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理事長ご挨拶
明るい未来を切り拓く名市大の３大学病院
名市大に３つの大学病院が誕生しました。それらを合わせた病床数は約1800 床。
国公立大学では全国最大規模です。産みの苦しみもありますが、下記の「４つのスケー
ルメリット」を活かし、
明るい未来を切り拓く市民目線の大学病院を築いてまいります。
１つ目は、専門性の高い医師が多数集まることにより、３大学病院の機能分化が進
み、わが国トップレベルの高度先進医療を提供できることです。例えば、名市大病院
では高度救急災害医療、低侵襲手術、がんゲノム医療など。東部医療センター（以下、
東部）では救急医療、パンデミック感染症、心臓手術など。西部医療センター（以下、
西部）では集学的がん治療（陽子線治療、手術）、分娩・周産期医療などです。
２つ目は、豊富な疾患と経験から学んだ医学・看護学生や若手医療人が育成され、
さらに各領域のエキスパートが全国から集まることです。病院運営における最大の課
題は優れた医師や医療人を安定的に確保することですが、３大学病院誕生のメリット
名古屋市立大学

はこの点にあります。特に医師不足であった東部・西部に優れた医療人が段階的に集

理事長・学長

まり活躍するものと確信しております。

郡 健二郎

３つ目は、ビッグデータを活用した臨床研究の成果が世界に発信され、名市大発の

先端医療として患者さんに還元されることです。名市大の特徴は、東海地区で唯一、医学・薬学・看護学の医療系３学部を有するこ
とですが、３学部が交流をより一層深め、幅広い視野と特性を兼ね備えた医療人の育成と先端的な共同研究につなげます。
最後４つ目は、地域に根ざした医療を提供できることです。超少子高齢社会における理想の医療は高度先進医療から在宅医療まで
を、地域の医療機関と大学病院とが連携して行うことです。患者さんの紹介や逆紹介を活発にし、安心安全の先端医療を受けていた
だきます。名市大の３大学病院は、医療の基本である患者さんへの優しさやいたわりを一義とし、信頼され愛される病院をめざして
まいります。これからも温かいご理解とご支援をお願い申し上げます。

l.1

病院群 vo

の附属
これから

救急・災害医療センター（仮称）
南海トラフを震源とする大規模地震の発生が危惧されて
いる東海地方。その現状を踏まえ、地域中核災害拠点病
院でもある名古屋市立大学病院では、救急・災害医療の
さらなる機能拡充を図るため、
「救急・災害医療センター
（仮称）」の建設計画を進めています。2025 年に開棟予
定の新施設は、延床面積約2 万7600 平方メートル、地

2022 年着工、2025 年開棟予定の「救急・災害医療センター（仮
称）
」
。救急・災害医療施設では全国最大級の規模となります。

上8 階建て、その規模は日本最大級。地震時に建物の揺
れを低減する免震構造を採用するとともに、インフラ設
備の強化を図ることにより、救急・災害医療の継続が可
能です。受け入れ規模拡大と医療環境の先進性を追究し
た全国屈指の救急・災害医療センター（仮称）に大きな期
待が寄せられています。

「救急・災害医療センター（仮称）」に導入予定のハイブリッド
ER機器イメージ。
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病院長 ご挨拶
「We Are One 〜われわれはひとつ」
このたび、名古屋市立大学病院と東部・西部医療センターは大学病院としてひとつになりまし
た。大学病院では安全で質の高い高度先進医療を提供するのはもちろんのこと、救急医療も
各専門診療科と連携した高度救急医療を行います。この大学病院化によって、それぞれ異な
る機能的特徴を持つ3 病院が密接に連携をとり、どの病院を受診されても先端医療を受けるこ
とができるようになります。また、名古屋市立大学病院では現在、日本最大級の救急・災害医
療センター（仮称）の設計（2025 年完成予定）と、そこで活躍する人材の育成を進めています。
3 病院がひとつになり、より大きな力となって市民の皆さまに信頼され、選ばれ、愛される大学

