
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４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11月13日（金） 午後3時～4時30分 

 

２ 場 所  練馬区役所 西庁舎 ８階 第四委員会室 

 

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）練馬区震災総合訓練について  

（４）日本大学医学部付属練馬光が丘病院に係る支援要請について     

（５）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４回）次第 

② 平成21年度 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21年4月～9月）（資料３） 

⑤ 診療科別紹介・逆紹介件数（平成21年4月～9月）（資料４） 

⑥ 平成21年度小児救急患者数（15歳以下）月別推移（8･9月まで）（資料５） 

⑦ 平成22 年1月16日（土）震災訓練救護班（医療救護所）行動予定表（案）（資料６） 
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⑧ 日本大学医学部付属練馬光が丘病院への支援要望について（資料７） 

 

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  

 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（区民委員） 

９月の入院患者数が減っているようだが、これは救急患者数が増えていることに何か関係がある

のか。 

○委員（日大） 

入院患者数の延べ人数が減って救急患者数が増えた。入院患者数の減少に関しては、今年は４連

休があったのでそれが原因だと思っている。救急患者が増えた理由は別にあると思うので、それと

の相関性はないと考えている。 

○委員（区議会議員） 

 入院患者数の１日平均を見ると、３００人近い人が入院しているのが分かるが、ベット数はたし

か３５０床あったと思う。ということは、まだ入院出来る人数に余裕があると考えても良いのか。 

○委員（日大） 

 数字上、稼動できるベット数は３３８床あり、稼働率が大体８４％から８５％を推移していると

思う。１００％を基準にして考えると、余裕があるということは合っていると思うが、通常、急患

等々で患者の入れかえや手術の予定が入ってくるので、この数字がもう少し高くなって９０％ぐら

いが望ましいかと思う。１００％を基準にするというのはなかなか難しいと思う。 

○委員（学識経験者） 

 医師数の中には、研修医は入っているのか。 

○委員（日大） 

入っている。一応常勤という形のドクターが中心。研修医は２１名いて、含んでいる。 

○委員（区民委員） 

 救急患者数と救急車の利用件数の関係だが、東京都に聞くと救急車の搬送等の数字が増えている。

当然、救急患者数も増えていると聞いているが、日大練馬光が丘病院では、救急患者数や救急車利

用件数が、平成１２年、平成１５年をピークにして減ってきているが、これは何か理由があるのか。 

○委員（日大） 

幾つか理由はあると思う。平成１７年からの減りは、順天堂練馬病院ができたことが影響してい

ると思う。最近の１、２年は、ドクターの数が少し減っているのが影響している。平成２１年度は

ドクターが少し増えたということもあって、救急の患者が多分２万人を超えると思う。平成１１年
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度、平成１２年度のあたりがピークだった理由としては、平成１１年に南館ができ、順天堂練馬病

院が開院する前の段階もあって、かなり救急患者をとったということだと思う。 

○委員（区議会議員） 

 入院患者数の中で、お産で入院されている方がどのくらいいるのか。 

○委員（日大） 

正確な数は、今は分からないが、産科病棟では、月のお産が大体４０ぐらいと記憶している。現

在どれぐらいかと言うと、２０から３０の間だと思う。 

○委員（区議会議員） 

 その中で、ハイリスクとミドルリスクの割合はどれくらいか。 

○委員（日大）   

基本的にハイリスクは、そうとっていないので極めて少ないパーセンテージだと思う。ミドルリ

スクがどれくらいかは、後ほど調べて連絡する。 

 

○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） 

診療圏調査の合計数と、入院患者数、外来患者数の勘定が違うのは、実数と延べ数の違いだとい

うことで理解してよいのか。 

○日大練馬光が丘病院事務職員  

そのとおりだ。 

 

【議 事】 ２ 小児救急医療について 

 

○事務局 ［資料５を説明］ 

 

【議 事】 ３ 練馬区震災総合訓練について 

○事務局 ［資料６を説明］ 

＜質疑応答＞ 

○委員（区民委員） 

 取り組みの関係で伺いたいのだが、情報の伝達はどのような形をとっているのか。 

○事務局  

 通信訓練の中身として、主な一つは、医療救護所を立ち上げたという内容を医療救護所の現場か

ら、区役所の災対本部へ通信を入れる訓練。もう一つ大きいのは、医療救護所から日大練馬光が丘

病院へ、重症者、中等症者の患者を送るという内容を通信する訓練。これは、トリアージして日大

練馬光が丘病院へ重症、中等症の患者を送る際、まず病院側に受け入れの余地はどの程度あるか、

送ってもいいかということの確認をするための通信訓練だ。患者が非常に多く、区内で受け入れが

実質上困難といったような場合には、埼玉県の近くにある病院を探すなど次の手段を考えなければ

いけない。 

○委員（区民委員）  

そのことは区民へ、どのくらい伝達されているのか。今の話を聞くと、関係者だけでの話のよう
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だが。 

