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　今回の都立病院だより特別号では、医療の最前線で新型コロナウイルス感染症の対応等にあたって
いる２人の院長に、都立病院の新型コロナウイルス感染症対応や、令和４年度内の移行に向けて準備を
進めている地方独立行政法人化について、お話を伺いました。

　はじめに、救急医療や周産期医療など様々な分野で、多摩地域の拠点としての役割を果たして
いる多摩総合医療センターの樫山院長に、お話を伺いました。

多摩総合医療センター  樫山院長インタビュー
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　流行から１年以上が経ちますが、多摩総合医療センターでは新型コロナウイ
ルス感染症について、どのような対応を行っているのでしょうか。
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樫 山 鉄 矢  院 長

ナウイルス感染症の対応等にあたって
や、令和４年度内の移行に向けて準備を

　多摩総合医療センターは、多摩地域に限らず区部からも広く新型コロナウイルス
感染症の陽性患者さんの受入れを行っています。
　令和２年12月に開設した専用医療施設では、軽症や中等症で、介護度の高い高
齢の患者さんなど一般の医療機関では対応困難な方を数多く受け入れています。
　また、人工呼吸管理が必要な重症の患者さんへの対応は、救命救急センターの医
師を中心に、全国随一の治療実績を持つ体外式模型
人工肺（ECMO）など最新の呼吸管理により、高い
治療成績を挙げています。
　感染症への対応を行う一方で、当院は高度、総合
的な医療機能を持つ多摩地域の中核的な病院とし
て、心血管疾患の救急や脳卒中医療、あるいは周産
期医療において、地域の方々の生命や健康を守って
いく責務もあります。
　このような医療の提供を継続しながら、新型コロ
ナウイルス感染症にも対応していくことが求められ
ているのが、多摩総合医療センターなのです。
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　なぜ、都立病院は地方独立行政法人への移行が必要になったのでしょうか。

　今後、医療を取り巻く環境は激変していきます。少子高齢、人口減少社会の深
刻化により、医療需要が増加する一方で、医療を支える人材は減少していきます。更に
今回の新型コロナウイルス感染症のような未知の感染症や災害などへの対応力の強
化も求められています。
　このように医療環境が厳しくなる中でも、確実に必要な医療を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。
　地方独立行政法人では、働きやすい勤務制度など医療現場の実情に応じた仕組みを
作ることで人材を確保しやすくなるなど、これまでよりも機動的に医療現場の課題に対
応が可能となり、患者さんへの医療サービスの充実につなげていくことができます。
　地方独立行政法人への移行は、未知の感染症への対応を含め、都民の皆さんの安
全・安心を将来にわたってこれまで以上に強固に守っていくために行うものなのです。

　地方独立行政法人への移行後は、これまで多摩総合医療センターが担ってきた新型コロナウイルス
感染症への対応をはじめ、感染症医療や救急医療等の行政的医療は縮小されてしまうのでしょうか。

　都民の皆さんへのメッセージをお願いいたします。

　感染症医療や救急医療などの採算の確保が難しい行政的医療を提供していくこ
とは都立病院の重要な役割であり、地方独立行政法人への移行後も変わることは
ありません。
　地方独立行政法人では、行政的医療に必要な経費は「運営費負担金」として東京
都が負担することが法律で定められており、移行後も引き続き、東京都の財政措置
のもと確実に必要な医療を提供することができます。
　今回の新型コロナウイルス感染症への対応のみならず、当院は地域の医療機関
と連携して、三次救急における重篤な患者さんの受入れや、総合周産期母子医療セ
ンターにおけるハイリスクの妊婦さんの受入れなど、求められる行政的医療への対
応を積極的に行ってきました。
　地方独立行政法人への移行によって、これまで以上に都民の皆さんの医療ニー
ズに応えられるよう、医療の提供体制を一層充実させていきたいと思います。

