小
野善三郎、原善三郎、高島嘉右衛門ら
市内の篤志家20数名に病院建設費の寄
付を募り、その資金で野毛山修文館に新
施設を建設。代替施設「横浜病院」を
すべてこの新施設に移し、「横浜共立病
院」と改称しました。また、アメリカ人
医師シモンズを雇いました。

横浜開港

横浜市立大学病院　
１５０周年記念イベント
～仮病院からの足跡と今後の展望～

1859年
（安政6年）

1868年
（慶応４年）

1871年
（明治4年）

1872年
（明治5年）

1874年
（明治7年）

1877年
（明治10年）

1891年
（明治24年）

1923年
（大正12年）

横浜の医療を支え続けて１５０年　いつの時代も「ウイルスや災害との戦い」を

９月の関東大震災により、「横浜
市十全医院」は全焼しましたが、
隣接の平沼久三郎氏のご好意に
より、邸宅を借りて仮診療を実
施し、被災者の救護を行いました。

7月
神奈川県権令（今の
副知事にあたる）大
江卓が大田町６丁目
に代替施設「横浜病
院」を開設。

神奈川県は「十全医院」を横浜市に移管し、
「横浜市十全医院」と改称。
「十全」の名で親しまれました。

1872（明治5年）　開設当初の病院（野毛山）

明治中期の病院

デュアン・シモンズ博士 横浜病院規則（明治5年 壬申 10月）

早矢仕 有的

大江 卓

日時：令和４年10月１日（土）
場所：横浜市金沢公会堂　+　オンライン

◆参加方法（対面 170 人 +オンライン） 
　参加希望の方はこちらからお申込みください

これまでの附属2病院・医学部の歩みと、新型コロナウィルス
感染症に立ち向かった軌跡を動画で紹介します。

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~anniversary/
hospital-150th/whatsnew/movie01.html http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~anniversary/hospital-150th/

「History of 横浜市立大学附属２病院・医学部」
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特　集

1991年（平成3年）に金沢区福浦に新病院が建設されて以降、この金沢の地で横浜市立
大学附属病院として、医療を提供してまいりました。
横浜市唯一の特定機能病院（平成13年承認）として、日々安全かつ先端的・先進的な医
療の提供に努めております。
病院理念にありますように『市民が心から頼れる病院』として、また、『高度でかつ安全な
医療』を提供させていただくとともに『質の高い医療人を養成』することを使命として今
後も診療にあたらせていただきます。
引き続き、横浜市立大学創立100周年、さらには仮病院から160年頃を目途に、附属２病
院の統合と医学部の移転を予定しています。過去の経験、歩んで来た道での知見を活かし、
市民の皆様に信頼される高度（専門）医療を提供していきます。

参考：　
•横浜市立大学医学部医学科同窓会・倶進会ホームページ
　横浜医学の源流と横浜市立大学医学部の歴史
•横浜市立図書館デジタルアーカイブ・都市横浜の記憶・横浜の歴史
•日本医史学雑誌第33巻2号　荒井保男著　米医 D・B・シモンズーと
くに十全医院（横浜）における業績並びに福沢諭吉との関係についてー
•100 年のあゆみー創立100 周年記念＝（横浜市立大学病院）

1924年
（大正13年）

1949年
（昭和24年）

1952年
（昭和27年）

1991年
（平成３年）

2021年
（令和３年）

2005年
（平成17年）

2000年
（平成12年）

６月
現在の南区浦舟町（当時の南吉田町）に応急病院として移転し、業務を開始しました。

１月
「横浜市立大学医学部附属浦舟病院」は、再
整備事業により「横浜市立大学医学部附属市
民総合医療センター」として建て替えられました。

４月
「横浜医科大学病院」となる。

昭和20年代の病院正面玄関

1926(大正15)年　復興した十全医院全景1924（大正13）年　大震災後の応急病院（浦舟町）

新制大学発足に伴い横浜医科大学が横浜市
立大学の医学部となり、病院も「横浜市立
大学病院」と併称しました。

４月
公立大学法人化し、「横浜市立大
学附属市民総合医療センター」と
改称し、現在に至ります。

７月
金沢区福浦に新病院が建設され、「横浜市立大
学医学部附属病院」は移転し、従前の病院は「横
浜市立大学医学部附属浦舟病院」と改称しました。



TO
PI
CS

TOPICS

3

手術内容によりすべての手術が区域麻酔で行える訳ではありませんが、できるかぎり患者さんの希望
にそった形での診療を行わせていただきます。診察時に担当医にご相談下さい。

