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アクセス
Access

電車

みなとみらい線
「みなとみらい駅」徒歩３分
JR線・市営地下鉄線
「桜木町駅」動く歩道経由徒歩15分

バス

桜木町駅から
横浜市営バス156系統292系統（桜木町駅前3番のりば）

「けいゆう病院バス停」向かい

車

高速神奈川第１号横羽線
「みなとみらい」出口から500ｍ

一般財団法人神奈川県警友会

けいゆう病院

〒220-8521 横浜市西区みなとみらい3丁目7番3号
TEL 045（221）8181
FAX 045（681）9665

https://www.keiyu-hospital.com

院内施設
Floor Guide

13F レストラン 大会議室

12F 病室

11F 病室

10F 病室

9F 病室

8F 病室

7F 病室

6F 病室

5F 病室

4F 病室

3F 健診センター 歯科

2F 医局 事務室

1F 総合案内 受付 地域医療連携センター
がん相談支援センター 医療福祉・患者相談室
医療安全相談室 花屋 喫茶 銀行ATM

B1F 薬剤部 栄養科

B2F 設備スペース

B3F 設備スペース

Amenity

むつみ保育園 レストランすみれ亭

営業時間 8:00～18:00

※ 一般患者さんのお子様は診察・検査が終了するまで

営業時間 月～金 11:00～15:00 土日祭 お休み

※ラストオーダー 14:30

フラワー華実 Cafe ブルック 理容室
ローソン
けいゆう病院店

営業時間 営業時間 営業時間
営業時間

月～金 9:30～17:30
土 9:30～16:00
日祭 10:00～16:00

月～金 8:00～16:30
土（第2、4）8:00～16:00
土（上記以外）10:00～16:00
日祭 お休み

月～土 9:00～18:00
日 お休み

月～金 7:00～18:30
土日祭 7:00～17:00

その他

銀行ATM

Amenity

Hospitality

Internationality

けいゆう病院は、地域の基幹病院として、
地域の皆様の健康増進と安全で高度な医療を
実現すべく活動しています。

リハビリ科 むつみ保育園

手術室 ＩＣＵ

患者図書室 産科外来 中央検査室
精神科 緩和ケア内科

血液浄化センター 放射線科 内視鏡室

皮膚科 耳鼻咽喉科 内科 栄養相談室
産婦人科 泌尿器科

小児科 眼科 整形外科
外科 化学療法室
救急センター

中央材料室 駐車場

駐車場

放射線科 理容室 コンビニ 駐車場



当院の紹介
Features

魅力ある病院づくりを目指し、病院機能の向上に努めます 病院概要
Outline

理念
Philosophy

病院の総力を結集し、患者さんに満足していただける医療を実践します。

患者さん中心の医療 高度で良質な医療 安全で信頼される医療

患者さんのプライバシーを尊重し、
十分な説明と同意の基に愛と思いやりの
心で接する医療を行います。

常に高い医療水準を維持し、
患者さんに最も適した高度な医療を
より早く、より正確に行います。

安全管理を徹底し、患者さんが安心し、
信頼と納得のできる医療を行います。

基本方針
Policy

・患者さんの権利を尊重し、病院理念に基づいた医療を展開します。

・地域の基幹病院として、関係機関と緊密に連携協力をとり、地域の皆様方の健康増進に貢献します。

・患者さんの権利を尊重し、病院理念に基づいた医療を展開します。

患者さんの権利
Patient’s Rights

けいゆう病院では、患者さんの権利を尊重した医療を実践します。

・人としての基本的人権が守られる権利

・プライバシーが守られる権利

・医療に関して適切で納得のいく説明と情報を受ける権利

・科学的根拠に基づき、適切・最善の医療を受ける権利

・説明に基づいて、医療行為を選択する権利

院長から皆さまへ
令和４年４月より第１１代院長を拝命致しました。

当院は昭和９年に中区山下町に警察の職域病院、地域の中核病院として開院した歴史と伝統
のある病院です。

平成８年にみなとみらい２１地区に新病院を建設移転し、アメニティー、ホスピタリティー、イン
ターナショナリティーという３つのメインテーマを掲げて、快適な院内環境のもとに最先端の医療
設備を整え、国内外の要人や外国人への対応もできる病院をめざし、病院名も警友病院からけ
いゆう病院と変更しました。

平成１６年には地域医療支援病院に指定され、地域医療連携センターが中心となって多くの医
療機関の先生方と連携し、どの医療機関に通院されている患者さんでも「地域の患者さんであ
る」との認識のもと、地域医療連携ホットラインによる救急、準救急患者のスムースな受け入れを
行なっております。
紹介状をお持ちの患者さん自身による初診予約、冠動脈CTを含むCT検査、MRI検査のオンラ
インでの予約も行っております。

神奈川県がん診療連携指定病院としては、各種がんの治療を行うばかりでなく、がん相談支
援センター、患者サロン、がん治療後のリンパ浮腫ケア、オンコファティリティー外来などを通じ患者さんのお力になれるよう努めておりま
す。また、災害医療拠点病院、神奈川県DMAT指定病院として災害時医療に積極的に取り組んでおります。

