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▲感謝状贈呈の様子

…………

松沢病院がオルフェウス室内管弦楽団に
感謝状の贈呈を行いました。
　松沢病院は、平成３１年４月２４日（水）、オルフェウス室内管弦楽団に

対し東京都知事名による感謝状の贈呈を行いました。

　オルフェウス室内管弦楽団は、これまでに７０枚以上のアルバムを

出し、ニューヨークでは毎年、世界有数のソリストと共演を行っています。

４大陸をまたぎ、４６か国、１６７都市で演奏し、日本でも３０年間毎年

演奏してきました。また、あらゆる世代の方がクラシックに触れられる

ような活動も行っており、その活動の一つである音楽プログラム「リフ

レクションズ」は、アルツハイマー病や認知症の患者さんとその介護者

に向けたプログラムです。

　今回、楽団が東京都の認知症医療に対し深い理解を寄せられ、この

プログラムを松沢病院にも提供して頂ける御厚志に対し、感謝状の贈呈

を行うに至りました。

　楽団のメンバーは当日、日本ツアーの合間に来院し、ハイドン、ベー

トーベン、バッハの曲などを演奏しました。アンコールでは日本の歌

「ふるさと」などの演奏に合わせて、参加者の皆さんが斉唱する場面も

あり、会場全体が一体感に包まれました。

　演奏の後、楽団のメンバーは院長室に移動し、齋藤院長を囲みながら

歓談をする中、院長から感謝状の贈呈が行われました。メンバーからは

後日、「松沢病院での演奏は今回の日本ツアーで最高の宝物です」と

いったメールを頂きました。

　当日の様子を動画で撮影し、松沢病院のホームページに掲載してい

ますのでご覧ください。今後も松沢病院では、患者さんの喜びや癒しに

繋がるようなイベントを、引き続き開催してまいります。

公式広報
キャラクター
「とびーくん」

「とびーくん」は、東京都病院経営本部の公式広報キャラクターです。
名前は、都立病院の「とりつ」「びょういん」から取りました。病院の建物と白衣をモチーフにしています。

●松沢病院がオルフェウス室内管弦楽団に
　感謝状の贈呈を行いました
●「多摩メディカル・キャンパス整備基本計画」を策定しました。
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多摩メディカル・キャンパスの概要（府中市武蔵台）・
キャンパス全体の機能強化（イメージ）
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「多摩メディカル・キャンパス整備基本計画」を
 策定しました。
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〔平成31（2019）年３月〕

多摩メディカル・キャンパスの概要
（府中市武蔵台）

キャンパス全体の機能強化（イメージ）

老朽化した神経病院の改築を軸としたキャンパスの再構築・都立３病院で1,600床を超える
 都内最大の医療集積群
・子供から大人まで高度かつ専門的な
 医療を提供する多摩地域の医療拠点

○多摩総合医療センター
  （多摩地域唯一の都立総合病院）

○小児総合医療センター
  （都における小児医療の拠点）

○神経病院
  （脳神経系疾患の高度専門病院）

○東京都がん検診センター
  （がん検診の専門機関）

都立病院は、高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた行政的医療を提供することを基本的な役割としており、多摩
総合医療センター、小児総合医療センター、神経病院等が集まる多摩メディカル・キャンパスでは、こどもから大人まであらゆる
疾病に対して高度かつ専門的医療を提供しています。一方で、少子高齢化の進行や多摩地域の医療環境の変化、国の医療政策
の動向など、病院を取り巻く医療環境は転換期を迎えています。
このような状況を踏まえ、多摩地域の医療拠点としての更なる充実強化を図っていくため、今後のキャンパスの将来像とし
て、平成30年１月に「多摩メディカル・キャンパス整備基本構想」を策定しました。　　
この度、本構想に基づき、具体的な課題や条件を整理し、事業実施のための設計等の指針としていくため、施設整備計画や
整備スケジュール等を定めた「多摩メディカル・キャンパス整備基本計画」を策定しました。今後は、本計画に沿って、キャンパス
整備を着実に進め、多摩地域の医療水準向上に貢献してまいります。

