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神経病院 髙橋院長インタビュー
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神経病院 髙橋一司 院長

都立病院・公社病院は、令和４年7月に
「新たな都立病院」としてスタートを目指しています。

独法化は、難病医療を更に充実させることができるチャンスと
考えています。

　今回の都立病院だより特別号では、「難病医療」と「精神科医療」という行政的医療に取り組む
２つの病院の院長に、地方独立行政法人化と都立病院の医療についてお話を伺いました。

　難病医療は専門性が非常に高く、それぞれの職種の中でも更に専門スキルを持った人材
が必要となる医療です。例えば、 通常の病棟や外来の看護師のほかに、在宅医療に専門
性を持つ看護師も必要です。
質の高い難病医療を行うためには、専門的な人材を必要な部署にスピーディーに配置

することが重要です。
　独法化により、柔軟な人材配置が可能となることで、 難病医療を更に充実させることが
できるのは大きなメリットだと考えています。

　独法化により、患者さんのニーズの高いALSやパーキンソン病など
についての診療体制を強化します。
　具体的には、患者さんを外来診療から入院治療、在宅療養支援など
に至るまで一貫して総合的にサポートするセンターを設置し、「患者さ
んを中心とした多職種連携の診療」を実現したいと考えています。

Q

A

東京都の脳・神経難病医療の拠点である神経病院の髙橋院長に、お話を伺いました。

地方独立行政法人化のメリットについて、どのようにお考えですか？ 

Q

A

地方独立行政法人化後は、どのような医療を充実させていきますか？

疾患領域別のセンター設置により、患者さんを
一貫してチームでサポートします。
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地域の皆さまとともに、患者さんのために難病医療の向上を
目指していきます。

　難病医療は治療が長期にわたるため、患者さんが安心して住み慣れた地域で在宅療養
を送るために、地域の医療機関の果たす役割が非常に重要です。
　そのため、当院では開設当初より「地域連携」を中心に位置付け、難病に関する公開講座や
地域に対する専門的な知識・スキルの研修を行うなど、連携を深めてきました。
　専門的な人材が地域に貢献するための時間を作り出すには、病院の医療提供体制が充実
している必要があります。独法化のメリットを活用して、病院の体制を充実させるとともに、
当院の難病認定看護師を地域の訪問看護ステーションに派遣するなど、患者さんが地域
でも安心できる環境作りを、地域の皆さんと進めていきます。

Q

A

地方独立行政法人移行後の地域との連携についてはどのようにお考えですか？
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松沢病院 水野院長インタビュー

難病医療センター（仮称）開設に向けて、更に発展していきます。
当院は脳神経系の疾患をお持ちの患者さんに対し、最新で最善の

医療を提供してきました。
　2029年、当院はさまざまな指定難病に対応した「難病医療センター
（仮称）」として生まれ変わる予定であり、独法化はその体制作りのた
めの大事なステップと捉えています。開設に向けて職員一丸となって
取り組み、都民の皆さんの期待に応えていきます。

Q 都民の皆さんに向けて一言メッセージをお願いします。

Q

精神科医療の拠点として長い歴史を持つ松沢病院の水野院長に、お話を伺いました。

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？

松沢病院 水野雅文 院長

医療レベルの向上により、信頼される病院を作ります。
　現在の都立病院は職員の勤務上の制約が多いため、外部の医療
機関等へ勉強に行く機会や、地域で診療や連携を十分に行うことが
困難であり、医療従事者として必要な経験を積み重ねるには不自由
な面がありました。
独法化により柔軟な勤務形態を作ることで、このような機会が

拡大し、 高い技術を備えた精神医療者としてのプロフェッショナリ
ズムを持った人材を確保、育成できるようになります。
　そのような人材がより質の高い医療を提供することで、医療やサー
ビスの質が向上し、患者さんからも信頼していただけるという良い
循環を生み出すことができます。

