
第５ 病院事業の実施
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１ 平成２８年度主な事業の計画

(1) 医療の質と患者サービスの向上

ア 質の高い医療の提供

2025年の医療需要を踏まえ、２８年度に「東京都地域医療構想」が策定される。その

中で示される将来の医療需要等を踏まえ、都立病院が今後担うべき医療機能の方向性を

検討していく。また、多摩地域の医療拠点である多摩メディカル・キャンパスの整備を

進めていく。

これらの経費として、約 5,143万円を計上した。

イ 重点医療課題への取組

診療圏や地域特性、他の医療機関との連携の視点を踏まえ、行政的医療を担う都立病

院の機能・役割を確実に果たしていくために、がん医療、小児医療、周産期医療【解説

参照】、精神科医療及び救急医療を重点医療課題として捉え、これらの医療機能の充実

を図るための経費として、約 12億 5,073万円を計上した。

ウ 患者サービスの向上

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等により、今後、都内に居住・

滞在する外国人が増加することが見込まれる。こうした中で、都民だけでなく外国人に

とっても安全・安心の医療を提供できるよう環境整備を進めていく。また、患者の療養

生活を総合的に支援していくため、全都立病院に「患者支援センター」を設置しており、

円滑な転・退院、在宅移行に向けた相談支援機能を強化していく。

これらの経費として、約 1億 2,712万円を計上した。

エ 病児・病後児保育の実施

小児科のある都立病院において、都内における子育て環境の充実に取り組む区市町村

を支援するため、医療人材を活用し、病児・病後児保育を実施するための経費として、

   約 4,306万円を計上した。

オ 病院施設の維持・強化

昭和６２年に竣工した大塚病院の施設設備について、劣化更新に着手していく。    

また、都立病院においては、「地球温暖化対策都庁プラン」などに基づき、エネルギーを

消費する設備の運用管理の改善や高効率設備などの省エネルギー対策を実施し、温室効

果ガス排出量の縮減を図り、地球温暖化防止を行ってきた。引き続き、「都有施設省エネ・

再エネ導入指針」等に基づき、熱源設備の効率運転等を行っていく。

    これらの経費として、約 5億 8,401万円を計上した。
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カ 電子カルテの更新等

    都立病院では、１５年に府中病院（現多摩総合医療センター）に電子カルテシステム

を導入して以降、順次各病院に導入を拡大してきた。

    診療に電子カルテシステムを活用することにより、インフォームドコンセント【解説

参照】の充実やチーム医療の推進、医療の標準化による安全管理の徹底を図り、都民に

対して質の高い、安心できる医療の提供を行っていくための経費として、約 1億 7,075

万円を計上した。

(2) 都立病院を支える人材の確保と資質の向上

ア 東京医師アカデミーの運営

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適正に都民に提供して

いくためには、次代を担う若手医師の確保・育成体制を構築することが必要である。そ

のため、２０年度に東京医師アカデミーを開講し、従来の専門臨床研修を充実させた新

たな研修体系の構築や、指導体制の充実等を行った。

引き続き、臨床を重視した患者本位の医療を提供できる質の高い若手医師を育成する

とともに、都立・公社病院への定着を目指した取組を実施するための経費として、約 34

億 5,445万円を計上した。

イ 東京看護アカデミーの運営

看護職員全体の資質の向上とともに、専門職としての能力を伸ばすため、看護職員の

キャリア開発を支援する仕組を体系化し、実践的な研修システムへ再構築して、２２年

   度に東京看護アカデミーを運用開始した。

都立病院が持つ高度な医療機能を実践していくため、認定看護師の資格取得支援等

を引き続き実施するための経費として、約 2,793万円を計上した。

ウ 人材の育成・確保

医療の高度化・専門化が進む中、都立病院が良質な医療を提供し安定的な運営を継続

していくためには、優秀な人材の育成・確保が不可欠である。院内保育室の運営や医療

クラークの配置等による医師の業務負担軽減を図るなど、働きやすい勤務環境を整備す

るとともに、看護師採用活動の推進や各種研修事業の充実等により人材の育成・確保を

図るための経費として、約 15億 8,861万円を計上した。

(3) 迅速で的確な危機管理体制の強化

ア 感染症医療体制の充実強化

１８年に策定した「新型インフルエンザに対する都立病院の対応方針」、２０年に福祉

保健局が策定した「東京都における新型インフルエンザ発生時の医療提供ガイドライン」
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等に基づき、パンデミック期に必要とされる医療体制を整備するため、各病院の施設整

