❶ 病院ルポルタージュ ／ 東京医科歯科大学医学部附属病院

改革には不安や不満がつきまとい、ときに抵
抗が生まれる。東京医科歯科大学医学部附属病
院長の宮坂信之氏は、
「自分がどうしてそのよう
に考えるように至ったのかプロセスを明示するこ
とで病院スタッフの理解を得ている」と話す。
「情
報を透明化して説明責任を果たせばスタッフは
ついてきてくれます。説明責任を果たさないと反
感を買い、良い改革でもうまくいきません」
（ 宮坂
氏）。今回は病院長が何を考え、どの方向に向
かっているのかを伺った。
■東京医科歯科大学医学部附属病院 ■病床数 800 床（一般 712 床）
■職員数 996 人 ■ DPC/PDPS 平成 15 年 4 月
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大学病院に相応しい医療内容を

スタッフが疲弊しない病院に
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大学病院が行う医療とは

識するようになった」と谷田氏は言う。
ただし、これについて宮坂氏は、
「大学

「ここ数年、当院は病床稼働率を上げ

改革の第1 が外部のコンサルタント

病院はどこも債務を抱えているという

るとともに在院日数を短縮して成長して

の 招 聘 だ。宮 坂 氏 は こ れ に つ い て

ことを考えないといけない」とも付け加

きましたが、今それを見直そうとしてい

「 DPC を導入している民間病院で仕事

ます」と、病院長の宮坂信之氏は語り始

をしていたコンサルタントに入っていた

そして改革の第 3 が、病院経営企画

めた。その理由は、医師の疲弊だとい

だいて、そこと比べて当院の経営状態

室の新設だ。この部署は病院ではなく

う。
「この何年かの当院は、ERを設置し、

はどうかを見てもらおうという趣旨で

大 学 に設 置されて いる。その 理 由は

そこに集まる患者さんに濃厚な診療を

す」と説明する。実際に一緒に仕事を

「東京医科歯科大学には医学部附属病

し、その回転率を上げることで売上げ

する事務部長の谷田弘氏も「国立の時

院と歯学部附属病院があり、この 2 つ

を伸ばしてきました。しかし、それに

代には考えられなかったこと」と断った

を見ていくためです」
（宮坂氏 ）。

伴ってスタッフが疲弊してきたのです」

上で、
「医師は以前から民間の病院で働

と宮坂氏は続ける。そしてもう一つの理

く機会があったので民間の良いところ

由が利益だ。
「売上げは伸びてきたので

も知っていましたが、大学病院ではそ

すが、それ以上にコストがかかるため利

れがなかなか実現できませんでした。

益率が年々低下してきたのです」
（宮坂

外部の人に入ってもらったので民間病

弊防止や利益のためだけではない。そ

氏）。忙しくなるばかりで利益が上がら

院の良い点を吸収していきたい」と抱

こには、
「臨床、研究、教育と三足のわ

ないという包括医療ならではの問題に

負を語る。

らじを履いて、そのすべてでグローバル

える。

難病治療センターの創設
改革を進める理由は、スタッフの疲

直面したのだ。また、ヒヤリハットの件

改革の第 2 が、国立大学病院に構築

スタンダードを目指すにはシステムを

数も増えてきた。そこで大学病院にとっ

された国立大学病院データベースの活

きちんと作らなくてはいけない」
（宮坂

て適正な診療と利益とは何かを考える

用だ。
「他の大学病院の情報が得られ

氏 ）という考えもある。

ためにいくつかの施策を打った。

るようになったので、自院の順位を意

「大学病院が生活習慣病の治療をす
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るのはいかがなものか。大学病院でし

