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市民総合医療センターの理念

私たちは、市民の皆様に信頼され
愛される病院を創造します。
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横浜市立大学附属市民総合医療センター（市大センター病院）だより
●本誌の名称「十全」とは
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横浜市立大学附属市民総合医療センターの前身は、1874 年（明治 7 年）に野毛山に開院した「十全医院」です。
「横浜医科大学病院」と改称されるまでの約 50 年以上「十全病院」という名称で市民に定着し親しまれてきました。
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オペチームの紹介

センター病院の手術

当院では 17 の手術室（中央手術室 13 室、本

館手術室３室、ハイブリッド手術室１室）を有し、
平成 28 年度は 30 の診療科・疾患別センターに
より、年間 7,900 件の手術が行われました。平
成 12 年の開院時は年間 4,741 件であったので、
当時とは比較にならないほど、多くの手術が行わ
れています。当院の手術室の特色は、何よりも緊
急手術が多いことです。平成 28 年度では緊急手
術が 793 件と全体の約 10% を占めています。

オペチームの紹介～手術部を中心としたチーム医療～
このような手術医療の中心となる手術部スタッ

昨今、
「チーム医療の大切さ」がよく取り上げら

フは、手術部医師１名、看護師 61 名、常駐臨床

れますが、手術室では一人の患者さんの手術に、

工学技士１名、薬剤師１名の 64 名です。それに

さまざまな職種のスタッフが関わります。そのた

加えて、麻酔科医師 23 名が手術室を支えていま

め、それぞれの専門性を尊重し、連絡を密に取り

す。麻酔科は全身麻酔の手術を担当するだけでな

合うといった視点が、非常に大切になります。手

く、手術室内での安全管理に大きく貢献していま

術部はこのようなチーム医療を実践するための「屋

す。当院の病院長も麻酔科の医師で、病院長業務

台骨」であり、そこに関わるどの職種が欠けても、

の合間を縫って、医学生や臨床研修医に熱血指導

手術医療はうまく回りません。そんなオペチーム

をしています。

について、今回は皆さんにその一部をご紹介しま
す。
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手術室看護師の役割
手術室看護師は、手術の当日だけではなく、前
日までに手術機器の配分や手術室の割振等を行い、
多くの手術が支障なく進められるよう、細部にま
で気を配っています。また緊急手術が発生した場
合には、スタッフの配置や優先性等について検討
し、麻酔科と協力しながら、手術に遅れが出ない
ように対応しています。ベテラン手術室看護師の
力があってこそ、年間 7,900 件もの手術が安全
に行われていると言っても過言ではありません。

臨床工学技士の役割
臨床工学技士は、人工心肺装置等の生命維持装
置の操作を担当しています。加えて、内視鏡、顕
微鏡や麻酔器等の手術室の医療機器が、いつでも
安心して使用できるよう整備、保守、点検に八面
六臂の活躍をしています。機器が不調の時には、
迅速に機器の「診断」、「治療」を行い、円滑な手
術医療に貢献しています。

薬剤師の役割
薬剤師は、手術で使用される麻薬、向精神薬、

他にも医師との連携はもちろんのこと、輸血部、

劇薬等の高い管理水準が必要とされる薬剤につい

臨床検査部、放射線部、安全管理室等、さまざま

て、管理をしています。これにより、麻酔科医師

な部署との連携を密にして、質の高いチーム医療

や看護師は業務に専念することができ、安全かつ

を目指しています。

円滑な手術医療が行えます。

地域医療の「最後の砦」として
当院では近年、さらに多くの急病患者さんの手

ています。そのためスタッフは大変な面もありま

術が行えるよう、横浜市重症外傷センターの設置

すが、
「この患者さんは、当院に搬送されてきて本

や、ハイブリッド手術室の整備がされました。こ

当によかった」という誇りと、地域に発生した急

こでは、従来の手術室から離れた場所にあっても、

病患者さんの「最後の砦」であるという使命感を

手術医療に携わるすべてのスタッフが常に情報を

持ち、これからもチーム一丸となって当院の手術

共有し、意思疎通がうまく図れるよう、部屋の映

医療を支えていきます。

像を相互に見ることができるカメラシステムが設
置されています。これにより、手術室から救急患
者さんのベッドの映像を参考にしながら、緊急手
術の準備を行うことができる等、緊急時において
も円滑な手術医療が行えるようにしています。
また当院は、高度救命救急センター、総合周産
期母子医療センター、心臓血管センター等の緊急
性が高く、難易度の高い手術が昼夜問わず行われ
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十全
当院における，炎症性腸疾患（IBD）
特集2 合併妊娠に対する取り組み
～先進のチーム医療で IBD 合併妊娠をサポートします～