老朽化した神経病院の改築を軸としたキャンパスの再構築

難病医療センター
（仮称）

小児総合
医療センター

免疫系難病
・リウマチ・膠原病
・消化器系

重症患者の
受入機能強化

精密検査機能への重点化
（一次検診は段階的縮小・廃止）

東京都がん検診センター

外来がん検査・治療
センター（仮称）新設

多摩総合医療センター

救急医療等の充実強化

現神経病院

難病医療を
集約の上強化

連携 連携

連携

機能
移設

難病医療 がん医療
の高度化

機能統合
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病院別の主な整備計画

○入院規模　 300床程度　※ 現在と同規模
○外来規模　 330人程度/日　※ 新たに外来整備
○施設規模　 地下１階地上６階程度
○専門性の高い外来診療体制の整備　
○先進的な治療の実施
　・再生医療を提供できる体制を整備
○リハビリテーション医療の提供
　・高度で先進的なリハビリ医療の実施　
　・ロボットリハビリのための歩行スペース確保
○地域・患者支援の充実
　・患者・地域相談支援センター（仮称）を配置
　　（相談、情報発信等の機能を整備）
○難病患者の特性に配慮した療養環境の整備
　・十分な廊下幅、待合スペース等の確保

●「外来がん検査・治療センター（仮称）」（別館）
　・多摩総合医療センターの別館として、新たに整備
　・東京都がん検診センターの高度な検診技術を継承し、
　 早期の段階のがんを発見・診断するための体制を構築
　 ○施設規模　地下1階地上3階程度
　 ○内視鏡診断や治療体制等の精密検査機能の拡充　
　 ○プライバシー等に配慮した女性専用エリアを整備、
　　 がん検査機能強化（乳腺PET等を導入）
　 ○社会復帰支援などにも対応した利用しやすい
　　 がん相談体制を整備
●多摩総合医療センター（本館）
　 ○化学療法センターの拡充
　 ○高度で低侵襲な放射線治療機器等の導入
　 ○がん対応病床の拡充

◆高度で包括的な難病医療を提供する
　難病医療の拠点を整備

◆増加するがん患者への対応力を
　一層強化

「難病医療センター（仮称）」の整備
（神経病院を移転・改築） 多摩総合医療センターの充実
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配置計画（整備後）

院

整備スケジュール（想定）

⇒http://www.byouin.metro.tokyo.jp/about/houdou/2018/2051_20190328.html
「多摩メディカル・キャンパス整備基本計画」の全文を病院経営本部のホームページに掲載しています。
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今後の都立病院の
経営のあり方を検討しています。

なぜ、今後の都立病院の経営の
あり方を検討しているの？

　現在、東京都病院経営本部では、地方独立行政法人への移行を検討すべきとの都立病院経営委員会からの提言を受
けて、今後の都立病院の経営のあり方を検討しています。そこで、皆さまから寄せられる疑問点についてご説明いたします。

超高齢化社会の進展による救急患者増加、住み慣れた地域での治療
ニーズ増加など、病院運営を取り巻く環境は大きく変化しています。
その中でも、都立病院は小児医療、周産期医療など一般医療機関だ
けでは対応困難な医療の提供や住み慣れた地域で治療を続けるため
の支援などの役割を変わらずに果たすことが求められています。
しかし、現在の都立病院は自治体としての制度的な課題があるため、
役割を果たし続けるためには、ふさわしい経営のあり方を検討していく
必要があります。

都立病院一覧 令和元年７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

?? 1

東京都は効率化や
採算性を優先した検討を
進めているの？
効率化や採算性を優先した検討はして
いません。
検討は「小児医療や周産期医療など一
般医療機関だけでは対応困難な医療の提
供や地域医療の充実への貢献など都立病
院の役割を継続的に果たす」、「患者ニー
ズに応えるための迅速で柔軟な運営」を満
たすことを前提に進めています。

?? 3
都立病院の提供する
医療は今後
どうなっていくの？
小児医療や周産期医療の提供など都
立病院が果たすべき役割は今後も変わり
ません。
どのような経営のあり方でも、都立病
院の役割を引き続き果たしていくととも
に、機動的に人材を確保することで救急
患者の受け入れを強化するなど医療の
充実に一層貢献していきます。

?? 5
都立病院は都から
切り離されるの？
どのような経営のあり方で
も、都が設立する都立病院で
あることに変わりありません。

? 4

自分たちが医療を
受けるにあたって
どんな課題があるの？
機能回復・維持や後遺症予防等のためリハビリ
テーションの専門職を充実するなど患者ニーズに
応じた医療人材の確保や地域医療の現場で地域
医療関係者とともに診療するなどの取組が必要と
なりますが、現在は法の制約などにより、これらの
取組を機動的かつ柔軟に行うことが困難です。
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	病院だより59号4