○事務局  

 今回の訓練は、各小中学校に災害時のために据えつけられている防災無線を使って行う訓練にな

っている。すべての小中学校が避難拠点としての位置づけになっているので、そこに来る住民の人

や被災を受けた人をどう対処するかということで、区の職員と地元の方で構成する団体を中継とし

て、情報伝達を行う仕組みになっている。そういったことから、通信訓練に関しては、区の職員、

避難拠点にお越しいただく方、病院との連絡を主にやる予定だ。 

○ 委員（区民委員） 

防災無線を通じてという点について、例えば４時半になると児童向けに放送を流しているが、あ

の放送を自宅で聞きくと、放送が建物に反響して言っていることがわからない。パニックになって

しまったら、伝達される内容がわからないと思う。そういう状況の中で、防災無線が機能するのか

どうか、そこのところはどのように考えているのか教えて欲しい。 

○事務局  

 説明が不十分で申しわけない。夕べの音楽は防災無線を使っているが、それとは別に各小中学校

や災害の拠点病院と出張所などには、音声がやりとりしている所でしか聞こえない、夕べの音楽と

は全く違う体系の防災無線を使っている。 

○ 委員（区民委員） 

そうすると実際に起こった場合の区民へ伝達はどうするのか。 

○事務局  

区民への伝達をどのように行うかについては、非常に難しい部分がある。防災無線を使う時とい

うのは、まず通常の電話や携帯電話、メールが不通になり、最終的に防災無線しか残されていない

という時に使用することを想定している。そのため、区民への情報伝達については、広域に呼びか

けるのであれば、夕べの音楽を流すような防災無線を使うこともあるだろし、道路状況が許せば広

報車等を使うこともあると思う。発災当時はなかなか難しいと思うが、３日目ぐらいからという話

になれば、通常の通信手段も回復する中で必要に応じた広報手段もあると思う。ただ、発災から１

日、２日は、非常な混乱の中にあるというのは想定がつくので、その間は個々の通信手段の許され

る範囲内でやりとりをするしかないと考えている。 

○ 会長 

今ここで色々な計画を立てても、現実は計画どおりにはならない可能性が高いだろう。 

○ 委員（区民委員） 

区民サイドから考えると、一番に求めることは身の安全だ。その中に病院も入っていることは当

然のことだ。そして、区民が一番心配することは、今、起こっている現実はどういうことなのかと

いうこと、それと同時に自分たちはどのように避難したらいいのかということ。それが一部の人だ

けに伝わり、肝心なところに伝わらないのでは生命の安全の保障というものにはならない。その点

は、こういう時にきちんと考えていただきたい。この訓練にトリアージも入っているが、区民はこ

のトリアージの中身についてはほとんど知らないと思う。私自身も詳しいことはわからない。だか

ら、どのような形で取り扱うのか、区民から見れば、そこを一番検討してもらいたいと思う。 

○ 会長 

広報その他について、事前に区民がある程度の概要を心得ておくだけで、大分違うかと思う。区

へお願いしたい。 

○委員（学識経験者） 
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この訓練を計画したのはどこか。 

○事務局 

医療救護所の訓練については、地域医療課と経営課等、事業本部全体の中で計画した。 

○委員（学識経験者） 

今回は、日大練馬光が丘病院は受け入れ側だから、順天堂練馬病院は現場へ来るということか。 

○事務局 

 実際の災害があれば、順天堂練馬病院の医師は当然順天堂練馬病院で対応せざるを得ないと思う。

今回は訓練なので、トリアージの指導をするために光が丘第四中学校へ来て、職員に指導していた

だくことをお願いしている。 

○委員（学識経験者） 

今回は訓練だからいいと思うが、考え方として日大練馬光が丘病院だけではなく、順天堂練馬病

院も受け入れ体制を整えて、実際に患者を送り込むような訓練してもらうということも必要なので

はないのか。 

○事務局  

 昨年は順天堂練馬病院と石神井東中学校を会場に訓練を実施した。交互に訓練を重ねていってい

るという状況だ。 

○委員（学識経験者） 

訓練の際には、地域の住民へどの辺まで呼びかけて参加させるのか。 

○事務局 

 今回の訓練については、避難拠点の関係者を中心にしてやる方向で現在考えている。 

○委員（学識経験者） 

 タイムスケジュールのことだが、光が丘第四中学校でトリアージの訓練を初めてやるのか。３０

分の間で説明をして、実践をして、１５時になると日大練馬光が丘病院へ搬送するというような流

れか。 

○ 事務局 

 トリアージの訓練は毎年やっているが、当日にすべてやるというのは難しいため、実は１２月１

日にトリアージ訓練の講習会を区役所でやる予定になっている。講習会では、病院の医師だとか、

色んな人に参加してもらう。 

 

【議 事】 ４ 日本大学医学部付属練馬光が丘病院に係る支援要請について 

○事務局 ［資料７を説明］ 

＜質疑応答＞ 

 