横浜市立大学附属病院　連携室
TEL：045-787-8995　平日９時から１７時まで
FAX：045-787-2866

横浜市立大学整形外科
ホームページ

で検索、もしくは右のQRコードからアクセス可能です

　整形外科は運動器全般を扱う診療科です。運動器とは体幹と四肢の運動に関連するすべての器官で、
脊椎や様々な四肢の関節を含みます。当院ではそれぞれの部位で適切な医療を提供するため、専門別
にクリニックに分かれて診療をおこなっています。スポーツ・上肢クリニックは２０１９年に立ち上
げたクリニックです。膝の前十字靭帯断裂や野球肘に代表される様々なスポーツ障害と、上肢の疾患
に関しては肩・肘の治療を中心に行っておりましたが、２０２２年４月より手を専門とする医師が加
わりました。手は人間にとって特別な器官であり複雑で繊細な構造をもっているため治療には専門的
な知識と技術が必要です。手を専門とする医師により適切な診断、治療を行うことで、手の疾患に対
する高度専門的な治療も可能となりました。外傷（骨折、脱臼、神経損傷、腱損傷など）・変性疾患・
神経障害・リウマチ手指変形・外傷後後遺症など、幅広く対応いたします。

手の専門治療が可能となりました

関節鏡を用いた
低侵襲手術

装具や注射等を用いた
保存治療

顕微鏡を用いた
マイクロサージャリー

お問い合わせ先

助　教　藤澤 隆弘整形外科　スポーツ・上肢クリニック

毎週木曜日　午前中
初 診 受 付　8:30～10:30 
当科は完全紹介制となっております。
近隣の病院からの紹介状をご持参いただくようお願い致します。

～上肢外来～

日帰り手術行っています

https://www.yokohama-seikei.jp/

局所麻酔や、エコーを用いた区域麻酔（腕のみの麻酔）による日帰り手術も行っております。

横浜市立大学　整形外科
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安心して入院していただくための
入退院支援について
　国の施策により年々入院の期間が短くなっています。患者さんが安全に入院治療を行い、退院後の
生活を安心して過ごすことができるように整えることが必要と考えています。
そこで当院では、入院前から退院後に向けた支援を一人ひとりの患者さんに合わせて行っております。
　担当医師から入院の説明を受けたあと、入院サポートの看護師が、入院生活や治療がイメージでき
るように、パンフレットやスケジュール表を用いて面談を行います。入院生活での不安や心配事、退
院後の療養生活に関することも伺い、安心して入院・治療を受けることができように支援しています。
必要な場合は、専門の職員（退院支援看護師、ソーシャルワーカー、専門看護師、認定看護師等）が
お話を伺い対応しています。
　入院後は、退院支援職員（看護師、ソーシャルワーカー）が、病状や治療方針、患者さん・ご家族
の意向に応じて、退院に向けた支援を行っています。
　ご相談内容がありましたら、担当看護師にお声をかけてください。

かかりつけ医
案内コーナー

「医師から紹介された診療所の場所や行きかたを知りたい」「自宅近く
の医療機関に通院したいが、どこへ行ったらよいかわからない」など、
このような場合は「かかりつけ医案内コーナー」をご利用ください。

案内時間：月曜日から金曜日（祝日を除く）9：00～16：30
場所：２階患者サポートセンター２番窓口

受付時間

▶ ご相談を希望される際は、医師や看護師にお申し出くださるか、直接お立ち寄りください。
▶ 患者さんのお話をお聞きし、条件にあった医療機関探しのお手伝いをします。

かか
りつけ医の

特 徴
❶ 通いやすく、少ない待ち時間で診察を受けられます。
❷ 生活習慣なども踏まえた身近な相談ができます。
❸ 当院と連携して、容態に応じたサポートをします。

特徴

特徴

特徴

外来で医師から
入院の説明をします

2階の患者サポート
センターで受付します

看護師が患者さん・
ご家族と面談します

多職種で
サポートします
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感 染 制 御 部

どの診療科でもどの病棟においても、感染症の検査が行われ、抗菌
薬が処方されています。感染制御部では、抗菌薬適正使用支援チー
ム（AST）という様々な職種で構成されるチーム活動も行っており、
各診療科に感染症治療の診療支援を行っています。AST は医師、看
護師、薬剤師、臨床検査技師から構成されています。院内で治療さ
れている感染症患者さんに、抗菌薬が適正に使用されているかをモニタリングし、必要な場合は抗菌
薬の変更などの提案を行っています。抗菌薬を適正に使用することにより、感染症を適切に治療する
だけではなく、抗菌薬に耐性を持つ菌（薬剤耐性菌）の出現を防ぐことにも繋がります。薬剤耐性菌は、
将来的に世界全体で大きな問題になるとされており、世界保健機関（WHO）をはじめとするさまざ
まな団体はAMR（薬剤耐性）対策を世界中で取り組むべき社会的課題と位置づけています。そのため、
目の前の感染症の治療の支援を行うだけではなく、将来的に薬剤耐性菌による感染症の問題を残さな
いためにも、抗菌薬の適正使用支援はとても大事な位置付けとなっています。

