
 1

第８期日本大学医学部付属練馬光が丘病院運営協議会（第３回）会議概要 

 

健康部 地域医療課 医療施設担当係 

 

１ 日 時  平成 21 年 6 月 26 日（金） 午後 3時～4時 10 分 

 

２ 場 所  練馬区役所 西庁舎 ８階 第４委員会室 

 

３ 出席者 

  会 長 簱野脩一委員 

  委 員 【公募区民】 

      井上昌知委員、河原啓子委員、齋藤教子委員、柴田信之委員 

      【区議会議員】 

      田中ひでかつ委員、内田ひろのり委員、かまた百合子委員 

      【学識経験者】 

      望月兵衛委員、上野定雄委員 

      【日本大学】 

      増田英樹委員、細川芳文委員、秋山謙次委員、梶ヶ谷功委員 

      【区職員】 

      三好温子委員（健康部長）、鷲田功委員（健康推進課長） 

（日大練馬光が丘病院） 

      小林好伸庶務課長、荻原恒明医事課長、藤江孝司会計課長 

（事務局） 新山博己（健康部 地域医療課長） 

 

４ 傍聴者 0 人（傍聴人定員 10 人） 

 

５ 会議次第 

(1)病院の利用状況について 

(2)小児救急医療について 

(3)その他 

 

６ 提出資料 

１ 第８期日本大学医学部付属練馬光が丘病院運営協議会（第３回）次第 

２ 平成 20 度 日本大学医学部付属練馬光が丘病院の月別利用状況（資料 1） 

３ 日本大学医学部付属練馬光が丘病院の年度別利用状況（資料２） 

４ 診療圏調査（平成 20 年度）（資料３） 

５ 診療科別紹介・逆紹介件数（平成 20 年度）（資料４） 

６ 平成 20 年度 小児救急患者数月別推移（資料５） 

７ 練馬区年度別小児救急患者数推移（資料６） 

８ 第 8期日本大学医学部付属練馬光が丘病院運営協議会員名簿 

９ 日本大学医学部付属練馬光が丘病院運営協議会設置運営要綱 
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７ 所管課  健康部 地域医療課 医療施設担当係 

TEL ３９９３－１１１１（代）  E ﾒｰﾙ：iryoshisetsu@city.nerima.tokyo.jp 

 

◇ 会議の概要  

  開会後、はじめに新病院長、副病院長の挨拶と、委員の紹介が行われた。その後、籏

野会長により以下のとおり議事が進行された。 

 

【議 事】1 日大練馬光が丘病院の利用状況について 

 

○事務局 [資料１から資料２を説明] 

 

＜質疑応答＞ 

○ 委員（区議会議員）   

医師の数や看護師の数が減っているようだが、患者数が変わらない状況ではその分忙し

くて大変ということはないのか。 

○ 委員（日大）   

医師の数は、１９年度に比べ２０年度は８人減っているが、その割合を分析してみると、

３年目以降の後期研修医（日本大学では専修医という）の部分が減っている。専修医は医

学部で数が決まっているので、後期研修に残る数が全体的に減ってくると、割り当て人数

が減ってくる。日本大学は、板橋、駿河台、光が丘の３つの病院があるので、全体的に数

が減ってくる。有給の枠が大まかに固定されているので、１人か２人減るような感じだ。

また、平成１５・１６年に比べて一時人数が増えた年がある。これは臨床研修制度が１６

年度に始まり研修医が増えたせいで、その後専修医が減ってきたということである。病院

が有給の人数を全体的に抑え、人件費を下げる戦略としてやったことではない。本来は、

非常に忙しい勤務状況の中で医師が１人でも欲しいのだが、全体的に医学部からの医師の

配置が減ってきたというようなことである。看護師については、１９年度よりは２０年度

の方が全体的に増えてきている。４月に比べ翌年の３月は人数が減っているが、これは職

業がきついということで 初に入った人が離職をする人が多く、毎年の傾向となっている。

ただ、病院の離職率がおおよそ新任の採用者で１２％ぐらいとなっていて、他の病院に比

べてそんなに悪くはない。看護師については、病院側でどんどん募集をかけることが可能

なので、病院の努力で看護師の確保ができる。 

○委員（区議会議員） 

過労死を防ぐため、医者・看護師の負担が増えないように人員増や人的配置等国の制度

を変えていかなければならないだろう。病院としてこのような考えは同じなのか。 

○委員（日大）    

適正配置でむやみやたらに増やすのは良いとは思わないが、仕事の内容等を考えながら、

なるべく医師や看護師に負担をかけない形でやることが重要だ。しかし、病院の経営面か

らは、どうしても人件費が看護師にかかってくるため、そのあたりのバランスを考えなが

ら運営をしていかなければならない。全体的には国がそのように医師・看護師を増やして

くれるのは良いことだと思っている。 

○委員（区議会議員） 



 3

人工透析患者数が９月、１０月、２月に突出して多いが、何か理由があるのか。また、対

象になっているのは入院患者だけなのか、それとも外来でも人工透析をやっているのか。 

○委員（日大）  

入院患者が中心で維持透析は殆どやっていない。去年の９月、１０月に増えた理由は、

ＭＥ（臨床工学士）の人数が増えたからだろう。実は、去年の３月ぐらいまではＭＥが３

人しかいなかったため透析の数が全体的に減っていたが、夏頃に増員したので９月、１０

月に患者数を多く診ることが出来るようになった。 

 