「妊娠と病気，薬の関係」とは
「病気を患っていたり、薬を飲み続けていたら、

もちろん、妊娠中にお母さんが内服するとお子

赤ちゃんに異常が起こるかもしれないから、安全

さんに悪い影響を及ぼし得るので、注意すべき薬

に妊娠や出産ができないのでは」と、思っていま

はあります。それらは、抗凝固剤（ワーファリン）、

せんか？実はこの考えは、必ずしも正しくありま

一部の免疫抑制剤や抗がん剤、てんかん・精神科

せん。

治療薬、降圧剤と、妊娠後期における消炎鎮痛剤

治療薬と妊娠の関係について、海外を中心に集

（NSAIDS）の大量投与等です。
「妊婦は風邪薬

積しているデータによると、治療を要する持病の

ですら飲むのに注意が必要なのだから、当然、一

ある患者さんが妊娠する場合の多くは、治療薬で

般的な治療薬は飲んではいけないのでは」と考え

病気をしっかり改善しておく有益性が、薬のリス

る方が多いのですが、実は風邪薬こそ消炎鎮痛剤

クを上回り、流産や早産、奇形等の妊娠異常を減

（NSAIDS）が含まれていることが多いので、妊

らす最良の方法であることが、近年明らかになっ

娠後期に多量に内服する場合には注意が必要なの

てきています（＝「有益性投与」
）
。

です。

総合周産期母子医療センターとの連携
当院の総合周産期母子医療センターは、神奈川

有数の分娩件数を扱っています。また、
学術的には、

県の周産期救急医療システムの中心的役割を担っ

以前から疾患合併妊娠に積極的に取り組み、国内

ている他、WHO/UNICEF により「赤ちゃんにや

をリードしてきた歴史があります。

さしい病院」に認定され、国内大学病院の中でも
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炎 症 性 腸 疾 患（Inflammatory Bowel Disea

門知識、豊富な経験値に加えて、産科と専門診療

se：IBD）
センターは、
近年、
国内で急増している
「腸

科の医師、看護師、助産師等、診療科や職種を越

の現代病」と呼ばれる、潰瘍性大腸炎、クローン

えた、多数の医療者による高度なチーム医療が要

病等の難病を専門に診療するセンターです。当セ

求されます。そのため、私たちは院内で定期的に

ンターでは内科・外科の垣根なく診療を行うこと

合同勉強会を行い、診療に関わる全員が研鑽を行っ

によって、緊急手術を要する重症例や難治例、小児、

ています。その結果、当院では今まで 300 人近

IBD 合併妊娠等の、他の医療施設では治療が極め

い IBD 患者さんが、おおむね安全に分娩を行って

て難しい、特に専門性の高い病状の患者さんを積

きました。

極的に受け入れ、治療しています。そのため、神
奈川県内だけでなく、全国から患者さんが来院さ
れ、現在の定期通院患者数は 1,500 人、治療を
受けた IBD 患者数は 3,000 人以上にのぼる、国
内有数のハイ・ボリュームセンター（多数の患者
さんの手術を行っている施設）です。
当院では開院以降、この２つの診療科が豊富な
経験を持ちより連携することによって、それまで
は国内で難しいとされてきた IBD 患者さんの妊娠
の問題に積極的に取り組んできました。病気の経
過が悪く妊娠どころではなかった患者さんには、
まず IBD センターで他施設では行えない専門性の
高い治療を行い、速やかに病気を改善させます。
その後、病気が安定して妊娠した後は、産科医師
と IBD センター医師双方が、しっかりとお母さん、
お子さんのサポートを行います。

総合周産期母子医療センター・IBD センターの合同勉強会。

持病をお持ちの患者さんに安全に分娩を行って

医師、看護師、助産師が検討報告を行い、多職種の視点か

いただくためには、疾患や治療に関する最新の専

ら積極的な意見交換を行う。

患者さんにお伝えしたいこと
病気になったために、やりたかったことを一度
はあきらめてしまった若い患者さんが、病気を克
服して子どもを持ち育てられることは、何にもか
えがたい大きな喜びと自信に繋がります。無事に
出産を終えて赤ちゃんを抱き上げたときの、患者
さんとご家族が流される尊い涙を拝見するたびに、
私たちも今後さらに研鑽し、次の患者さんのお役
に立ちたいと、勇気を貰っています。
IBD は、これから社会に羽ばたこうとする 10

