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令和３年第３回東京都議会定例会で地方独立行政法人の定款が議決されました。
今後、令和４年7月の地方独立行政法人設立を目指して準備を進めていきます。

都立病院・公社病院の地方独立行政法人への移行について
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都立病院は、採算の確保が難しく、一般の医療機関だけでは対応が困難な行政的医療（※）を提
供する役割を担っています。
現在、都立病院で行っている新型コロナウイルス感染症への対応はまさに行政的医療そのもの

であり、担っている役割を果たすべく全病院を挙げて取り組んでいます。
※ 具体的には、救急医療、周産期医療、小児医療、災害医療、感染症医療などが行政的医療にあたります。

て

提

都立病院は、地方独立行政法人への移行を目指して準備をしています

都立病院の役割とは

今後、高齢化の進展により医療需要が増加するなど、医療環境が大きく変化していきます。また、
新たな感染症や災害などへの対応力の強化も一層求められています。
このように都立病院を取り巻く状況が変化する中で、必要な医療を確実に提供していくために
は、環境の変化に対してより迅速で柔軟に対応できる病院運営を行う必要があります。
しかし、現在の都立病院は自治体の制度に基づいて運営しなければならないので、医療を支える
人材の確保に時間がかかるなど、医療現場のニーズへの迅速な対応に課題があります。
このため、現在の都立病院を地方独立行政法人へ移行し、法人の制度の下で医療現場の実情に
応じた仕組みを作ることで、都民の皆さんの医療ニーズに迅速に対応するなど医療サービスの
充実につなげていきます。
都立病院の役割を果たしながら、大都市東京を医療で支え続けるために、地方独立行政法人移
行に必要な準備を着実に進めてまいります。

都立病院の役割をこれからも果たし続けるために
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要な準備を着実に進めてまいります。

次のページでは、新しく設立される地方独立行政法人について、
詳しく説明していくよ

の定款が議決されました
をしています
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墨東病院　足立院長インタビュー
都立病院一覧
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都立病院・公社病院の
地方独立行政法人への移行について

P2 「地方独立行政法人 東京都立病院機構」について



2 OFFOFFOOFFFFICECEEICE OOOF F MEMEMETTM ROPPROP LIOLIOLIOLITATATANANAN HHHHOSPOSPSOO ITAITATAT LL L L MMANMMANM AGEAGEEMENMEMENMENTTTT

「地方独立行政法人 東京都立病院機構」とは？
地方独立行政法人への移行後、現在の都立病院と公社病院は東京都が100%出資して新たに設
立する「地方独立行政法人東京都立病院機構」が一体的に運営し、引き続き東京都の関与のもとで
感染症医療などの行政的医療を確実に提供していきます。
また、移行後は、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により、医療提供
体制を迅速かつ柔軟に整備できるようになりますので、都民の皆さんに提供する医療の質や患者
サービスをこれまで以上に充実させることが可能となります。

新たな都立病院の役割は？

行政的医療をはじめ高度・専門的医療を担ってきた都立病院と、地域医療を強みとしてきた公社
病院を一体的に地方独立行政法人へ移行し、１４病院１施設のスケールメリットを生かして「新たな
都立病院」として上記の役割を果たしていきます。
また、この役割は東京都立病院機構の根本的な決まりである「定款」にも明記しています。
地方独立行政法人への移行後、行政的医療が縮小されてしまうのではないかという心配の声も

聞かれますが、そのようなことはありません。
東京都立病院機構は、都民の皆さんの生命と健康を守るという都立病院が担っている役割を、
将来にわたって安定的かつ着実に果たし続けていきます。

現在の都立病院は、都立病院ではなくなってしまうの？
東京都が引き続き関与しながら行政的医療を
提供していくことや、「都立病院」という名称が
広く都民の皆さんに親しまれていることなどから、
新しく設立される地方独立行政法人の名称は
「東京都立病院機構」とし、法人が運営するすべ
ての施設には「東京都立」と名前を付けています。
地方独立行政法人へ移行しても、現在の都立
病院は、すべての都民の皆さんのための「都立
病院」であり続けます。

◆ 救急、周産期、小児、災害、感染症医療などの行政的医療の安定かつ継続的な提供
◆ がんや難病などの高度・専門的医療の提供
◆ 都立病院の人材を地域の医療機関で柔軟に活用するなど、地域医療の充実への貢献

～東京都立病院機構の役割～

新たな都立病院の役割は？

院」であり続けます。

地方独立行政法人になっても、都立
病院であることは変わらないんだね！

～東京都立病院機構が運営する病院等～
東京都立広尾病院
東京都立大塚病院
東京都立駒込病院
東京都立墨東病院
東京都立多摩総合医療センター
東京都立神経病院
東京都立小児総合医療センター
東京都立松沢病院
東京都立東部地域病院
東京都立多摩南部地域病院
東京都立大久保病院
東京都立多摩北部医療センター
東京都立荏原病院
東京都立豊島病院
東京都立がん検診センター