名古屋市立大学病院
病院長

病院となるよう、
全職員もひとつになって一層努力します。
どうかよろしくお願い申し上げます。

間瀬 光人

「断らない救急」の最前線に立ち続ける
2021 年4 月1 日、名古屋市立東部医療センターは、
「名古屋市立大学医学部附属東部医療セン
ター」として新たなスタートを切りました。大学病院として、高いレベルの先進医療を市民の
皆さまに提供し、従来と同様「断らない救急」の最前線に立ち続けます。今後は、急性期医療
から在宅医療へのスムーズな橋渡しを行いながら、在宅医療から急性期医療が必要になった
場合の受け入れ体制を確立する「循環型の地域包括ケアシステム」を推し進め、併せて第二種
感染症指定医療機関としての責任を名古屋市との連携のもとに果たし、将来も繰り返される
であろう感染症パンデミックに備え万全の体制を構築します。市民の皆さまのお役に立ち、

名古屋市立大学医学部附属
東部医療センター 病院長

愛される病院をめざしてまいりますので、どうか応援をよろしくお願い申し上げます。

大手 信之

地域に根差し、安心・安全な小児・周産期医療を提供
このたび、名古屋市立西部医療センターは「名古屋市立大学医学部附属西部医療センター」に
なりました。従来より力を入れてきた小児・周産期医療、がん医療、脊椎医療を中心に、今後は
大学病院としてさらに高度かつ安心・安全な医療を提供いたします。
名古屋陽子線治療センター
では、東海３県のより多くの皆さまに「痛みがなく、からだにやさしい」先進のがん治療を受
けていただけるよう努めます。一方、名古屋市民の皆さまに寄り添ってきた市立病院の特性を
併せ持つ「地域に根差した大学病院」を理念に、地域の医療機関と連携を深め、地域周産期母子
医療センター、地域がん診療連携拠点病院、地域災害拠点病院などの基幹病院としての役割も

名古屋市立大学医学部附属
西部医療センター 病院長

果たしてまいります。西部医療センターが市民の皆さまにさらに愛され、選ばれる病院にな

大原 弘隆

属病院群

の附
これから

るよう、より一層努めていく所存です。

vol.2

新型感染症への取り組み
第二種感染症指定医療機関である東部医療センターをはじめ、西部医療センター、名
古屋市立大学病院では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、流行当初から名古
屋市と連携して治療にあたってきました。感染者の増加に対応するため、2021 年3
月には東部医療センター内に専用病床（22 床）を整備。専用病床では3 病院の医療ス
タッフが協働して治療にあたります。

東部医療センターの感染症病床。病室は
前室付き個室で陰圧管理されています。
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名 古 屋市立大学病院
理

念

基本方針

地域の中核医療機関として、高度かつ安全で開かれた医療を提供するとともに、
高い専門性と倫理観を兼ね備えた医療人を育成します
• 名古屋都市圏の中核医療機関として、高度先進かつ先端医療を提供し、
市民の健康と福祉を増進します
• 高度情報化のもとに開かれた医療を提供し、情報公開と医療安全に努めます
• 救急・災害医療センターを開設し、救急・災害医療機能を強化します
• 医学教育を充実し、高い倫理観を持ち信頼される医療人を育成します
• 優れた医学研究の推進を通じて、社会に貢献します

基本情報
所

在

地

許可病床数

〒467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 番地

名古屋市立大学病院は、1931 年に名古屋市民病院として

800 床

発足以来、地域の中核医療機関として高度かつ安全な医療

診療科目

内科／消化器内科／肝臓内科／膵臓内科／呼吸器・アレルギー疾

患内科／リウマチ科／循環器内科／内分泌・糖尿病内科／血液・腫
瘍内科／脳神経内科／腎臓内科／外科／消化器外科／呼吸器外科
／心臓血管外科／小児外科／乳腺外科／形成外科／整形外科／産
婦人科／小児科／眼科／耳鼻いんこう科／皮膚科／泌尿器科／小
児泌尿器科／精神科／放射線科／麻酔科／脳神経外科／歯科口腔
外科／救急科／リハビリテーション科／病理診断科／臨床検査科
病院機能

特定機能病院／地域がん診療連携拠点病院／肝疾患診療連携拠点
病院／救命救急センター／地域中核災害拠点病院／総合周産期母

子医療センター／日本医療機能評価機構認定病院（「機能種別 一般
病院3」3rdG:Ver.2.0）／がんゲノム医療連携病院
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病院概要