毎日たくさんの方が出入りする病院は、感染対策を重視して行わなければならない場所です。
そのため、院内で感染症による問題が起こらないよう、また、広がらないように様々な角度か
らのチェックを行っています。

感染制御部では、患者さんだけでなく、その家族、勤務する職員、学生など病院に関わる人々を
感染による問題から守るため、様々な予防や管理、教育を行っています。

①感染症の診療支援・抗菌薬適正使用の推進

高度先進医療を行う病院では、滞りなく治療や検査を進めていくために、感染症の予防と制御が重要で
す。感染制御部では、院内の各部門と連携することで、環境整備や薬剤耐性菌対策、感染アウトブレイ
クの発見と対応、病院職員の職業感染対策（血液・体液曝露への対応や必要なワクチン接種など）、医
療関連感染サーベイランス、教育など多岐にわたる業務を行っています。また地域の病院とのカンファ
レンスを通じて、関連施設とのネットワークを作り、地域の感染対策の質の向上に取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症の感染対策として、安全に診療・治療が行う事ができるように、院内職員に
最新情報を発信し感染対策に努めています。

②院内感染対策

N95マスクフィットテスト 個人防護具　着脱演習 水回りの感染対策確認 部署巡視　感染対策チェック

AST風景



6

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

　当院では、ご自宅近くの医療機関等「かか
りつけ医」探しについて、ご相談をお受けし
ております。医師、看護師にお申し出いただ
くか、直接当コーナーまでお越しください。

かかりつけ医案内コーナーを
ご利用ください

かかりつけ医案内コー
ナーは、2階患者サポート
センター２番窓口
――〈 ご案内時間 〉――
9時～16時30分
休診日除く

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！

＜中華ダレ＞
しょうゆ　　12g（小さじ2）
酢　　　　　80g（小さじ2）
ごま油　　　 4g（小さじ2/3）

冷奴中華ダレのせ 入院食
レシピ紹介

Vol.22

①絹ごし豆腐は１/４に切り、水気を
よくきる。
②ハム・キュウリ・長ねぎをみじん切
りにする。
③中華ダレの調味料を混ぜ合わせ、
②の具材と和える。
④③の中華ダレを水気をきった豆腐
の上にかける。

栄養量(１人分)
熱　量 　67㎉
たんぱく質 5.4ｇ
脂　質 3.6ｇ
塩　分 0.3ｇ

栄養部

絹ごし豆腐　　420丁
＊入院食は1人84ｇ
ハム　　　　　20g
キュウリ　　　40g
長ねぎ　　　　12g

【分量】（４人分）

【作り方】

夏が旬のキュウリを
使ったメニューです！

中華ダレに
しょうがやにんにくを
刻んで入れても
香りが立って美味しいです！

☆アレンジレシピ☆

入院食の量で計算

☆アレンジレシピ☆



紹介元
医療機関 患者さん 横浜市立大学

附属病院

整形外科   婦人科　 腎臓・高血圧内科
眼科　 皮膚科　 内分泌・糖尿病内科

患者さんからのお電話で初診予約を受付しています。

◆患者さんに交付する診療情報提供書は、必ず封筒に受診する診療科名をご記載ください。
◆医師の指定がある場合、ご希望に添えない場合があります。

予約
受付

①
診療情報
提供書を交付

②
直接電話予約
が可能

上記診療科を受診ご希望の患者さんが、紹介元医療機関を通さず
直接予約することができます！

045－787－8995 受付時間
９：００～１６：００（土日祝除く）連携室直通

紹介元医療機関
へのお願い

横
浜
市
立
大
学
附
属
病
院
　
地
域
連
携
課
　
地
域
連
携
担
当

〒
236-0004　

横
浜
市
金
沢
区
福
浦
3-9　

TEL:045-787-2800（
代
表
）

https://w
w
w
.yokoham

a-cu.ac.jp/fukuhp/

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)

【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

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。
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