○日大練馬光が丘病院事務職員 [資料３から資料４を説明] 

 

＜質疑応答＞ 

○委員（区民委員） 

昨年の診療圏調査の合計人数はどれくらいか。 

○事務局 

１９年度、患者数が延べ 161,220 人。一番多いのが光が丘、次に田柄、春日町、高松、

旭町の順で、傾向的には２０年度と同じだ。 

○委員（区民委員） 

２０年度は前年の１９年度に比較すると、区内在住の患者が増えていて、全体の外来患

者数は減っている。こういうところからも、区民にとっての光が丘病院への期待感が高い

ことが分かる。そうなると、今、病院が抱えている色々な問題の中で、区内の患者が増え

るという傾向が今後続くようであれば、どのような形で対応していかなければならないか、

その点を病院側また区でどのように考えているのか。 

○事務局 

昨年に比べると、区内の患者数のパーセントはほとんど変わらないが、全体数は増えて

いるので、患者数は若干増えている。 

○委員（日大） 

病院からすれば、１９年度と２０年度の区内の患者数は殆んど同じという認識だが、あ

る程度予測したカーブが上がってくることに対しては、病院がどうするかは今後考えてい

かなければならない。 

○委員（区民委員） 

診療圏調査の合計が 174,448 人というのはどの数字でとったのか。外来と入院の実人数

の合計数か。 

○委員（日大） 

１人の患者さんが２回３回診療しても１人という、１患者１診療で計算した数だ。 

○委員（区議会議員） 

紹介率が科によって多い科と少ない科がある。これは病院としてこの数字をどのように

見ているか。また逆紹介率との差についてどのように考えているか。 

○委員（日大） 

紹介率に関しては、科によって差があるというのは他の病院と比べても、全般的な傾向

と同じだ。外科系の紹介率が高い理由として、手術をしたりする場合に紹介患者が外来を

訪れる割合が高いので、外科系が高くなる。外科系の中で整形外科などは、近くの病院か
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ら紹介状を持ってくるより、直接来ることが多いので紹介率が少し低くなる。内科は平均

的な紹介率だが、これぐらいの数であれば特に少ないということではない。逆紹介率につ

いては、もう少し積極的に行ってもいいのではないかと思っている。逆紹介を単なる数字

として多く返していくのは、練馬区医師会の開業医やその他に対して経済的な貢献にはな

るが、 近の疾患の特殊性として癌の患者等が多いので、逆紹介されても開業医の方とし

てはやりにくいとか困るといった問題も起こってくる。疾病の種類によっては大学病院で

引き続き診てもらいたいという患者が増えてくると、どうしても逆紹介率は減ってくると

思う。 

○委員（日大） 

逆紹介率をもう少し増やしたいと思っているが、患者に協力を得られない場合がある。

患者に、近くの医者に診てもらうようにと勧めても、もう病院で診てくれないんですかと

言われてしまうことがある。紹介状を書いても、結局大きい病院がいいと戻ってきてしま

う場合もある。だから強引に勧められないという事情もあり、兼ね合いを見ながら逆紹介

率を高めていきたい。 

○委員（区議会議員） 

リハビリテーション科がほかの科に比べて紹介件数 1、逆紹介件数 18 と少ない。例えば、

脳梗塞や事故などで機能が低下してしまった人が回復するためにリハビリをするイメージ

があるが、その割に少ない気がするのだが。 

○委員（日大） 

リハビリテーションは、入院の患者を中心に診ている。日大練馬光が丘病院は急性期の

病院なため、入院中にリハビリをある程度やってから他の病院へ逆紹介をする。また、介

護やリハビリの専門の病院ではないため、外来でリハビリをする数は極めて少ないし、リ

ハビリのために紹介される人も極めて少ない。急性期の病院はある程度リハビリをやった

ら、次はリハビリテーションをやれる病院に回していく、大学病院の流れは大体そういう

形だと思う。 

○委員（区民委員） 

患者の立場にすれば逆紹介でなく、可能なら大きな病院の医師にずっと診てもらった方

が安心だという気持ちがあると思う。病院が逆紹介を増やしていく方針をとった場合、何

か相談したいという時には、以前にかかっていた日大練馬光が丘病院の医師に相談するこ

とは可能なのか。 

○委員（日大） 

可能だ。 

○ 会長  

今の話に関連して、脳卒中等の回復リハビリなど区民の需要が高いと思うが、区内のバ

ックアップ体制はどうか。 

○ 事務局 

回復リハビリ専門の病院というのは練馬区内にはない。そのため、急性期で入院した患

者が回復リハビリをする場合は区外の病院に行くしかない。回復リハビリの病院が区内に

ないというのも困っている現状だ。 
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【議 事】 ２ 小児救急医療について 

