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第１章 総則    

（目的）   

第１条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」とい

う。）に基づき、医療の提供、医療に関する研究及び調査並びに医療に従事する者の育成等の業務を

行うことにより、東京都の医療政策として求められる行政的医療の安定的かつ継続的な提供をはじ

め、高度・専門的医療等の提供及び地域医療の充実への貢献に向けた取組を推進し、もって都民の健

康の維持及び増進に寄与することを目的とする。 

（名称）   

第２条 この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人東京都立病院機構（以下「法人」とい

う。）とする。  

（設立団体）   

第３条 法人の設立団体は、東京都とする。  

（事務所の所在地）   

第４条 法人の事務所は、東京都新宿区に置く。  

（特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別）   

第５条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。  

（公告）   

第６条 法人の公告は、東京都公報に掲載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で東京都公

報に掲載することができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその掲載に代えることができ

る。  

第２章 組織及び業務    

第１節 役員   

（定数）   

第７条 法人に、役員として、理事長１人、副理事長２人以内、理事 10 人以内及び監事２人以内を置

く。  

（職務及び権限）   

第８条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。  

２ 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理す
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る。 

３ 副理事長は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理

し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 

４ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。 

５ 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務

を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。  

６ 監事は、法人の業務を監査する。  

７ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は東京都知事（以下「知事」

という。）に意見を提出することができる。  

（理事長の任命）   

第９条 理事長は、知事が任命する。  

（理事長以外の役員の任命）   

第 10 条 副理事長及び理事は、理事長が任命する。  

２ 監事は、知事が任命する。  

（任期）   

第 11 条 理事長及び副理事長の任期は５年とし、理事の任期は２年とする。  

２ 監事の任期は、理事長の任期（補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。）に対応す

るものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての法第 34 条

第 1 項に規定する財務諸表の承認の日までとする。  

３ 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

４ 役員は、再任されることができる。  

（解任）   

第 12 条 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、政府又は地方公共団体の職員（非常勤の

者は除く。）となった場合、その役員を解任しなければならない。  

２ 知事又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その役

員を解任することができる。 

一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

二 職務上の義務違反があるとき。 

三 職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当

該職務を行わせることが適切でないと認めるとき（ただし、監事を除く。）。 

四 その他役員たるに適しないと認めるとき。  

第２節 理事会   

（設置及び構成）   

第 13 条 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。  

（招集）   

第 14 条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。  

２ 理事長は、副理事長及び理事の３分の１以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付

して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。  



（議事）   

第 15 条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。  

２ 議長は、理事会を主宰する。  

３ 理事会は、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ開くことができない。  

４ 理事会の議事は、出席した副理事長及び理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。  

５ 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。  

（議決事項）   

第 16 条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。  

一 法の規定により知事の認可又は承認を受けなければならない事項 

二 年度計画に関する事項 

三 予算の作成及び決算に関する事項 

四 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

五 その他法人運営に関し理事長が重要と認める事項 

第３節 業務の範囲及びその執行   

（施設の設置）   

第 17 条 法人が、第１条の目的を達成するために設置し、運営する施設の名称及び所在地は、次のと

おりとする。 

名 称 所 在 地 

東京都立広尾病院 東京都渋谷区恵比寿二丁目 34 番 10 号 

東京都立大久保病院 東京都新宿区歌舞伎町二丁目 44 番１号 

東京都立大塚病院 東京都豊島区南大塚二丁目８番１号 

東京都立駒込病院 東京都文京区本駒込三丁目 18 番 22 号 

東京都立豊島病院 東京都板橋区栄町 33 番１号 

東京都立荏原病院 東京都大田区東雪谷四丁目５番 10 号 

東京都立墨東病院 東京都墨田区江東橋四丁目 23 番 15 号 

東京都立多摩総合医療センター 東京都府中市武蔵台二丁目８番地の 29 

東京都立多摩北部医療センター 東京都東村山市青葉町一丁目７番地１ 

東京都立東部地域病院 東京都葛飾区亀有五丁目 14 番１号 

東京都立多摩南部地域病院 東京都多摩市中沢二丁目１番地２ 

東京都立神経病院 東京都府中市武蔵台二丁目６番地の１ 

東京都立小児総合医療センター 東京都府中市武蔵台二丁目８番地の 29 

東京都立松沢病院 東京都世田谷区上北沢二丁目１番１号 

東京都立がん検診センター 東京都府中市武蔵台二丁目９番地の２ 

（業務の範囲）   

第 18 条 法人は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。  

一 行政的医療をはじめとする医療を提供すること。 

二 地域医療の充実並びに東京都の医療政策、保健政策及び福祉政策の推進に貢献すること。 



三 災害及び公衆衛生上の緊急事態等に対処するために必要な業務を行うこと。 

四 医療に関する研究及び調査を行うこと。 

五 医療に関する技術者の研修及び育成を行うこと。 

六 予防医療を提供すること。 

七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

（緊急時における知事の要求）   

第 19 条 法人は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危

害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため知事が必要と認める場合におい

て、知事から前条各号に掲げる業務のうち必要な業務の実施を求められたときは、その求めに応じ、

当該業務を実施することとする。  

（業務方法書）   

第 20 条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定める

ところによる。 

第３章 資本金等    

（資本金等）   

第 21 条 法人の資本金の額は、法第 66 条の２第１項の規定により東京都から法人に対し出資されたも

のとされる金額とする。ただし、東京都が法人の設立の日以後に法人に対して出資を行った場合は、

法人は当該出資に係る財産の出資の日現在における時価を基準として東京都が評価した価額により資

本金を増加するものとし、法人が法第 42 条の２第１項又は第２項の規定により東京都からの出資に

係る不要財産を東京都に納付した場合は、法人は同条第４項の規定により資本金を減少するものとす

る。 

２ 東京都からの出資に係る財産のうち土地及び建物については、別表に掲げるものとする。 

（解散に伴う残余財産の帰属）   

第 22 条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを東

京都に帰属させる。 

第４章 委任 

（委任）   

第 23 条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規

程の定めるところによる。 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この定款は、法人の成立の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（任期の特例） 

