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●地方独立行政法人化により充実する医療
●都立病院の地方独立行政法人化に関するQ＆A
●都立病院一覧 

●「新たな病院運営改革ビジョン～大都市東京を医療で支え
      続けるために～」を策定しました
●地方独立行政法人へ移行するに至った考え方

「新たな病院運営改革ビジョン
～大都市東京を医療で支え続けるために～」

を策定しました

東京都では、高齢化の急速な進展など、医療を取り巻く環境が大きく変わる中でも、感染
症医療・救急医療・小児医療など一般医療機関だけでは対応が困難な行政的医療の提供
や地域医療の充実への貢献をはじめ、担うべき役割を将来にわたり安定的に果たし続けて
いくため、令和４年（２０２２年）度内を目途に、都立病院・公社病院を一体的に地方独立行政
法人へ移行することといたしました。
地方独立行政法人への移行にあたり、東京都病院経営本部では、令和２年３月、地方独立
行政法人化により充実する医療などを示した「新たな病院運営改革ビジョン～大都市東京
を医療で支え続けるために～」を策定しました。

を策定しました

東京都では、高齢化の急速な進展など、医療を取り巻く環境が大きく
症医療 救急医療 小児医療など 般医療機関だけでは対応が困難な

都立病院は地方独立行政法人へ移行します

地方独立行政法人は、感染症医療・救急医療・小児医療などの行政的医療の提供や地域
医療の充実への貢献を、医療環境が厳しくなっても確実・着実に行うため、法律に基づき、
東京都が100%出資して設置する法人です。
地方独立行政法人化によって、機動的に医療スタッフを確保することが可能となるなど、
これまで以上に質の高い医療の提供や患者サービスの充実を図っていくことができます。

今回は、地方独立行政法人へ移行するに至った考え方や、地方独立
行政法人化により充実する医療などを、より分かりやすくご説明させ
ていただきます。

を医療で支え続けるために～」を策定しまし

地方独立行政法人は、感染症医療・救急
医療の充実への貢献を 医療環境が厳しく医

地方独立行政法人とは
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東京都病院経営本部では、超高齢社会の本格化や医療の担い手不足など、医療課題が更に深刻化
していく中でも、都立病院の役割である感染症医療・救急医療・小児医療などの行政的医療の安定
的・継続的な提供や都の医療政策への貢献などを引き続き確実に果たしていくための経営のあり方
について、検討してきました。

地方独立行政法人へ移行するに至った考え方

について、検討してきました。

深刻化する東京の医療課題
●　都の将来人口は、年少人口割
合の減少が続く一方、高齢者人口
割合は増加が続くことが予想さ
れます。
●　都の生産年齢人口は、少子高齢
化に伴い２０２５年をピークに減少
することが予想されています。
　　高齢化の進展により、医療需要
の増加や複数の疾患を有する患者
さんの増加、身近な地域で治療と
生活の両立を希望する患者さんの
更なる増加が見込まれる一方で、
医療の担い手となる人材確保が一
層厳しくなることが予想されます。層厳しくなることが予想されます。

都民の誰もが質の高い医療を受けられる環境を整えるために

化に伴い
すること
　　高齢化
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65 歳以上人口割合（高齢化率）

15歳未満人口割合

年少人口（15歳未満）

生産年齢人口（15～ 64歳） 老年人口（65歳以上）

920 935 928 897
847 805 768 735 703

出典：2040年までは総務省統計局「国勢調査」、総務局「東京都世帯数の予測」
（平成31年3月発行）を基に作成。2040年以降は政策企画局による予測値。
※単位未満の四捨五入等により、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。

現在の都立病院が抱える制約（高額医療機器を整備する場合）

（１年目） （２年目） （３年目）

ニーズの発生
（医療機器の必要）★ 予算要求 予算

措置
契約
手続

ニーズへの対応
（医療機器の設置）★

●　こうした中でも、都立病院は、都民の誰もが質の高い医療を受けられるように、地域医療機関と
の連携を一層強化するとともに、医療課題に先導的に取り組むことで、都の医療政策に貢献してい
く必要があります。しかし、現在は自治体のルールや法令上の制約により、医療ニーズの変化などに
合わせた医療機器の整備や人材確保などをタイムリーに実施することが困難です。

●　例えば、高額医療機器を整備する場合、予算要求の手続を行い、予算措置の下、契約手続を行う
ため、ニーズの発生から機器が設置されるまで１年以上を要しています。

●　地方独立行政法人化によって、法人独自の予算・契約制度を定めることができ、迅速かつ柔軟な
病院運営が可能となるほか、より柔軟な人員配置や医療現場の実情に合った勤務制度の構築など
ができることで、機動的な人材確保も可能となります。
　　都立病院は、医療環境が急速に変化する中でも、医療ニーズに機動的に対応し、都民の誰もが質
の高い医療を受けられるように、地方独立行政法人へ移行することとしました。



取組例２ 通院での抗がん剤治療や放射線治療の予約
時間帯を拡大することなどにより、患者さんの
仕事や社会生活と治療の両立に向けた体制
の充実を図るほか、小児医療においても、患者
さんやそのご家族が学校や仕事を休まずに受
診できる環境を整備します。

取組例１ 柔軟な勤務制度等を構築することで、例えば、
全国的に不足している麻酔科医等を機動的
に確保し、救急医療において、重症度の高い
患者さんの受入れを一層強化します。
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地方独立行政法人化後は、そのメリットを最大限に生かして、誰もが安心して質の高い医療を受けら
れる取組を一層推進していきます。