備、医療用資器材の整備、抗インフルエンザ薬の確保を実施してきた。

さらに、エボラ出血熱患者の発生に対応するため、感染防護具を整備するとともに、

定期的に訓練を実施する。

これらの経費として、約 1,938万円を計上した。

イ 災害に備えた体制強化

地震、風水害など自然災害に加え、ＮＢＣ災害等を含む様々な災害発生時の医療提供

体制を抜本的に強化するため、基幹災害拠点病院である広尾病院を移転改築し、「首都災

害医療センター（仮称）」として整備する。（３５年度開設予定）

また、災害時において、発災直後の迅速な対応や関連機関との連携等、都立病院が十

分な医療機能を果たすため、都立病院の危機管理体制の整備を行う。さらに、災害時に

おけるライフラインの強化や初動体制の整備を図るとともに、職員の研修及び訓練によ

り、災害対応力のある人材を育成する。

これらの経費として、約 3億 5,072万円を計上した。

ウ 医療安全管理対策の推進

安全な医療を提供するため、医療安全管理・研修体制を強化し、医療事故の未然防止、

紛争の早期解決など医療安全への総合的な対策を推進するための経費として、約 444万

円を計上した。

エ 情報セキュリティ対策の推進

技術の進歩や人々の意識の変化により、情報セキュリティ上のリスクは常に変動して

いる。都立病院では、患者の個人情報など重要な情報を多数取り扱っているため、個人

情報保護対策等の不断の見直しを行い、強固な情報セキュリティ環境を構築するための

経費として、約 1億 6,928万円を計上した。

(4) 経営力の強化

ア 未収金対策の強化

医業未収金の存在は、病院経営上の大きな課題である。これまで本部及び各病院にお

いて、医業未収金の発生防止や回収に努めるなど、債権管理体制の強化に取り組んでい

る。

引き続き、都立病院の収入を確保することで安定した病院経営を行い、患者間の公平

を確保することを目的として、医業未収金の縮減と適正な債権管理を行うための各種取

り組みを拡充するための経費として、約 7,436万円を計上した。
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イ 経営の効率化及び経営分析力の向上

都立病院が今後も安定的・継続的に行政的医療を提供していくために、経営分析力の

向上のための取組を実施し、強固な経営基盤を構築していくための経費として、約 249

万円を計上した。
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２ 平成２８年度 病院経営本部行動計画 

 