A

？

A
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ニーズがあるにも関わらずこれまで十分な対応がされていなかった分野、具体的には、
● ゲーム依存、ひきこもり、摂食障害に代表される思春期・青年期医療
● アルコールや薬物への依存症
● がんや糖尿病などの身体疾患を持つ精神科患者さんに対する精神科身体合併症医療
について、独法化によって専門人材を安定的・機動的に確保し、外来や入院病棟の診療体制
を強化するなど、専門医療の拠点として整備します。
　特に精神科疾患を最も発病しやすいのは10代から20代の若者と言われており、この年代
の方々に対する病気の早期発見と治療が、非常に重要です。
　当院では専門の相談窓口を発展させるとともに、地域との連携を学校など教育機関にまで
広げ、日常生活からの精神疾患の予防と病気の早期発見に取り組んでいきます。

Q 地方独立行政法人化後は、どのような医療を充実させていきますか？

これまで満たされていなかった精神科医療のニーズに
積極的に対応します。A

独法化により、地域の医療機関や福祉・保健機関などとの幅広い連携のもと、リハビ
リテーションや就労など、患者さんの退院後の生活に必要な支援にまで病院の活動範囲を
広げることができます。
これまでの当院は入院治療を中心としていましたが、患者さんが地域で自分らしく生活
するための支援を包括的に受けられる場所となることを目指していきます。
また独法化後は、当院の医療人材を地域で柔軟に活用できるようになります。地域への
技術支援のみならず、ひきこもりなど病院へのアクセスが難しい患者さんに対しても、当院
の専門人材が積極的に出向くアウトリーチによって支援を行いたいと考えています。

Q 地方独立行政法人移行後の地域との連携についてはどのようにお考えですか？

病院の活動範囲を広げ、「地域に開かれた病院」を
目指していきます。A

　心の病気は誰もがかかり得る病気であり、より早く相談・解決
して、その人らしい日々を送っていただきたいと思います。
独法化によって医療提供体制を強化するとともに、松沢病院が

日常のこころの健康を高める場としてさらにアクセスしやすい
雰囲気を作り、受診してよかったと思える医療サービスを提供で
きるように努力してまいります。

Q 都民の皆さんに向けて一言メッセージをお願いします。

ビ

誰もがアクセスしやすい病院づくりに
取り組みます。A



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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【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。

都立病院・公社病院の地方独立行政法人化について

A 　都立病院は、「行政的医療」として、
救急、周産期、小児、災害、感染症などの
医療を積極的に提供してきました。
　採算の確保が難しく、一般の医療機関 
だけでは対応が難しいこれらの医療を
提供することは、 都立病院の大切な役
割であり、独法化後も確実に対応
していきます。

A

A 　これからの都立病院は、少子高齢化に
より、医療需要の増加や医療の担い手不
足に直面します。また、新たな感染症や
災害などへの備えも求められています。
　医療環境がより一層厳しくなる中で、
独法化によって医療を取り巻く環境の変
化に迅速・柔軟に対応できる病院
運営をする必要があります。

A

院

　地方独立行政法人化後の都立病院は
以下の取組みを行っていきます。
① 行政的医療の安定的・継続的な提供
② 誰もが住み慣れた地域で療養できる
　 よう、地域医療の充実に貢献
③ 災害や感染症などに、都の方針の下
　 すべての病院が一体的に対応
　独法化後は、都立病院がこれまで提供
してきた医療を更に充実・強化します。

都立病院はどんな医療を提供しているの? Q Q

Q なぜ地方独立行政法人化が必要なの？ Q

地方独立行政法人東京都立病院機構とは？ 

独法化後の医療はどうなるの？

A

Q

Q

地方独立行政法人東京都立病院機構とは？ 

独法化後の医療はどうなるの？

　法律に基づき、東京都が１００%出資
して設立される法人です。
　医療現場の実情に合わせて医療提
供体制を柔軟に整備できるようになる
ので、より一層医療サービスを充実さ
せることができます。
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