 

○事務局 ［資料５から資料６を説明］ 

 

＜質疑応答＞ 

○委員（区議会議員） 

以前、私の長男が転んで頭切った時に結構な傷を負ったことがある。夜間だったことも

あり、「ひまわり（東京都医療機関案内サービス）」に電話したら、近所の医者に電話して

くださいと言われ、それ以来このひまわりは役に立たないなと正直思っている。私の家か

らは順天堂病院が近いが、日大練馬光が丘病院は小児救急医療を専門にしていることを知

っていたので、日大練馬光が丘病院に電話をしたところ、脳神経外科の当直がいないとい

う返事だった。一番近い病院はどこかと考えて日大板橋病院に電話したら、すぐ診てくれ

るという返事だったので、急いで向かった。日大練馬光が丘病院に電話した時に、日大板

橋病院には脳神経外科の当直がいると教えてくれていれば、一刻も早く病院に行けただろ

うと思う。これは区民としての要望だが、日大練馬光が丘病院に電話をした時に日大板橋

病院では診ることが出来るというような病院間の連携をとってくれると非常にありがたい。

ご検討いただけないか。 

○委員（日大） 

日大練馬光が丘病院は人数が少ないため、全部の科の当直をやっていない。外科、内科、

小児科、産婦人科などはいるが、脳神経外科など数の少ないところは曜日によっていない

場合がある。電話が掛かってきた時は、たまたまそのような体制だった。日大医学部付属

病院の中で分院であることから、板橋病院へ連絡をするなど病院同士で連携をスムーズに

とっていれば、今のようなことは起こらなかったと思う。この点については病院として反

省もしているし、今後充実していかなければならないと思っている。 

○委員（区民委員） 

小児救急医療の案内パンフレットに、下記の大学病院は入院を要する程度の症状のお子

さんが対象ですと記載されている。いわゆる二次救急と言われる部分だが、この二次救急

の機能とこのほかの救急の役割分担はうまくいっているのか。 

○事務局 

こどもクリニックや休日急患診療所は当然のことながら、初期救急患者が主に診療に来

る。中には症状が重くてそこから車、あるいは救急車で、二次救急医療機関や三次救急医

療機関に行ってもらうこともあるが、基本的には区の対応すべき診療対象は初期救急だ。

ただ、大学病院の小児救急については、近くにあるとか、わざわざ練馬まで来るよりは日

大練馬光が丘病院や順天堂練馬病院のほうが近いということで、そちらへ行く人もいる。

これは、区民は初期救急だとか、二次救急だとかそういうことは知らない人のほうが多い

ので、夜やっている小児救急を扱っている病院へどうしても行くということになる。一つ

徹底すべきところは、本当に命にかかわるような患者については大学病院で診療してもら

う、これは行政として啓発していかなければならないが、まだそれは周知しきれていない

部分もあるので、引き続き啓発に努めていきたいと考えている。 

○委員（区民委員） 

子供が怪我した時は、通常親は慌てるものだ。近くにある医療機関にまず飛び込みたい
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と思うだろう。行政が考えているような初期救急や二次救急という区別がまず頭に浮かぶ

はずはない。そのため、区民の理解を深めることと機能分担の PR を行政側で行っていかな

いとうまくいかないだろう。行政はそのような努力はしているのか。 

○事務局 

区では、小児救急ミニ講座という事業を行っている。初めて赤ちゃんが生まれたお母さ

んは、具合の悪くなった子どもの対応について一番心配するところだ。そこで、ゼロ歳児、

１歳児をお持ちのお母さん等を対象に、練馬区医師会のご協力を仰ぎながら、３０～４０

人程度でひざ突き合わせて、熱が出たらどう対処したらいいかといったことや、どういう

時に救急車呼んだらいいかといったことを医師から直接学べる講座を年間十七、八回やっ

ていて、普及啓発の意味として非常に大きい役割を担っている。他にも、熱が出たときに

どう対処したらいいかなどが載っているパンフレット等を保育園や４か月健診などで配布

して、普及を進めている。 

 

【議 事】 ３ その他       

 