渋谷区
豊島区
文京区
墨田区
府中市
府中市
府中市
世田谷区
葛飾区
多摩市
新宿区
東村山市
大田区
板橋区
府中市

現
在
の
都
立
病
院

現
在
の
公
社
病
院
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　墨東病院は「時代に選ばれる病院」であることをビジョンとし、患者さんはもちろん働く職員に
とっても魅力のある病院を作ることを目指しています。地方独立行政法人への移行は、この取組を
強力に後押しするエンジンと考えています。
　これまでは自治体としてのルールや制約により、人材の確保や機器の購入など、必要な時に
医療提供体制を迅速に整備することが難しく、手術件数の増加への対応や手術支援ロボットなど
最新の医療機器の導入などの面で患者さんのニーズに十分に応えきれない不便さがありました。
　地方独立行政法人への移行によってこのような制約がなくなると、病院の要となる優秀な人材
を必要なタイミングで採用して患者さんのニーズが高い医療を充実・強化することができます。
また、多様な勤務制度を設定することで職員が働きやすい職場環境も整えることができます。
　その結果、墨東病院で一緒に働きたいという魅力的な人材が集まることで、「患者さんにより
良い医療を提供しよう。」という高い意識が広まり、良い循環を生み出すことができます。
　その循環が、患者さんに選ばれる、信頼される病院を作っていくことになるのです。

Q

A

これまで墨東病院が担ってきた役割は、地方独立行政法人になっても何ら変わるもの
ではありません。当院にとって最重要課題である三次救急医療や周産期医療、また精神科
救急医療などを、地方独立行政法人移行によるメリットを生かした取組により、さらに充実
させることはもとより、患者さんの多様なニーズにも
対応できるようになります。
また、新興感染症や大規模災害への緊急事態への
対応も、今後も果たすべき大きな使命です。
　日々変化する医療ニーズや、いつ発生するかわから
ない緊急事態にスピーディーかつタイムリーに対応で
きる体制を、確実に整えてまいります。

Q

A

今回の新型コロナウイルス感染症のような新しい感染症の流行や、いつ発生するかわからない
災害など、緊急事態における対応も、都立病院の担っている重要な役割の一つです。
東京都立病院機構でも現在と同じように、災害や感染症など緊急事態の発生時は自ら必要な

対応を行うほか、知事の下で14病院１施設が一体となって対応し、引き続き都民の皆さんの安全・
安心を守っていきます。

地方独立行政法人移行後の医療のあり方や目指す病院の姿について、区の東部地域を
中心に拠点的な役割を果たす墨東病院の足立院長にお話を伺いました。

感染症や災害が起きた時はどうなるの？

墨東病院　足立院長インタビュー

足 立  健 介  院 長

地方独立行政法人に移行するメリットについて、
どのようにお考えですか？

地方独立行政法人への移行に伴い、
墨東病院での行政的医療の扱いはどうなるのでしょうか？



都立病院一覧 令和３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

　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、
都民の皆さんにわかりやすく、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。
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　「患者・地域支援センター（PRセンター）」を墨東病院の顔としてさらに強化し、区東部保健医
療圏の中核として、地域包括ケアシステムの構築を推進していきます。
　PRセンターは「患者支援」と「地域支援」の2本柱からなる組織です。
　地方独立行政法人への移行後は、Webを活用して患者さんが相談しやすい環境を整備した
り、在宅復帰支援を入院中から他職種連携で行うなど、患者さんの「地域で暮らし続ける」とい
うニーズに着実に対応していきます。
　また、内視鏡センターの体制強化にも取り組んでいきます。内視鏡センターでは最新の医療
機器の導入を検討していますが、充実した治療を行うためには、機器を扱うことができる人材
も必要となります。独法化後はこのような人材の確保も積極的に行い、患者さんにより安全で
質の高い医療を提供していきたいと思っています。

発行：令和３年11月　
東京都病院経営本部経営企画部総務課文書広報担当　登録番号（3）21
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1  第一本庁舎 24階南側
電話番号： 03-5320-5812  ファクシミリ： 03-5388-1435
URL： https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp  
E-mail： S0000566@section.metro.tokyo.jp

病院経営本部は、ツイッターでも情報発信しています。
【アカウント名】＠toritsubyouin（東京都病院経営本部）
【URL】 http://twitter.com/toritsubyouin/

都立病院は令和4年７月の地方独立行政法人
への移行に向け準備を進めています。

Q

A

　全ての医療は患者さんのためにあります。この原理原則は地
方独立行政法人へ移行しても何ら変わるものではありません。
　当院は患者さんに選ばれ、職員にも選ばれる。そしてコロナ
禍にあっても「時代に選ばれる」病院を目指してまいります。
　コロナ禍での地方独立行政法人への移行準備をホップとし
て、法人への移行によりステップアップし、さらに都民の皆さん
の期待に応えられる墨東病院へとジャンプしていきます。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。

Q

A

地方独立行政法人への移行後は、どのような医療を
充実させていきますか？

都民の皆さんに向けて
一言メッセージをお願いします。
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	病院だより特別号6H3
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