 ２８年度「病院経営本部行動計画」は、今後、医療環境が急速に変化する中でも、都立病

院が継続的かつ安定的に行政的医療を提供していく体制を構築するため、「都立病院改革推進

プラン」（２５年３月策定）で示された各事業について、２８年度における具体的な取組を示

したものである。 

各事業の進捗状況については四半期ごとに進行管理を行うとともに、外部有識者で構成さ

れる「都立病院経営委員会」において取組状況を報告し、そこでの意見等を次年度の行動計

画に反映させていく。 
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１ 平成２７年度主な事業の実績

(1) 医療の質と患者サービスの向上

ア 重点医療課題への取組

(ｱ) 小児・周産期医療の充実

ハイリスク妊娠の増加、全国的な産科医不足等を受け、墨東病院では「産科診療協

力医師登録制度」により夜間・休日の患者受入体制を強化するとともに、大塚病院で

は地域の産婦人科の医療資源を効率的に活用するための病診連携システムである「産

婦人科地域医療連携システム（大塚モデル）」を運用している。２７年度には大塚モデ

ルの対象地域を従前の地元２地区（文京区、豊島区）に北区及び足立区を加えた４地

区に拡大した。２３年２月からは、多摩総合医療センター・小児総合医療センターが

母体救命対応総合周産期母子医療センター（スーパー総合周産期センター）に指定さ

れ、救命救急部門の医師と連携し、母体救命が必要な妊産婦を必ず受け入れる体制を

整備した。

また、２５年７月に墨東病院及び小児総合医療センターが、２６年７月には大塚病

院が都から「小児等在宅医療連携拠点事業」を受託し、長期入院児の在宅移行のため

の地域支援体制を強化した。

(ｲ) 精神科医療の充実

精神疾患は近年その患者数が増加しており、２５年度からの第６次東京都保健医療

計画に新たに追加された。

都立病院においては、２４年４月から松沢病院が区西南部（目黒区、世田谷区、渋

谷区）を担当する東京都認知症疾患医療センターの指定を受け、認知症専門外来、専

門医療相談、認知症専門病棟の運営、地域連携を実施した。２６年６月には都から「認

知症早期発見早期診断推進事業」を受託し、区西南部（目黒区、渋谷区）を対象とし

た早期診断を実施し、地域医療機関での早期受診や様々なサービス導入につなげた。

２７年度は、松沢病院において、精神科身体合併症救急の受入体制を強化した。

小児総合医療センターでは、２３年２月から「子供の心診療支援拠点病院事業」を

受託し、地域の診療連携や地域の診療関係者の研修等を通して、子供の心の診療体制

に寄与するとともに、子供の心の疾患・障害について普及啓発及び情報発信を行った。

(ｳ) 東京ＥＲの機能強化

高齢化の進行などにより救急患者が増加傾向にあり、救急患者の受入体制の強化が

求められる中、２１年８月から都では「救急医療の東京ルール」を運用している。都

立病院においては「東京ＥＲ」を広尾病院、墨東病院、多摩総合医療センター、小児

総合医療センターに設置し、救急医療体制の充実強化に努めた。さらに、２２年９月

から都では「こども救命センター」の運用を開始し、都立病院では小児総合医療セン
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ターが指定され、他の医療機関では対応が困難な小児重篤患者の救命治療を行って

いる。 

また、墨東病院では２６年８月に開設した新棟に、高気圧酸素治療装置やＩＶＲ－

ＣＴシステムを導入し、さらに既存棟の改修の中でＳＣＵ【解説参照】を整備、２７

年度はＨＣＵを整備するなど救急医療機能の強化を行い、２８年２月には高度救命救

急センターの指定を受けた。 

 

 イ 患者サービスの向上 

  (ｱ) 外国人患者受入体制の充実 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催や国家戦略特区の推進等に

より、都内に居住・滞在する外国人が増加することが見込まれる。こうした中で、外国

人にとっても安全・安心の医療を提供し、継続して医療の質を向上させる体制の充実を

図ることを目的として、２６年２月に「都立病院国際化対応検討委員会」を設置した。 

２６年度は、「都立病院国際化対応検討委員会」において各種検討を実施し、３２年度

までの実施計画を作成した。 

また、２６年度は広尾病院・墨東病院・多摩総合医療センターの３病院、２７年度は

都立全病院において職員の語学研修を開始し、語学力の向上を図った。その他、２６年

度からは、異文化理解研修を開催し、外国人患者の宗教・文化的背景等に関する知識の

向上を図っている。 

  

   (ｲ) 患者支援センターの設置 

     患者の療養生活を総合的に支援していくため、２７年６月までに全都立病院において

患者支援センターを設置し、運営を開始した。各病院では、ワンストップの相談支援体

制の整備、入院サポートの充実及び在宅医療移行支援の充実強化を図ったほか、がん患

者や外国人患者など各病院の医療機能や地域特性に応じた支援を行っている。 

    病院経営本部では、各病院の取組状況や課題等を整理・共有するため、患者支援セン

ター連絡会を設置し、２７年７月と同年１１月に開催した。 

 

 ウ 病児・病後児保育の実施 

   平成２８年２月に墨東病院において、墨田区から事業を受託し、病児・病後児保育室の

運営を開始した。 

 