○委員（区議会議員） 

練馬区は病院の建物の維持管理を行っているが、現在、施設面に不具合があったらぜひ

言っておいていただきたい。これから第３回定例会があるので、もし病院側からご要望あ

れば、これは議会側としても超党派で取り組むべき問題だと思っている。 

○日大練馬光が丘病院事務職員 

現在、シャワー室が故障していて、患者は他の病棟に入りに行っている状況だ。産婦人

科の患者も多いので、ぜひ予算を組んでもらいたい。 

○委員（区議会議員） 

我々としても行政側にこういった要望を議会の中できっちりと言わせていただく。 

○ 委員（学識経験者） 

IT 化に関しては、良い悪いは別にして国の方針ということになっているので、現在の進

捗状況を簡単にお聞かせ願いたい。 

また、病院の前を通ると駐車場が満車のことが多いが、リフト式の２段で駐車できるよう

な駐車場の工夫は出来ないか。 

○委員（日大） 

電子カルテを導入しておらず、IT 化は色々な事情で少し時間がかかるのではないかと考

えている。これまで実施している IT 化としては、平成１０年にオーダリングシステムを導

入し 近バージョンアップを行い、サーバーの入れ替えを今年行った。それによって、レ

セプトオンライン化に対応できるようになっている。また、レントゲンのフィルムレス化

を今年の９～１０月頃に行う計画があり、それによって収入アップにつながると考えてい

る。サーバーを置く場所がなく、IT 化については苦労しながらやっているというのが現状

だ。 

○日大練馬光が丘病院事務職員 

駐車場については、以前、パークロボを設置していた。駐車台数を増やすということに

ついては非常に効果的だが、車のサイズが大きくなってきており、パークロボの狭いスペ

ースに入れる車が少なくなってきた。また、利用者側からすれば一々入れるのが面倒くさ
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いといった理由で利用率がゼロに近くなるということや、パークロボを安全に使用するた

めの警備員等の確保や人件費がかかるようなことで、昨年パークロボを撤去した。パーク

ロボに１６台入るところを全部平地にして６台分の駐車場に整備したが、結果的にはこち

らの方が効率よく使われている。現状に即した、もっと使い勝手の良いパークロボを設置

すれば、今の少ないスペースを利用できるのではないかと思うがそれにはお金がかかる。

昨年から、今の駐車場をどうにか効率の良い方法がないかを検討しているが、駐車場の幅

が狭過ぎることや地域のコミュニティーバスやタクシー等が駐車場内に入ることで、なか

なか難しく今の方法しかないというのが現状だ。 

○委員（学識経験者） 

建物の大家としての区は、そういう場合には関係ないのか？  

○ 事務局 

病院側と区側の費用負担についての協定を平成８年に結んでいる。協定では、躯体部分

に関しては区で責任を持ち、その他については、病院側の努力で行うことになっている。 

しかし、以前には手術室の増設を区側で行った経緯がある。協定から言えば、手術室は病

院側で負担する内容になるが、それはあくまでも区民の利便性、区民の医療行為として必

要なものだからということで、区側で費用負担して手術室を増やした。区民が利用すると

いうことに重点を置くと、一定程度区側も責任持って整備していかなければならないと考

えている。 

○ 委員（学識経験者） 

病院を計画している当初の計画では敷地面積は５,０００平米を予定していた。それを練

馬区医師会の強い要望があって、何としても倍にしてくれということで、色々と苦労して

今の１万平米の敷地を確保した。今になってみるとこの１万平米もかなり狭くなってしま

った。満車の際には病院の前にある都立光が丘公園の駐車場に入れる患者も多いと思う。

確か、帰りに受付で割引券をもらえるサービスがあったと思うが。 

○ 日大練馬光が丘病院事務職員 

実は、今年の３月３１日で、東京都から割引券を廃止という通知が来たので、現在廃止

している。周知は１月ぐらいから掲示出している。 

○ 委員（学識経験者） 

その点については、区として考えはどうか。 

○ 事務局 

国からも指摘があり、病院だけ特別というわけにはいかないと今は言われている。その

ため、今後、医療施策を進めていく上で病院問題は基本的には東京都が考えるべきという

ことから、引き続き東京都へ駐車場の割引券の継続を依頼する。 

○ 委員（学識経験者） 

そのような働きかけをお願いする。 

○ 会長 

本日は大変、区の代表の方あるいは議員の方から病院の使い勝手やいろいろな要望が出

され、病院側も非常に丁寧に答えいただいた。ますます区に対する要望はきつくなるが、

やはり区民の熱意を受けて何とか日大練馬光が丘病院の使い勝手をよくすることにまたご

協力いただきたい。これで本日の運営協議会は以上で終了とさせていただきます。ご出席

の委員の皆様には、熱心にご討議いただきどうもありがとうございました。 