を提供してきました。2004 年に病棟・中央診療棟、2007
年に外来診療棟、2012 年には喜谷記念がん治療センター
を開設。施設の拡充を図るとともに、地域がん診療連携拠
点病院、肝疾患診療連携拠点病院、総合周産期母子医療セ
ンターの指定を受け、病院機能評価（「機能種別 一般病院3」
3rdG:Ver.2.0）も取得。大学病院としての機能強化を進め
る一方、特定機能病院・高度急性期病院として先進的な医
療を推進するほか、市民のための病院として、救急医療と
災害医療にも注力しています。2021 年4 月1 日現在、当
院は800 床の病床を有し、35の診療科をはじめ、中央部門、
診療技術部門、薬剤部門、看護部門、管理部門からなる充
実の医療体制のもと、笑顔と感動にあふれる病院をめざし
医療を提供しています。

名古屋市立大学病院 の 特色
⃝高度・専門医療
高度急性期病院としてさらなる機能強化を図るため、2017 年にエックス線画像を
リアルタイムで見ながら手術を行う「ハイブリッド手術室」と、内視鏡の手術映像が
鮮明なモニターで確認できる「4K内視鏡手術室」などの３室を増設しました。カテー
テルと手術が同時に行える機能を有するハイブリッド手術室では、2019 年より経
カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）を開始し、体に負担の少ない手術に努めてい
ます。2011 年の運用開始以来、手術支援ロボット「da Vinci（ダ・ヴィンチ）」によ
る手術にも力を入れ、2019 年にはロボット支援手術のための低侵襲手術センター
を開設しました。現行最新機種「da Vinci Xi」も導入し、泌尿器科や消化器外科、
呼吸器外科、産科婦人科の領域で先進のロボット支援手術を行っています。

手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」による手術の
様子。

⃝がん医療
当院では2019 年にがん診療・包括ケアセンターを開設し、がん医療の質の向上と
充実化に努めています。2018 年には厚生労働省からがんゲノム医療連携病院の指
定を受け、がん遺伝子パネル検査を積極的に提供。東棟２階にはがん包括ケア支援
室を設置し、患者さんが安心して治療に臨んでいただくためのサポートを行ってい
ます。また、名古屋市立大学元薬学部長で大腸がんの代表的な治療薬であるオキサ
リプラチンの開発者でもある故・喜谷喜徳名誉教授の遺志を引き継ぎ、今後の医療
の発展に寄与するべく2012 年に開設された喜谷記念がん治療センターでは、高精
度放射線治療が可能なトモセラピーやMRI、化学療法室、緩和ケア診察室を設置。
がん専門薬剤師による外来や栄養相談も実施しています。

新鋭の高精度放射線治療装置「トモセラピー ラ
ディザクト」を導入しています。

⃝救急・災害医療
救命救急センターでは、
「断らない救急」を掲げ、救急科を中心に全診療科協力体制
で高度かつ先進的な急性期医療の提供に努めています。2007 年には県より災害拠
点病院に指定されました。病院施設は耐震構造で、自家発電装置や災害時用井戸を
備え、医薬品・診療材料を備蓄。高度な救命救急医療を提供できる機能を備えてい
ます。また、DMAT指定医療機関として、災害急性期に活動する専門的な訓練を受
けた医療チーム「DMAT隊」を配置し、政府主催の大規模地震時医療活動訓練にも派
遣しています。2025 年には日本最大級の規模となる「救急・災害医療センター（仮
称）」も開棟予定。これからも名古屋市の救急・災害医療の中核を担う医療機関とし
て、強い使命感を持って取り組んでまいります。

重症度と緊急度を見極め、より多くの救急患者
さんを受け入れる体制を整備しています。

⃝医療人の育成
医師に必要とされるのは、患者さんを助ける「知識と技術」と、人を思う「心」。そ
の双方を兼ね備えた医師を育成するため、当院では、
「医療人育成センター」にて卒
前教育から初期研修・専門医研修までシームレスな研修体制を敷き、人間教育、基
礎医学・臨床医学的知識を基盤とした臨床実習に力を注いでいます。初期研修医の
受け入れ人数は、当院だけで毎年30人以上。これまで名古屋市立東部医療センター・
名古屋市立西部医療センターからも毎年15人ほどが研修に参加していましたが、
2021年の両センターの大学病院化に伴い、今後さらに緊密化した卒前教育・卒後教
育の実践が可能となるでしょう。今後も医師・看護師・技術系職員の教育を関連機関
で有機的に連携して行い、次世代の医療・医学を支え得る医療人育成をめざします。