 エ 多摩メディカル・キャンパス検討 

   平成２７年２月に設置した「多摩メディカル・キャンパスあり方検討会」において、 

  多摩キャンパスのあり方と機能強化の方向性を検討し、平成２８年２月に報告書として 

  とりまとめた。 
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オ 病院施設の維持・強化

   都立病院においては、「地球温暖化対策都庁プラン」などに基づき、エネルギーを消費

する設備の運用管理の改善や高効率設備などの省エネルギー対策を実施し、温室効果ガス

排出量の縮減を図り、地球温暖化防止に努めてきた。また、「都有施設省エネ・再エネ導

入指針」等に基づき、熱源設備の効率運転や屋上緑化、屋外庭園の設置等を行うとともに、

「地球温暖化対策計画書制度」の改正に伴い、登録機関による排出量の検証を実施した。

カ 電子カルテの更新等

   病院経営本部では、１５年５月から、電子カルテを含む病院情報システムを、府中病院

（現多摩総合医療センター）、駒込病院、大塚病院、広尾病院及び墨東病院に順次導入して

きた。

   ２０年１月に策定した第二次都立病院改革実行プログラムに基づき、２１年度に神経病

院において、既存のシステム機能を更に発展させた、第二世代の都立病院電子カルテシス

テムを導入し、以降２５年度まで、多摩総合医療センター、小児総合医療センター、大塚

病院、墨東病院、広尾病院、松沢病院、駒込病院の順次導入、更新を行い、全８病院で第

二世代の電子カルテシステムが稼働した。

   また、２５年１２月には病院経営本部システム中長期計画（計画期間２５～３４年度）

を策定し、電子カルテシステム及びそれと不可分の関係にある部門システムや、事務系・

情報系システムの今後の基本的方針を定めた。

   ２７年度は、大塚病院、墨東病院における電子カルテシステム等のハードウェア更新を

行ったほか、松沢病院において、平成２２年度に導入した医事会計システムのハードウェ

ア更新を行った。

(2) 都立病院を支える人材の確保と資質の向上

ア 「東京医師アカデミー」の運営

   ２０年４月に開講した「東京医師アカデミー」では、都立病院等において次代を担う若

手医師を確保・育成している。

    (ｱ) 受講生の確保並びに研修コース、内容及び指導体制の充実

内科系、外科系のほか、勤務医不足が顕著とされる産科、小児科、麻酔科、救急科な

どの診療科に研修コースを設定した。また、シニアレジデント一人ひとりに研修責任者

（責任指導医）を配し、総合診療能力を有する専門医を育成するため、目標成果シート

により定期的に目標の達成状況を確認しながら研修指導を行った。

さらに、病院との意見交換会を実施し、レジデントのニーズを把握し、研修内容の充

実に努めるとともに、領域別に診療科責任者による検討会を開催し、次年度以降の研修

プログラムを作成した。また、発災時の活動を想定した災害実践訓練研修を実施した。
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(ｲ) 修了生の活用

本アカデミー研修修了者については、都立・公社病院等への就職が可能となるように

求人情報や進路希望状況を病院間で共有しており、修了者が希望する病院へ就職活動を

行えるようにするとともに、病院からも修了者へアプローチができる仕組みを構築して

いる。

また、都立病院のうち広尾、大塚、駒込、墨東、多摩総合、松沢の６病院において初期

臨床研修を実施した。

イ 東京看護アカデミーの運営

都立病院では長年蓄積された研修ノウハウをブラッシュアップし、新人からベテランま

で一人ひとりの習熟段階に応じて、キャリア発達を組織的に支援する研修体系「東京看護

アカデミー」を基に人材育成に取り組んでいる。

専門分野においてリーダー的役割を果たす認定看護師養成のための資格取得支援では、

２７年度は新たに１４名増え、都立病院全体の認定看護師数は１８専門分野で１２１名と

なった。

また、学会認定資格等取得支援については、日本糖尿病療養指導士など４資格に対して

支援を行い、１０名が資格取得した。

都立病院の充実した教育研修体系を紹介する「東京看護アカデミー」のホームページは

毎月１万～１万５千件のアクセスがあり、都立病院への就職希望者等への効果的な情報発

信となっている。

(3) 迅速で的確な危機管理体制の強化

ア 感染症医療体制の充実強化

(ｱ) 医療資器材等の整備

新型インフルエンザの世界的流行の可能性及び社会的関心の高まり等を受け、２０

年８月に「都立病院新型インフルエンザ対策委員会」を設置し、２６年度に「都立・

公社病院感染症対策委員会」に改めた。

また、２１年度に医療資器材の確保に向けた検討を行い、２１年１月に「都立病院

新型インフルエンザ対応マニュアル」、２３年１月には「病院経営本部ＢＣＰ【解説

参照】～新型インフルエンザ編～」を策定した。２６年度は、西アフリカにおけるエ

ボラ出血熱の流行及び国内での疑い患者発生等を受け、「エボラ出血熱対策専門部会」

を設置し、エボラ出血熱対応個人防護具の整備等を行った。

２７年度は、「医療資器材等整備検討部会」にて個人防護具の仕様を検討し、備蓄を

行った。

(ｲ) 墨東病院病棟等改築工事

老朽化の著しい墨東病院の看護職務住宅「わかば寮」を解体し、その跡地に新棟を

建設するとともに既存の診療棟を改修することで、感染症診療機能の強化、救急対応
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能力の拡充及び外来化学療法室の設置など総合医療センターとしての診療基盤の強