２ 施行日以後の最初の役員（監事を除く。）の任期は、施行日から起算して４年（理事にあっては、

１年）を経過した日以後の最初の３月３１日までとする。



別表（第21条関係） 

１ 土地 

名称 所在 地積 

東京都立駒込病院敷地 東京都文京区本駒込三丁目136番１ 34,169.45㎡ 

東京都立豊島病院敷地 東京都板橋区栄町33番１ 25,015.17㎡ 

東京都立墨東病院敷地 東京都墨田区江東橋四丁目41番 19,987.62㎡ 

東京都立東部地域病院敷地 東京都葛飾区亀有五丁目241番１ 25,129.80㎡ 

東京都立多摩南部地域病院敷地 東京都多摩市中沢二丁目１番１ 30,076.69㎡ 

２ 建物 

名称 所在 延べ床面積 

法人本部 

事務局 

病院情報システム研修センター 東京都世田谷区上北沢二丁目1002番地１ 587.89㎡ 

東京都立 

広尾病院 

広尾病院本館・別館 東京都渋谷区恵比寿二丁目94番地１ 35,827.56㎡ 

広尾病院ガスガバナー棟 同上 47.04㎡ 

広尾病院守衛室 同上 9.00㎡ 

広尾病院看護婦寄宿舎棟 同上 2,011.92㎡ 

広尾病院職務住宅 同上 1,878.00㎡ 

ガスマニホールド棟 同上 19.36㎡ 

東京都立 

駒込病院 

駒込病院本館・３号館 東京都文京区本駒込三丁目136番地１ 69,923.94㎡ 

駒込病院保育所 同上 213.03㎡ 

駒込病院ガバナー室 同上 47.77㎡ 

駒込病院医療情報室 同上 179.72㎡ 

駒込病院守衛所 同上 5.32㎡ 

駒込病院医局仮眠棟 同上 4,055.70㎡ 

駒込病院女子寮 同上 7,658.93㎡ 

駒込病院RI排水処理施設 同上 220.00㎡ 

駒込病院厨房排水処理施設 同上 105.84㎡ 

駒込病院マニホールド室 同上 39.34㎡ 

保育棟 同上 494.56㎡ 

東京都立 

豊島病院 

豊島病院看護宿舎 東京都板橋区栄町33番地１ 1,039.76㎡ 

豊島病院院内保育室仮眠室 同上 697.73㎡ 

豊島病院本館 同上 46,465.37㎡ 

豊島病院ガスマニホールド室 同上 26.67㎡ 

東京都立 

墨東病院 

墨東病院診療棟・病棟・新棟 東京都墨田区江東橋四丁目41番地 74,595.50㎡ 

墨東病院附属棟 同上 156.00㎡ 

墨東病院ゴミ庫 同上 16.81㎡ 

墨東病院看護宿舎・医師公舎 同上 2,267.19㎡ 

墨東病院立体駐車場 同上 5,108.79㎡ 

保育棟 同上 365.42㎡ 

廃棄物保管庫 同上 15.40㎡ 

医ガスボンベ庫 同上 26.00㎡ 



東京都立 

多摩総合 

医療セン 

ター 

多摩総合医療センターエネルギー

棟 

東京都府中市武蔵台二丁目８番地１ 2,333.82㎡ 

多摩総合医療センター守衛所（案

内所） 

同上 37.41㎡ 

府中病院ポンプ棟 同上 65.57㎡ 

多摩総合医療センター芙蓉寮 東京都府中市武蔵台二丁目28番地１ 2,394.70㎡ 

多摩総合医療センターさつき寮 同上 1,929.67㎡ 

多摩総合医療センターポンプ室

（さつき寮） 

同上 7.70㎡ 

多摩総合医療センターグリーンビ

ュー府中 

同上 5,699.73㎡ 

多摩総合医療センター焼却棟（グ

リーンビュー府中） 

同上 375.84㎡ 

多摩総合医療センター立体駐車場 同上 2,145.32㎡ 

多摩総合医療センターボンベ庫 東京都府中市武蔵台二丁目８番地29外 52.00㎡ 

多摩総合医療センター倉庫棟 同上 364.50㎡ 

多摩総合医療センター職員宿舎A 東京都府中市武蔵台二丁目28番地１ 2,596.61㎡ 

多摩総合医療センター職員宿舎B 同上 1,300.40㎡ 

守衛小屋１（第一駐車場） 東京都府中市武蔵台二丁目８番地33  4.20㎡ 

守衛小屋２（立体駐車場） 東京都府中市武蔵台二丁目28番地１ 3.02㎡ 

多摩総合医療センター・小児総合