私たちは、「患者さん中心の医療」、「高度で良質な医療」、「安全で信頼される医療」の提供を病院の理念と定めました。理念は、「医療
はこうあるべきだ」という根本の考えです。

私は、平成４年５月より一般消化器外科医として、当院に赴任し、地域の諸先生方に数々のご助言をいただきながら外科診療にあたっ
てまいりました。平成２７年より外科部長、平成３０年より副院長として、手術室を担当し、手術室の運営に携わってきました。現在の病院
にとって手術室の効率の良い運用が病院経営にいかに重要であるか身にしみて感じてきました。
今後も地域の先生方・地域住民の方々のご要望にお応えし、「愛と思いやりの心で接する医療」を実践していきたいと思っております。

院長 松本 秀年

01 救急受入体制の整備

＿救急センター・ＣＴ（救急専用）
＿集中治療センター

救急センターに80列CTを設置しました。夜間でも
迅速な検査が可能となりました。各部門が連携し、
救急受入体制を整えております。

02 安心・安全なお産をサポート 03 ダビンチ手術を導入

＿分娩室
＿産科病棟準個室
＿助産師保健指導室

平成8年の開設時から延べ30,000人以上の新生児が当
院で誕生しており、神奈川県内でもトップクラスの分
娩数を誇ります。分娩室の増設、助産師保健指導室の
開設など、環境を整備しました。産婦人科医と小児科
医が連携し、安心で安全なお産をサポートいたします。

＿手術支援ロボット（ダビンチ）
Intuitive Surgical社から臨床用機器として販売されている低侵
襲の手術支援ロボットです。
1～2cmの小さな切開創から内視鏡カメラとロボットアームを
挿入し、高精度の内視鏡手術を行います。その優れた機能は患
者さんや医師にとっても大きなメリットをもたらします。

04さまざまな検査・診断・治療に対応

＿320列エリアディテクターCT

最新のCTを導入、短時間で広範囲を高画質に撮影することが
可能です。放射線機器は、CTのほかに一般撮影装置、マンモ
グラフィ、MR、血管造影装置、放射線治療装置、RIと豊富に
取り揃え、さまざまな検査・診断・治療に対応します。

05 がん診療連携指定病院として

＿遺伝カウンセリング外来
＿オンコファシリティー外来
＿リンパ浮腫ケア外来
＿がん看護外来
＿がん相談支援センター
＿化学療法室

神奈川県がん診療連携指定病院として、専門のス
タッフが多角的な視点から患者さんをご支援いた
します。

名称 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院

開設者 一般財団法人神奈川県警友会

管理者 院長 松本 秀年

許可病床数 一般 410床

所在地 横浜市西区みなとみらい 3-7-3

診療科 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 糖尿病内分泌内科 腎臓内科 脳神経内科 緩和ケア内科

外科 呼吸器外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺外科 血管外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 精神科 小児科 皮膚科

泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 病理診断科 臨床検査科 救急科 麻酔科 歯科

病院指定 地域医療支援病院 災害拠点病院 臨床研修指定病院 神奈川県救急指定病院 神奈川県がん診療連携指定病院

神奈川DMAT指定病院 人間ドック健診施設機能評価認定病院

研修施設認定 日本内科学会認定医制度教育病院 日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 日本眼科学会専門医制度研修施設

日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本泌尿器科学会専門医制度教育施設 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関

日本乳癌学会認定医・専門医制度研修認定施設 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 日本臨床細胞学会認定施設

日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本病理学会研修認定施設Ｂ 日本腎臓学会研修施設

日本生殖医療専門医制度研修連携施設 日本高血圧学会専門医認定施設 日本糖尿病学会認定教育施設

日本耳鼻咽喉科学会専門医制度研修施設 日本緩和医療学会認定研修施設 日本胆道学会指導施設

日本麻酔科学会専門医制度麻酔指導病院 日本消化管学会胃腸科指導施設 日本内分泌学会専門医制度認定教育施設

日本神経学会専門医制度准教育施設 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本超音波医学会認定専門医研修施設

日本透析医学会専門医制度認定施設 日本呼吸器内視鏡学会専門医制度認定施設 日本アレルギー学会専門医準教育研修施設

日本呼吸器学会認定施設 日本消化器外科学会専門医制度修練施設 人間ドック健診専門医研修施設

日本肝臓学会認定施設 呼吸器外科専門医制度関連施設

日本外科学会専門医制度修練施設 日本産婦人科学会専門医制度専攻医指導施設

診療時間 ８時５０分～（第１・３・５土曜日は休診）

受付時間 初診 平日８時２０分～１１時３０分 土曜 ８時２０分～１１時００分
再診 平日８時００分～１１時３０分 土曜 ８時００分～１１時００分

歯科受付 歯科へ直接お越しください。
平日 ９時００分～１９時００分（初診の方は１８時まで）
土曜 ９時００分～１３時００分 １４時３０分～１７時００分

面会時間 平日 一般病棟 １５時００分～１９時００分 未熟児室 １５時００分～１６時００分 新生児室 １５時１５分～１６時１５分
土休祝日 一般病棟 １２時００分～１９時００分

病室のご案内

病室の窓からは青々と美しい東京湾やそれを飾るベイブ
リッジなど、みなとみらいならではの景色を臨むことが
できます。

特室 ４床部屋