地方独立行政法人化により充実する医療

れる取組を一層推進していきます。

提供する医療の一層の充実を図ります
●　地方独立行政法人化のメリットを生かして、医療ニーズに機動的に対応した人材確保や医療機
器整備などを行うことで、医療提供体制を柔軟かつ迅速に整備することなどが可能となります。

●　これにより、都立病院は感染症医療や救急医療、小児医療などの行政的医療を将来にわたり
安定的・継続的に提供するとともに、高度・専門的な医療を更に充実していきます。また地域で
不足している医療など地域ニーズに着実に応えていきます。

さんやそのご家族が学校や仕事を休まずに受
診できる環境を整備します。

地域の医療機関と連携し、住み慣れた地域での療養生活を支えます
●　地方独立行政法人化により、病院の医療人材をニーズに応じて地域の医療機関において柔軟に
活用することなどが可能となります。

●　これにより、都立病院は地域の医療水準の向上に貢献し、患者さんとそのご家族が住み慣れた
地域で安心して療養生活を継続することができる環境づくりを推進します。

取組例１ 民間医療機関などとの人材交流が柔軟に行
える制度を構築することで、例えば、手術した
後の定期的な外来診療などにおいて、地域の
医療機関の求めに応じて、都立病院の医師を
地域の病院や診療所に派遣し、住み慣れた地
域で専門的な医療が受けられる環境づくりに
貢献します。

取組例２ ICTの革新に機動的に対応し、５Ｇなど高度化
する通信技術を活用した遠隔画像診断や遠
隔診療など、身近な地域で専門医療を受診で
きる体制づくりを将来的に推進します。



Q１. 地方独立行政法人化によって都立病院ではなくなるのですか？
A１. 地方独立行政法人は、東京都が１００％出資して設置する法人です。

地方独立行政法人化後は、運営主体は東京都から法人に変わることになりますが、
都立病院でなくなることはありません。
また、提供する医療やサービスについては、機動的な病院運営が可能となることで、
むしろ一層の充実を図っていくことになります。むしろ一層の充実を図っていくことになります。

Q２. 地方独立行政法人化によって不採算な医療は切り捨てられるのですか？
A２. 感染症医療や救急医療、小児医療などの採算の確保が難しい行政的医療を提供する

ことは、都立病院の役割のひとつであることに変りはありません。
そのために必要な経費は、地方独立行政法人化後においても、現行の都立病院と同様

に東京都が負担することが法律で定められており、確実な医療提供の仕組が担保されて
います。
このため、都立病院は地方独立行政法人へ移行しても、都民の皆様に必要な医療を将
来にわたって確実に提供していきます。来にわたって確実に提供していきます。

Q３. 地方独立行政法人化によって患者負担が増加するのですか？
A３. 医療保険が適用される医療費については、国が診療報酬及び患者負担割合を定めてい

ます。そのため地方独立行政法人化を理由に患者さんの負担が増えることはありません。
なお、有料個室などの使用料や、医療保険が適用されない自由診療部分などについては、
受益者負担の原則に基づき料金を定めており、その設定にあたっては、人件費や光熱水費、
減価償却費などの原価計算等をもとに算定することが基本です。この考え方は、現在の都
立病院も地方独立行政法人化後も同様です。
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都立病院一覧
令和２年４月１日現在

病院名／電話番号 所在地

〒 150-0013　
渋谷区恵比寿
2-34-10

〒 170-8476　
豊島区南大塚
2-8-1

〒 113-8677　
文京区本駒込
3-18-22

予約 03-3446-8331

大塚病院
代表 03-3941-3211
予約 03-3941-5489

駒込病院
代表 03-3823-2101
予約 03-3823-4890

広尾病院
代表 03-3444-1181

病院名／電話番号 所在地

〒 130-8575　
墨田区江東橋
4-23-15

〒 183-8524　
府中市武蔵台
2-8-29

〒 183-0042　
府中市武蔵台
2-6-1

予約 03-3633-5511

多摩総合医療センター
代表 042-323-5111
予約 042-323-9200

神経病院
代表 042-323-5110
予約 042-323-9200
（多摩総合医療センター外来）

墨東病院
代表 03-3633-6151

病院名／電話番号 所在地

〒 183-8561　
府中市武蔵台
2-8-29

〒 156-0057　
世田谷区上北沢
2-1-1

小児総合医療センター
代表 042-300-5111
予約 042-312-8200

松沢病院
代表 03-3303-7211
予約 03-3303-8379

都立病
令和２年４月１日現在

所在地話番号 病院名／電話番号 所在地

病院一覧
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豊島区南大塚
2-8-1

〒 113-8677　
文京区本駒込
3-18-22

代表 03-3941-3211
予約 03-3941-5489

駒込病院
代表 03-3823-2101
予約 03-3823-4890

府中市武蔵台
2-8-29

〒 183-0042　
府中市武蔵台
2-6-1

代表 042-323-5111
予約 042-323-9200

神経病院
代表 042-323-5110
予約 042-323-9200
（多摩総合医療センター外来）

世田谷区上北沢
2-1-1

代表 03-3303-7211
予約 03-3303-8379
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【アカウント名】@toritsubyouin（東京都病院経営本部）
【URL】http://twitter.com/toritsubyouin/

　病院経営本部では、今後も随時「都立病院だより 特別号」を発行し、都立病院の地方独立行政法人への移行に
ついて、都民の皆様にわかりやすく、情報をお伝えします。
　より詳しい情報をお知りになりたい場合は、東京都病院経営本部のホームページ
（https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/）の「都立病院の地方独立行政法人への移行について」をご覧ください。

都立病院の地方独立行政法人化に関するQ＆A
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