化を図るための整備を進めている。

２７年度は、２３年度に締結した工事契約に基づき、引き続き、既存の診療棟の改

修工事を実施し、１０月にしゅん功した。

イ 災害に備えた体制強化

    (ｱ) 災害時における病院対応能力の強化

発災時においても都立病院の医療機能を継続するため、２４年度までに、全ての都立

病院･公社病院及び病院経営本部・公社事務局でＢＣＰ【解説参照】を策定した。

今後は、災害時にＢＣＰを有効に機能させるため、適宜修正を行うほか、研修や訓練

の実施によってＢＣＭ【解説参照】を推進していく。

(ｲ) 研修及び訓練の充実

「トリアージ指導者養成研修（２７年８月１０日）」、「災害医療応用研修（２７年１

１月２４日）」及び「管理監督者マネジメント研修（２８年２月９日）」等の研修を実施

することで、災害時における職員の対応力向上を図った。

また、「東京都・立川市合同総合防災訓練（２７年９月１日）」では、都立・公社病院

から東京ＤＭＡＴ【解説参照】及び医療救護班を派遣し、災害発生時の即応力の強化、

東京都及び各防災関係機関の連携強化による災害対応力の向上を図った。さらに、大規

模災害時における対応力の更なる強化を図るため、都立・公社病院、病院経営本部及び

公社事務局による「病院経営本部合同総合防災訓練（２８年１月１６日）」を実施した。

このような訓練を通じて、災害時においても病院としての機能を十分に果たせるよう体

制強化に努めた。

ウ 医療安全管理体制の充実強化

医療安全管理体制の強化のため、各病院のリスクマネジャーを対象にした体系的・段階

的な研修を実施するなど、医療安全対策の中心的役割を担う人材の育成を行った。また、

医療安全推進週間における院内巡回点検、講演会等の取組を通じ、職員の意識向上を図っ

た。この他、インシデント・アクシデント・レポートを活用し予防策を立案するなど、医

療安全管理対策を推進した。

エ 情報セキュリティ対策の推進

(ｱ) 情報セキュリティ評価及び自己点検・巡回点検の充実

都におけるシステム評価制度に基づきシステム評価を実施しているが、病院経営本部

のシステム上取り扱う情報は、機密性Ａ（行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文

書に相当する、高い機密性を要する情報資産）に該当するものが多いため、二年ごとに

内部監査又は外部監査を行っている。２７年度は、墨東病院及び神経病院に対して内部

監査、広尾病院及び大塚病院に対して外部監査を実施した。また、全職員を対象とした

－ �� － － �� －



- 70 - 

自己点検を年２回、全８病院を対象とした本部職員による巡回点検を年１回実施し、職

員の情報セキュリティに対する意識の向上とセキュリティ事故の防止を図った。また、

広尾病院、大塚病院、墨東病院、神経病院に対し、部門システム用ウイルス対策サーバ

を導入し、セキュリティの向上を図った。

(ｲ) 統合院内ＬＡＮの運用

情報セキュリティ及び個人情報の管理を徹底するため、病院内に設置された院内ＬＡ

Ｎパソコンをデータセンターで一元管理する統合院内ＬＡＮを構築している。２７年度

は動画・画像等臨床研究用のデータを安全に保存・利活用するインフラ整備を目的に、

大容量ファイルサーバを全８病院に導入した。

(4) 経営力の強化

ア 経営の効率化及び経営分析力の向上

   都立病院が安全･安心の医療を継続的に提供していくためには、的確な経営分析に基づ

く収入確保や経費節減に取り組み、経営基盤を強固なものとする必要がある。

２７年度の実績は都立病院全体で、病床利用率 81.8％（前年度比 1.9 ポイント悪化）、

平均在院日数 16.9 日（前年度比 0.7 日短縮）、入院診療単価 53,365 円（前年度比 1,409

円増）、外来診療単価 16,133円（前年度比 673円増）であった。

また、入院収益は約 799 億円（前年度比約 6 億円増）、外来収益は約 313 億円（前年度

比約 17億円増）、入院・外来収益合計で約 1,112億円（前年度比約 23億円増）となった。

   病床利用率は、平均在院日数の短縮等による患者数減により悪化となったが、一方で、

各病院における病床の弾力的な運用による有効活用、クリニカル・パスの活用推進や退院

支援の充実による平均在院日数の短縮、医療連携強化による新規患者の受入れの拡充、と

いった患者数や診療単価の増加に向けた取組により、収益は増となっている。

イ 未収金対策の強化

未収金の確実な回収は、都立病院が安定した病院経営を行っていくため、また、患者間

の公平性を担保するために必要不可欠なものである。このため、発生防止対策に取り組む

とともに、電話や書面による催告、各種調査及び現地訪問等の回収対策を行ってきた。収

納業務委託の見直しによる初動体制の強化、各病院への未収金回収専門員の配置、回収に

かかるマニュアルの作成など、回収体制の強化も図っている。

２７年度は、上記に加え、困難案件の本部への引き上げによる催告、弁護士委任による

債権回収等を行うとともに、マニュアル改訂版の周知を行った。
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