医療の発展に寄与する、これからの未来を担う
医療人の育成に力を入れています。
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名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
理

念

基本方針

安全かつ高度な医療を提供し、市民のいのちと健康を守るとともに優れた医療人を育成します

• 心臓血管・脳血管疾患などに対する高度・専門医療の充実に努めます
• 救命救急センター・災害拠点病院としての機能を果たします
• 第二種感染症指定医療機関としての機能を果たします
• 地域の医療機関と連携し、地域医療の発展に貢献します
• 医学教育を充実し、優れた医療人を育成するとともに、
医学の発展に寄与する研究及び情報発信を行います

基本情報
所 在 地 〒464-8547 名古屋市千種区若水一丁目2 番23 号
許可病床数
診療科目

520 床（一般病床510 床／感染症病床10 床）

※新型コロナウイルス感染症患者専用病床22床を含む

内科／呼吸器内科／消化器内科／循環器内科／腎臓内科／脳神経
内科／血液内科／内分泌内科／外科／呼吸器外科／消化器外科／
心臓血管外科／脳神経外科／乳腺・内分泌外科／整形外科／形成外
科／精神科／小児科／皮膚科／泌尿器科／女性泌尿器科／産婦人
科／眼科／耳鼻いんこう科／リハビリテーション科／放射線診断
科／放射線治療科／病理診断科／救急科／麻酔科／歯科
病院機能

地域医療支援病院／救命救急センター／地域中核災害拠点病院／
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病院概要
1890 年、愛知県から引き継いだ伝染症患者のための隔離
病舎を1901 年に避病院として開設。1957 年に現在地に
移転改築し、名古屋市立東市民病院に改称しました。以来、
救急診療棟、心臓血管センター・脳血管センターを次々に
開設し、地域の中核病院として救急医療をはじめ、心臓血
管・脳血管疾患に対する高度・専門医療の分野で地域医療
に貢献。2011 年5 月名古屋市立東部医療センターに改称
後、2013 年 に は 地 域 医 療 支 援 病 院 に 承 認 さ れ ま し た。
2015 年には救急・外来棟を2020 年には入院・診療棟を開
棟。2021 年4 月より名古屋市立大学医学部の附属病院と
なり、名古屋市立大学医学部附属東部医療センターと改称。
365 日24 時間患者さんを受け入れる「断らない救急」の実

日本医療機能評価機構認定病院（「機能種別 一般病院2」3 r d G :

現と医療機能のさらなる充実・強化をめざし、新たなスター

Ver.2.0）／第二種感染症指定医療機関

トを切りました。

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター の 特色
⃝救急医療
2014 年7 月に救急科を開設した東部医療センターでは、心臓血管センター、脳
血管センターが中心となって救急医療に対応しています。翌2015 年3 月には救
急・外来棟を開棟。より広く救急搬送の受け入れができるよう、体制を整えて
まいりました。2018 年2 月には救命救急センターに指定。一般の救急医療機関
では対応できない重篤な患者さんに対し、24 時間体制で迅速かつ高度な医療を
提供しています。

1 階にある救急センターでは、救急車4 台の同時受け
入れが可能です。

⃝心臓血管・脳血管疾患に対する高度・専門医療
心臓血管センターでは、心筋梗塞や頻脈性不整脈などに対する内科的治療と、虚血性心疾患や大動脈疾患などに対する外科的治
療を循環器内科と心臓血管外科が協働して実施。両科とも24 時間365 日体制で、昼夜を問わず診療にあたっています。一方、脳
血管センターでは、脳神経内科と脳神経外科とが協働して、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血といった急性期の脳卒中や、未破裂
脳動脈瘤、頸動脈狭窄症などの脳血管疾患に対し、こちらも365 日24 時間体制で休みなく対応。外科的治療のみならず、近年進
歩の著しい血管内治療も積極的に取り入れています。また、近隣の回復期リハビリテーション病院やかかりつけ医とも共通の脳
卒中地域連携パスを使用して急性期・回復期・維持期とシームレスな連携を図り、発症段階から在宅復帰までの切れ目のない手厚
い医療の提供に努めています。
１