医療センター建物本体 

東京都府中市武蔵台二丁目８番地29外 128,868.17㎡ 

救命救急センター 同上 1,677.00㎡ 

保育棟 東京都府中市武蔵台二丁目８番地29 1,099.74㎡ 

保育棟（倉庫１） 同上 6.44㎡ 

保育棟（倉庫２） 同上 6.44㎡ 

東京都立 

多摩北部 

医療セン 

ター 

多摩北部医療センター 東京都東村山市青葉町一丁目７番地61外 24,640.39㎡ 

多摩北部医療センター職員公舎A 

棟 

東京都東村山市青葉町一丁目７番地１ 2,529.08㎡ 

多摩北部医療センター職員公舎B

棟 

同上 2,143.40㎡ 

多摩北部医療センターOA棟 東京都東村山市青葉町一丁目７番地61外 149.05㎡ 

多摩北部医療センター看護実習生

控室 

同上 97.05㎡ 

東京都立 

東部地域 

病院 

東部地域病院公舎 東京都葛飾区亀有五丁目241番地1 2,663.45㎡ 

東部地域病院倉庫 同上 12.12㎡ 

東部地域病院ゴミ集積庫 同上 12.38㎡ 

東部地域病院 同上 21,504.14㎡ 

東京都立 

多摩南部 

地域病院 

多摩南部地域病院 東京都多摩市中沢二丁目１番地１ 31,080.65㎡ 

多摩南部地域病院看護婦宿舎棟 同上 3,581.82㎡ 

多摩南部地域病院守衛室 同上 8.20㎡ 



多摩南部地域病院看護婦宿舎棟

（倉庫） 

同上 12.00㎡ 

東京都立 

神経病院 

神経病院本館 東京都府中市武蔵台二丁目６番地１外 23,011.88㎡ 

神経病院車庫 同上 47.32㎡ 

ゴミ庫１ 同上 7.46㎡ 

ゴミ庫２ 同上 7.46㎡ 

ゴミ庫３ 同上 7.46㎡ 

ゴミ庫４ 同上 7.46㎡ 

ゴミ庫５ 同上 7.46㎡ 

ゴミ庫６ 同上 7.46㎡ 

ゴミ庫７ 同上 5.67㎡ 

医ガスボンベ庫 同上 10.55㎡ 

東京都立 

松沢病院 

松沢病院本館管理棟・合併症診療

棟 

東京都世田谷区上北沢二丁目996番地外 12,524.68㎡ 

資料館（松沢病院D保護病棟・90病

棟） 

東京都世田谷区上北沢二丁目951番地外 1,056.20㎡ 

松沢病院更衣室・便所 同上 25.95㎡ 

社会復帰病棟（松沢病院合併症病

棟） 

同上 6,245.82㎡ 

社会復帰病棟（松沢病院結核棟） 同上 2,167.90㎡ 

松沢病院運動具倉庫 同上 35.47㎡ 

松沢病院用度倉庫（営繕木工作業

室） 

同上 
65.03㎡ 

松沢病院園芸温室１ 同上 35.76㎡ 

松沢病院園芸温室２ 同上 25.51㎡ 

松沢病院リハビリテーション棟 同上 4,133.17㎡ 

松沢病院体育館棟 同上 2,967.91㎡ 

松沢病院喫茶室棟 同上 43.89㎡ 

はなみずきハイツ（院内保育室含） 東京都世田谷区上北沢二丁目915番地外 1,989.62㎡ 

80病棟（松沢病院医療観察法病棟） 東京都世田谷区上北沢二丁目951番地 2,696.49㎡ 

アルメリアハイツ 東京都世田谷区上北沢二丁目912番地外 2,257.08㎡ 

精神医療センター新館・レストラ

ン棟 

東京都世田谷区上北沢二丁目951番地外 
53,612.25㎡ 

松沢病院西門警備室 同上 14.84㎡ 

精神医療センター職務住宅B棟

（さくらハイツ） 

東京都世田谷区上北沢二丁目917番地外 
2,324.05㎡ 

精神医療センター新館予備酸素ボ

ンベ庫 

東京都世田谷区上北沢二丁目951番地外 
15.68㎡ 

精神医療センター東門守衛所 同上 11.39㎡ 

松沢病院正門警備室 同上 54.03㎡ 

燃料庫 同上 17.34㎡ 



東京都立 

がん検診 

センター 

東京都がん検診センター附属棟 東京都府中市武蔵台二丁目28番地11外 95.45㎡ 

東京都がん検診センター・多摩総

合医療センターサービス棟 

同上 9,952.66㎡ 

 

 