　　　　長くなった新型コロナウイルス感染症への対応で、
　　　都民の皆さんもお疲れのことと思いますが、もうしばら
くしっかりと感染対策を続けていく必要があります。
　我々も、新型コロナウイルス感染症対応は当然のことです
が、移行準備においても精一杯の努力を続けますので、ご理解
とご協力をお願い申し上げます。
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　都立病院の役割は、感染症医療などの行政的医療を安定的かつ継続的に提供し、都
民の皆さんの安全・安心を守り続けていくことです。
　今後、都立病院は少子高齢社会の本格化という大きな環境変化を迎え、医療需要の
増加や医療の担い手の不足、複数の疾患を持つ高齢の患者さんの増加など、深刻な課
題に直面します。　　
　このような状況下でもその役割を確実に果たしていくためには、環境の変化に合わせ
た迅速な医療人材の確保や医療機器の整備などが不可欠ですが、現在の都立病院で
は、自治体のルールなどにより、柔軟でスピーディーな対応が難しいことが課題です。
　例えば、がん医療の充実のためには、全国的に人数が少なく専門性の高い特殊な資
格を持つ人材を機を逃さずに採用することが必要ですが、現在の仕組みではそれがか
なわない場合があります。
　地方独立行政法人へ移行すると、現場のニーズに合わせて多様な人材が働きやすい
柔軟な勤務制度を作ることで、広く必要な医療人材を確保するなど、都民の皆さんによ
り充実した医療を提供できる体制作りが可能になります。
　これからの医療に必要なのは、環境の変化や医療の進化に遅れずに対応し、患者さ
んにより良い医療を提供できるようにすることです。　（次ページへ続く）

　続いて「がん・感染症センター」として、流行当初より新型コロナウイルス感染症対応を行う中、
最先端のがん治療も行う駒込病院・神澤院長にお話を伺いました。

駒込病院  神澤院長インタビュー

　新型コロナウイルス感染症対応とがん治療を両立して行う中、改めて駒込
病院の役割や特徴についてお聞かせ下さい。

　当院はがん・感染症医療に重点を置いていますが、それ
以外の様々な診療部門も充実していることが特徴です。
感染症医療では、第一種感染症指定医療機関として
エボラ出血熱等の一類感染症への対応訓練などを日
頃から実施しており、こうした訓練を生かして新型コロ
ナウイルス感染症の流行当初から、患者さんの受入れ
を行ってきました。
現在は、糖尿病や心疾患などの合併症があったり、高
齢で日常生活の自立度が低い方など、一般の医療機関
では対応が難しい新型コロナウイルス感染症の陽性患者さんを数多く受け入れていま
す。がん医療では、感染制御の専門家がゾーニングや院内の動線の整備をするなど、患
者さんを感染症から守るための体制を確立した上で、治療を行っています。常に最先端
の治療を提供するほか、腎疾患やHIVなどがん以外の疾患を持ち、他の医療機関では治
療が難しい患者さんにも最適な治療を行うことが当院の役割だと考えています。

神 澤 輝 実  院 長

　新型コロナウイルス感染症に優先して対応する中、都立病院は地方独立行政法人
への移行準備を進めています。なぜ今、移行準備を進める必要があるのでしょうか。
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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。
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（前ページの続き）そのためには、地方独立行政法人という仕組みの方が適しており、新型コロナウ
イルス感染症への対応に万全を尽くすと同時に、着実に移行準備を進めていく必要があるのです。

　移行により、医療人材の確保と機器の整備を柔軟に進めていくことができるようにな
るので、当院ではより高度で専門的な医療を更に充実させていきたいと考えています。
　具体的には、多くの症例数を誇る造血幹細胞移植についてはセンターを設置し、より
多くの方々に移植医療を提供できる体制を作るほか、ＣＡＲ－Ｔ療法（細胞免疫療法）など
全国でまだ実施可能施設が限られている新しい治療法も積極的に推進していきます。
　あわせて、がん以外の診療部門も充実させるなど総合診療基盤の強化にも取り組み、
合併症を持つがん患者さんが十分な治療を受けられるよう、より一層努めていきます。
　このような地方独立行政法人移行のメリットを生かした取組により、これまで治療が
困難だった方々にも、がん治療の様々な選択肢を提供していきたいと思います。

　地方独立行政法人への移行は、がん患者さんにとって、どのようなメリットがあるのでしょうか。

　駒込病院は「がん・感染症センター」として、感染症への対応はもちろ
んのこと、常に最先端のがん医療を追求し、また充実した総合診療基盤
を活用して、合併症のある高齢者等のがん患者さんにも最適ながん
医療を提供して参ります。コロナ禍の中でも、安心してご来院ください。
　地方独立行政法人移行後は、そのメリットを生かして、より一層リ
アルタイムに様々な医療課題に対応し、医療提供体制を更に強化して、
都民の皆さんに必要な医療を提供し続けていきます。

　都民の皆さんに向けて一言メッセージをお願いします。

発行：令和３年６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）12　
〒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年度内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。
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