2

1.ハイブリッド手術室：手術台と血管造影撮影装置
が組み合わさった手術室で、従来困難だった血管内
手術に対応しています。
2.カテーテルアブレーション治療：足の付け根など
の太い血管からカテーテルを入れて心臓内部の不整
脈の原因となっている部分を高周波電流で焼灼した
り、冷凍凝固したりして根治する不整脈治療の手法
の1つです。

⃝感染症医療
東部医療センターは、二類感染症を受け持つ第二種感染症指定医療機関の役割
を担うほか、エイズ拠点病院および熱帯病治療薬研究班の薬剤使用機関です。
2021 年3 月には新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染症患者専用
病床を新たに22 床整備しました。

病床はすべて前室付き個室とし、徹底した感染管理
を実施するため、専用のスタッフステーションやパ
スボックスを設置しています。
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名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
理

念

基本方針

地域に根差した大学病院として高度かつ安心な医療を提供するとともに
優れた医療人を育成します
• 公立大学病院の使命を自覚し、安心安全で質の高い医療を提供します
• がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして、がん医療、
小児・周産期医療の充実に努めます
• 地域の医療機関と連携し、地域医療の発展に貢献します
• 充実した医学教育のもと、人間味豊かな優れた医療人を育成します
• 医学研究を推進し、新しい医療の創出を進めます

基本情報
所

在

地

許可病床数

〒462-8508 名古屋市北区平手町1 丁目1 番地の1

西部医療センターは、地域の中核病院として親しまれてき

500 床

た城北病院と城西病院を前身とします。2011 年にクオリ

診療科目

内 科／呼吸器内科／消化器内科／循環器内科／腎臓・透析内科／

脳神経内科／血液・腫瘍内科／内分泌・糖尿病内科／外科／呼吸器
外科／消化器外科／脳神経外科／乳腺・内分泌外科／小児外科／
整形外科／形成外科／精神科、児童精神科／小児アレルギー科／
リウマチ科／小児科／小児科（新生児）／皮膚科／泌尿器科／産婦
人科／眼科／耳鼻いんこう科／リハビリテーション科／放射線診
断科／放射線治療科／病理診断科／麻酔科／歯科口腔外科
病院機能

地域医療支援病院／地域がん診療連携拠点病院／地域災害拠点病
院／地域周産期母子医療センター／日本医療機能評価機構認定病
院（「機能種別 一般病院2」3rdG:Ver.1.1)／がんゲノム医療連携
病院
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病院概要

ティライフ21城北内の現在地に新築移転し、両院を統合
した名古屋市立西部医療センターとして運営を開始。以
来、小児・周産期医療、がん医療、脊椎医療、救急医療の
拡充に取り組んでまいりました。2013 年2 月には、名古
屋陽子線治療センターを開設し、東海３県で初めてとなる
陽子線がん治療をスタート。また同年9 月には地域医療支
援病院の承認、2019 年4 月には地域がん診療連携拠点病
院に指定されました。2021 年4 月より名古屋市立大学医
学部の附属病院となり、名古屋市立大学医学部附属西部医
療センターに改称。地域に根差した大学病院として今後ま
すます存在感を発揮しながら、地域に住む皆さまに安全で
質の高い医療を提供してまいります。

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター の 特色
⃝小児・周産期医療
地域周産期母子医療センターとしてハイリスク妊娠を多く扱い、安全な分娩を一丸
となってサポートしています。NICU（新生児集中治療室）やGCU（新生児回復室）を
備え、妊産婦と新生児を24 時間体制で受け入れています。小児医療センターでは、
0 歳から15 歳までのお子さんを対象に、アレルギー疾患、感染症、内分泌疾患、神
経疾患、腎疾患への高度専門医療と生活指導を提供しています。新生児の成長発達
や、特定の疾患を持つお子さんの長期管理も支援しています。
「BFH：赤ちゃんにや
さしい病院」の認定を受け、育児支援にも力を入れています。
NICUでは感染予防のため、１人ずつ保育器で厳
重に管理しています。