妊娠出産という大きなライフイベントを、患者

歳～ 20 歳代の若年者を中心に発病するため、患

さんが安心して安全確実に克服していけるように、

者さんが治療により改善し、社会復帰できる過程

私たち横浜市立大学附属市民総合医療センターは、

において、ご家族や周囲の仲間、医療者によるサ

これからも日々チームで努力し、全力で患者さん

ポートが、特に不可欠な疾患です。

をサポートしてまいります。
参考：おはよう日本 特集ダイジェスト「妊娠中 薬は我慢？」
http://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2016/11/1126.html
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1 防災訓練を実施しています

Topics

センター病院では、万一の地震や火災等に備え、
「災害対策委員会」を設置して災害対策を
推進しています。今回は、その取組の一環として実施している防災訓練の内、
「災害対策訓練」
と「火災避難訓練」について、ご紹介します。
災害対策訓練は、大規模地震が発生した際の安全な医療提供の継続や、避難誘導等の院内対
応の確認・検証を目的として、年に２回実施しています。昨年 10 月には、教職員や外部のボ
ランティア等、200 人以上が参加し、傷病者の受け入れや災害対策本部の運営の訓練を実施
しました。
訓練は、大規模地震発生時の混乱を再現し、
本番さながらに行っています。大規模地震が発
生すると、一度に多くの傷病者が病院に集まる
ことが想定されます。そうした中で、限られた
医療資源を最大限に活用し、一人でも多くの傷
病者に対し、最善の治療を行うため、緊急度に
応じた搬送や治療の優先順位の決定を医師や看
護師が行います。これを「トリアージ」と言い
ます。近年の訓練では、模擬傷病者を設定して
トリアージを実施し、傷病者受け入れの流れを確認しています。これらの確認を何度も繰り返
し行うことで、有事の際にスタッフ全員が迷い
なく、迅速に行動できることを目指しています。
火災避難訓練は、院内で発生した火災を想定
し、病棟での避難誘導の対応や防火設備の使用
方法の習得を目的として、年に１回実施してい
ます。
昨年 12 月に実施した訓練では、病棟から車
椅子による搬送やベッドシーツを使用した搬送
を行い、避難誘導の対応を確認しました。当日
は南消防署の署長にもお越しいただき、このような訓練を繰り返し行うことや、日頃から防火
設備の点検を行うことの重要性について、講評をいただきました。
センター病院では、こうした訓練を繰り返し行っています。特に当院は、災害時の医療救護
活動において中心的な役割を担う「災害拠点病院」に指定されいます。今後も、こうした取組
を推進し、災害発生時においても地域医療の「最後の砦」として、その責務を果たしてまいり
ます。
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Topics

2

安全管理体制
～患者さんと医療者のチームで育む医療安全～
医療安全管理室では、患者さんの意思を尊重した、
安全・安心な医療を提供するため、組織横断的に院
内の医療安全を推進し、研修会の開催、ヒヤリハッ
ト事例の報告制度や広報活動等を通じて、医療の質
の向上と医療安全文化の醸成に取り組んでいます。
院内すべての部門には、部門ごとの安全管理を行う
リスクマネジャーが配置され、医療安全管理室と連
携しながら、日々の医療安全を推進しています。

「患者さんとご家族は医療チームの一員です」
高度化し複雑化する医療を安全に進め、地域医療・福祉と連携するために、良質なチーム医
療の実践が不可欠となります。医療チームがしっかりコミュニケーションをとり、共通のゴー
ルに向かうための道のりを納得し、確認しながら進むことが大切です。そして、その医療チー
ムの中心は“患者さんとご家族”です。分からないことや心配なことは、そのままにせず、遠
慮なくスタッフにお尋ねください。フルネームでのお名前の確認もご一緒にお願いします。安
全・安心な医療を、力を合わせて作り上げたいと考えています。