Surgery を可能にする医療機器をここ

か診ることのできない患者さんを診る

で開発して、世界に発信していこうとい

べきではないのか」と宮坂 氏は話す。

う考えです」
（宮坂氏 ）。

医学が高度化し専門分化し過ぎた弊害
として、自分の専門科しか診ない医師
が増えてきた。臓器別診療科も、これ

教育と研修は一体

を助長してきた。
「社会が大学 病院に

教育に関しても同院では様々な改革

求めているのはトータルケアだ」という

を行っている。その 特 徴は Early Ex-

のが宮坂氏の考え方。これを実現する

posureで、学部生の時 代から病院で

ために構築しようとしているのが難病

の実習に入って臨床実習を行うことだ。

治療センターだという。

病院長
宮坂 信之氏

研 修担当でもある副病院 長の田中

「タテ割りの診療科を横に連携させ

雄二 郎氏は、
「卒前教育と卒後臨床研

て、診療科横断的な組織を作るのが目

修は表裏一体のもので別々に考えるこ

標 です。平成 24 年 4 月からは神 経 難

とがおかしい」と話す。病院見学にやっ

病治療センター、潰瘍性大腸炎・クロー

てきた他大学の 6 年生が、東京医科歯

ン病 治療センター、膠原病・リウマチ

科大学の 5 年生がカンファレンスで発

先端治療センター、頭頸部腫瘍治療セ

表しているのを見て驚くこともある。

ンター、腎臓・膀胱・前立腺センターの

また、学部教育では欧米の大学への

5 つの難病治療センターを稼働させる

留学も盛んに行っており、
「現在は 6 年

予定です」と宮坂氏は話す。

生 がハーバード大 学に 8人、4 年生 が

宮坂氏が難病治療センターの立ち上

英国のインペリアルカレッジに4 人留

げを考えたきっかけは、院内のヒアリン

学しています。ハーバードの学費は大

グからだったという。
「先進的な治療を

学が負担、インペリアルカレッジは交

もっと行いたいという声が多かったの

換留学なので 学費の負 担はありませ

です。今、当院は内科だけでも 9 つ診

ん」
（ 田中氏 ）という。この留学も「学生

療科があります。こうなるとお互いの交

のモチベーションを上げるのに大きな

流もままなりません。無 理をしてでも

効果がある」と宮坂氏も考えている。

副病院長
田中 雄二郎氏

事務部長
谷田 弘氏

横の交流を広げていかないと患者さん

このような学生教育の改革が功を奏

ろは中で育った人ほど偉いという誤解

に必 要な医 療 が 提 供できなくなりま

してか、初期臨床研修は今年度もフル

があることです。中しか知らないからそ

す」
（宮坂氏 ）。

マッチだった。そのほかにも宮坂氏は、

こが一番だと思い込んでいる。しかし、

このほか産学連携にも積極的に取り

「初期臨床研修に相互評価を取り入れ

実際に外の病院に出ればわかりますが

組んでおり、昨年秋からはある精密機

たこと、つまり指導医が一方的に研修

そんなことはありません。4 月から始め

器メーカーと包括連 携を進めている。

医を評価するのではなく、研修医も指

る難病治療センターも、私が外の病院

「 Keyw ord は Visualized Medicine、

導医を評価することで研修がさらにブ

で経験してきたこと、教わった診療をも

医療を可視化することです」と宮坂氏

ラッシュアップされていきます」と言う。

とにしています。さすがに1年目の初期

は言う。
「今は 3 次元で見える内視鏡の

彼らが後期研 修で市中病院に出てい

研修医には勧めませんが、ある程度の

開発を進めています。ロボットサージェ

き、外から他の研修施設で学んだ医師

知識と技術を身に付けた医師は外の病

リーが広がりつつありますが、日本人

が入ってくる。
「その交流も良いシステ

院で経験を積んでほしい。いつか、そ

の医師はもっと器用です。それならば

ムになっています」とのこと。

の経 験を持って当院に戻ってきてくれ

ロ ー コ ス ト で Minimally Invasive

その上で、
「国立大学病院の悪いとこ

ればいいのです」と、宮坂氏は結んだ。
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