⃝がん医療
地域がん診療連携拠点病院として消化器腫瘍センター・呼吸器腫瘍センター・放射
線診療センターが主軸となってキャンサーボードを開催するなど、手術や放射線治
療、 化 学 療 法 を 組 み 合 わ せ た、 集 学 的 か つ 高 度 な が ん 医 療 を 提 供 し て い ま す。
2020 年4 月にはがんゲノム医療連携病院に指定され、愛知県がんセンターと連携
してがん遺伝子パネル検査も開始。医師や看護師をはじめ、薬剤師、理学療法士、
歯科医師、管理栄養士が一丸となったチーム医療を強みとし、長期にわたる化学療
法では、通院による外来化学療法に注力しています。このほか、NPO法人と連携し
たピアサポートやハローワークと連携した長期療養者に対する就労支援を実施する
など、治療中はもちろん、治療後も従来の生活にスムーズに戻れるよう、がん相談
の充実にも力を注いでいます。

呼吸器腫瘍センターでは、内科・外科の垣根を
越えたチーム医療で治療に取り組んでいます。

⃝脊椎医療
脊椎医療全般を行っている脊椎センターでは、投薬やリハビリを中心にした保存的
治療から顕微鏡や内視鏡を使用した低侵襲手術、側弯や後弯の矯正に注力。また、
長期化しがちな椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などに対し、速やかに治療方針を立
て、早期の社会復帰をめざす医療を提供しています。

3 テスラ MRI：2021 年1 月より3 台目のMRIと
して稼働しています。

⃝陽子線治療センター
西部医療センターの一部門として2013 年2 月に治療を開始。従来の放射線治療に用
いられるエックス線が病巣周囲の正常組織にも影響を与えてしまうのに対し、放射
線の一種である陽子線はある深さにおいてピークになる特性があります。そのピー
クの位置を病巣に合わせることで病巣以外の正常組織への影響が低く抑えられると
いう特性を生かし、当センターでは前立腺がんをはじめ、肝臓がん、肺がん、頭頸
部腫瘍、骨軟部腫瘍、膵臓がん、小児がんなどに陽子線治療を取り入れてきました。
2016 年より小児がんが、2018 年からは前立腺がん、骨軟部腫瘍、頭頸部腫瘍の一
部で陽子線治療が保険適用となりました。2016 年6 月からは、腫瘍周辺の主要臓器

ガントリー照射室：ガントリーを360 度回転さ

への線量を下げる必要のある症例にも対応するIMPT（強度変調陽子線治療）と呼ばれ

せ、どの方向からでも陽子線を照射することが

る照射法をスタート。2020 年1 月からは前立腺がんの治療において1 回あたりの線

できる照射室です。

量を上げ、照射回数を減少させた治療も可能となり、生活の質を維持しながら効率
的に行えるがん治療を提供しています。
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地域連携のご案内