ト ピ ッ ク ス

Topics

3

周麻酔期看護師の紹介

私は現在、麻酔科で「周麻酔期看護師」として働いて
います。「麻酔科の看護師」と聞いても、どんな事をして
いるのか分かりにくいかもしれません。従来、看護師は
病棟や外来に所属して看護を行っていました。しかしこ
こ最近では、患者さんにより安全で質の高い医療を効率
的に提供するため、看護師が専門性を持ち、病棟や外来
といった「場所」に限定されずに、患者さんの健康問題
に焦点を当てて活躍する時代になりつつあります。
私の専門は麻酔看護で、具体的な仕事の内容は、患者さんの手術前に
行う麻酔科外来での診察と、手術中の麻酔管理です。麻酔科の医師の指
示のもと、患者さんに安心して手術や麻酔を受けていただけるよう、そ
して手術後にできるだけ快適に過ごしていただけるよう、援助していま
す。今後は手術患者さんだけでなく、内視鏡治療を受ける患者さんや、
ペインクリニックの患者さん等、麻酔を必要とするすべての人が、安心
して医療を受けられるような仕組みを作っていければと思っています。
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管理栄養士からの

食べ物ひとことメモ

三つ葉について
三つ葉は香りが良く鮮やかな色合いから、料理では茶碗蒸
しに添えたり、汁物の吸い口によく使われます。一年を通し
て手に入る三つ葉は水耕栽培の糸三つ葉ですが、春には露地
栽培の『根三つ葉』が出回ります。糸三つ葉に比べ茎が太く、
さっと茹でて料理に用いるとシャキシャキとした食感が楽し
めます。三つ葉は高血圧予防に良いカリウムを豊富に含み、
香り成分は食欲増進やストレス解消の効果があります。生野
菜のサラダなら、さわやかな香りとみずみずしい緑色・食感
が楽しめます。

三つ葉と大根のサラダ
材

作り方

料：1 人分

栄養量 エネルギー 59kcal / タンパク質 1.5 g/ 塩分 0.8 g

糸三つ葉………………………… 10g
大根………………………………… 40g
ボンレスハム……………………… 5g
赤玉ねぎ…………………………… 5g
油……………………… 小さじ 1
（4g）
酢…………………… 大さじ1/2
（8g）

１．糸三つ葉は 3cm 程度に切り、大根・ボンレスハムは
千切り、赤玉ねぎはスライスして水にさらし、水気
をきっておく。
２．油・酢・うすくちしょうゆを混ぜドレッシングを作る。
３．ボールに①の材料を混ぜ合わせ、②のドレッシング
をかけ、和える。

うすくちしょうゆ…… 小さじ2/3
（4g）

紹介外来制

初診時には当院あての「紹介状」が必要となります

〒 232-0024

紹介状
による紹介
市大センター
病院

初

診

再

診

休診日

http://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/
午前 8:45 ～午前 10:30
午前 8:00 ～午前 11:30（一般診療）
午前 7:30 ～午後 4:00（予約診療）
【各センター・診療科により異なります】
土曜日・日曜日・祝日・年末年始

逆紹介

神奈川県横浜市南区浦舟町 4 丁目 57 番地

電話 : 045-261-5656（代表）

受付時間

患者さん

紹介状

※ 1 「かかりつけ医」とは…患者さんやご家族の健康管理や病気など、気軽に相談できる身近なお医者さん（地
域の診療所など）のことです。日頃から「かかりつけ医」に相談していれば、いざという時に、患者さんの
病歴や体質、生活環境などを理解した上で、的確な診療をしてくれます。また、専門的な検査や治療が必要
な場合には、病状に応じて、適切な病院や専門医を紹介してくれる頼れるお医者さんです。
※ 2 「地域医療支援病院」とは…患者さんのお住まいの地域にて、必要な医療を提供する「地域完結型医療」を
目指し、地域の医療機関相互の役割分担や連携強化を進め、地域の診療所や病院を支援する病院です。当院
は平成 19 年に大学病院初の承認を受けました。
※ 3 初診時 5,400 円（他の保険医療機関等からの紹介状なしでの初診の場合）
再診時 2,700 円（一度、当院から紹介元医療機関等へ逆紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、
当院を受診した場合）

紹介状

当院は、地域の「かかりつけ医」
（※1）と、診療について役割分担を図る「地域医療支援病院」
（※2）の承認を受けております。その
ため、当院の各診療科の外来を初めて受診する（初診）時には、地域のかかりつけ医からの「紹介状」が必要となります。なお、平成28
年４月の健康保険法の改正により、紹介状なしで当院を受診される場合、原則としてその初診時又は再診時に定額（※3）のご負担を患
者さんにしていただくこととなりました。また、当院での精密検査や手術等が終了した場合や病状が落ち着いている患者さんにつきま
しては、紹介 元医 療 機関等 へ逆 紹介させていただいております。何卒、ご理 解の程よろしく
●■医院
お願い申し上げます。
かかりつけ医