地域の医療機関の皆さまへ

名古屋市立大学医学部附属病院
3 病院が一体となりました

東部医療センター
地域医療連携センター

1800 床が支える

診療予約

高度急性期と地域医療

TEL ⃝ 052-723-7359
FAX ⃝ 052-723-7356

西部医療センター
地域医療連携センター
診療予約

TEL ⃝ 052-991-8145
FAX ⃝ 052-856-0049

申し込み受付時間

申し込み受付時間

退院支援

退院支援

平日 9:00 〜 20:00
土曜 9:00 〜 13:00

平日 8:45 〜 20:00
土曜 9:00 〜 13:00

TEL ⃝ 052-721-7171（代表）
FAX ⃝ 052-726-3107

TEL ⃝ 052-856-8122
FAX ⃝ 052-856-0049

名古屋市立大学病院
地域医療連携センター
診療予約

TEL ⃝ 052-858-7131
FAX ⃝ 052-858-7130
申し込み受付時間

平日 8:30 〜 19:00
土曜 8:30 〜 12:30
退院支援

TEL ⃝ 052-858-7425
FAX ⃝ 052-858-7426

- 外来診療は予約制です-

ご紹介いただく際は、各地域医療連携センターを通じて
ご予約をお願いいたします
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10 年後にめざす姿
「なごや医療モデル」を創設し卓越した高度先進医療と地域包括ケアを推進する
名古屋市立大学医学部附属病院群は、トップレベルの高度先進医療を市民の皆さまに提供し、超高齢社会において健康長寿
を推進するための予防医療や地域包括ケアシステムを深化・推進することで、名古屋都市圏においてリーダーシップを発揮
します。
私たちは、附属病院群約1800 床の病床を生かして名古屋市民の幅広い医療ニーズに応え、高度先進医療を主軸に地域医療
を牽引するとともに、将来を担う医師を育成し、名古屋都市圏のリーダーとしての立場を確立します。また、超高齢社会に
おいて、急性期医療から在宅医療に至るまで、医療・行政・介護・福祉・教育の各機関と緊密に連携し、
「循環型の地域包括ケ
アシステム」を推進します。名古屋市の緑市民病院、厚生院などとの連携によって少子高齢化・国際化などの医療需要に応え
つつ、治療と予防の両輪を回し、
「人生100 年時代」を生涯現役で過ごせる社会づくりに貢献します。

名古屋市立大学医学部附属病院群
名古屋市立大学病院

東部医療センター

西部医療センター

約1800 床（全国の国公立大学病院で最大規模）
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手術支援ロボットをすべての病院で導入
名古屋市立大学病院では、高度な低侵襲手術をより正確に行うことを可能にする
手 術 支 援 ロ ボ ッ ト「da Vinci（ダ・ヴ ィ ン チ）
」の 運 用 を2011 年5 月 に 開 始 し、
2018 年1 月には、現行最新機種da Vinci Xiを導入しました。
また、ロボット支援手術の保険適用の対象拡大による需要の高まりに対応するた
め、2020 年8 月に2 台目のda Vinci Xiの運用を開始し、泌尿器科、消化器外科、
呼吸器外科、産婦人科、小児泌尿器科の領域でロボット支援手術を行っています。
2021 年度には、東部医療センターおよび西部医療センターにおいても手術支援ロ
ボットを導入し、名古屋市立大学で合計4 台が稼働予定です。これによって3 病院
すべてにおいて、患者さんの体に負担の少ない低侵襲手術が可能となります。
今後も高度かつ安全な医療を地域に提供してまいります。

da Vinci（ダ・ヴィンチ）Xi
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MAP

名古屋市立大学医学部附属
東部医療センター

名古屋市立大学医学部附属
西部医療センター

名古屋市立大学病院

〒464-8547
名古屋市千種区
若水一丁目2 番23 号

〒462-8508
名古屋市北区
平手町1 丁目1 番地の1

〒467-8602
名古屋市瑞穂区
瑞穂町字川澄1 番地

TEL⃝052-721-7171

TEL⃝052-991-8121

TEL⃝052-851-5511

外来診療受付時間

外来診療受付時間

外来診療受付時間

月曜～金曜 午前8:45 ～午前11:30

月曜～金曜 午前8:45 ～午前11:30

（陽子線治療センターは完全予約制）

○地下鉄
東山線・桜通線「今池」駅より徒歩約10 分
東山線「池下」駅より徒歩約13 分

○地下鉄
名城線「黒川」駅より徒歩約15 分
鶴舞線「庄内通」駅より徒歩約15 分

○市バス
地下鉄「千種」駅より「千種11」
「千種13」
地下鉄「池下」駅より「池下11」
「千種巡回」
地下鉄「今池」駅より「東巡回」
「池下11」
「千種11」
「千種13」
「千種巡回」
地下鉄「砂田橋」駅より「東巡回」
「千種11」
「東部医療センター」下車

○市バス
地下鉄「栄」駅より「栄11」
地下鉄「黒川」駅より「幹栄1」
「名駅15」
「北巡回」
地下鉄「名古屋」駅より「名駅15」
「西部医療センター」下車

地下鉄「大曽根」駅より「吹上11」
「都通二丁目」下車

令和3 年4 月発行

地下鉄「名古屋」駅より「名駅13」
「又穂住宅東」下車

月曜～金曜 午前8:30 ～午前11: 00

○地下鉄
桜通線「桜山」駅より徒歩すぐ
○市バス
地下鉄「栄」駅より
「栄26」博物館行「市立大学病院」下車
JR・地下鉄「金山」駅より
「金山11」池下行「桜山」下車
「金山16」瑞穂運動場東行「桜山」下車
「金山12」妙見町または
金山行「市立大学病院」下車
「金山14」瑞穂運動場東行（桜山経由）
「市立大学病院」下車