○委員（区議会議員） 

先日、高齢者医療特別委員会と決算特別委員会に、この問題が大きく取り上げられた。まず１つ

伺いたいのは、地方の病院と違ってこれだけ多くの患者が日大練馬光が丘病院には通院や入院をし

ているが、平成３年開設以降こうして赤字が続いてきた。どうしてそのような状況が続いていたの

か、また経営状況の厳しさをどう認識されて経営されてきたのか、聞かせて欲しい。 

○委員（日大） 

 経常収支差額の推移を初めて見た人は、かなりショッキングで何をやっていたのかと思う人もい

ると思う。平成３年の立ち上げの時に、かなり苦しい立ち上げだったということが大きな要因だ。
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おそらく平成１１年、１２年まではマイナスだが、平成１２、１３年位にはプラスになるのでない

かというような見通しをしていたと思う。そう考えていた時に診療報酬改定が来た。それに病院の

いろんな貸借が少しおくれて、このような結果になったのだと思う。今、医療収入が大体７６、７

７億円程度で、１０年前は７０億円をちょっと切る位だったと思うが、診療報酬改定というのは、

１０年前から累積でマイナス７.３％。だから、同じことをやっていても、７５億円×７.３％、つ

まり５億円から６億円位マイナスになってしまう。努力が少し足りなくて４億円位になっているが、

やはりその努力の内容をもう少しよくしなければだめだという認識はあるとはいえ、診療報酬改定

の外的要因というのはかなり大きいと思う。それが１つの要因だ。もう一つは、この１０年でのＩ

Ｔ化やレセプトオンライン化といった医療の効率化の問題だ。日大練馬光が丘病院も、何とか今年

度に行ったが、国自体が、医療の効率化をだれがだれに対して言っている言葉かというのは、非常

に難しいと思う。これまで病院に市場原理主義がなかなか入ってこなかったが、最近は、会社と同

じような考え方になってきた。病院経営者の中で、非常にリセプターが高い人や情報が先に入る人

は、それに対処してきたと思う。典型的な例が、平成１７年にできた順天堂練馬病院。そういった

マイナス改定や社会の動き、ＩＴ化に対する方法をいち早く取り入れた病院だ。日大練馬光が丘病

院は、平成３年から１７年の間に、インフォメーションが少し遅かったという理由やＩＴ化をする

ためのスペースがなかったりして、なかなか進まなかった。今も電子カルテ等、まだできてない部

分がある。そういったことを取り入れた新しい形の病院をつくらなければ駄目だということが、こ

の１０年で多分起こってきたと思う。そのことが２つ目の要因だと思う。３つ目の要因は、病院自

身の努力。努力は幾つかやってきたが、これは組織を考えないと、なかなか語れないことがある。

例えば、人事権や人件費等をすべて病院長の責任で決められないということ、これも１つ大きな要

因だと思う。もう一つは、日本大学自身が１４学部を持っているということ。組織の動き方として、

例えば給与体系の問題があるが、これについては平成１９年度からはかなり積極的に日本大学とし

ても動いているが、それが１４学部の隅々までスムーズにいくかといえばなかなか難しい。教育を

中心とした文科省中心の学部運営と、病院のような会社運営とがあるため、人件費を削減するとか

そういうことが経営にすぐには直結していない。医学部単独で動くことが難しく、ほかの単科医科

大学の方がそのような小回りがきく。もちろん医学部も努力し病院も努力しているが、その３つが

大きな要因だと思う。 

○委員（区議会議員） 

病院経営の難しさというのは、日大練馬光が丘病院だけではなく全国的なものであり、それをど

うやってそれぞれの自治体で支援をしているのかということも、議会の中では議論があった。支援

をする方向で、今、議会側も一生懸命やっている。それは、医師会立病院が破綻したのを受けて、

平成３年から引き継いで練馬区の中核的医療基盤の確保を行ってもらった日大練馬光が丘病院には

恩義があり、そういう思いで我々もこの支援要請にはこたえなければいけないし、これから取り組

んでいこうと思っている。そこで質問だが、通常５００床以上あると病院経営は成り立つというこ

とが専門家の間では言われているが、日大練馬光が丘病院は３４４床だ。将来の話になるが、例え

ば、５００床以上の規模で近代化した経営しやすい環境の病院に建てかえた場合、経営が改善する

のか。もう一つは、議会側でも頑張るが、病院側の経営改善努力がないことには、はい、そうです

かと言って、税金を使って支援するわけにいかないというのも、ぜひ理解して頂きたい。この２つ

について聞かせて欲しい。 

○委員（日大） 

 ５００床と３４４床とどちらの経営がいいかは、多分５００床だと思う。ただ、３４４床を５０
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０床にすぐ変えるには、これは成り立ちから考えなければいけないと思う。平成３年の時に板橋病

院と駿河台病院の２つ病院があり、医師の数は全く増えない状態で練馬光が丘病院に来ている。医

師を増やす努力がスムーズにいけば３４４床よりは５００床の方が経営はよくなると思う。これは

他の２病院との相互関係のうちに決まっていくものだと思うので、非常に難しい問題がある。今年

及び来年、あるいはこの２、３年に、練馬区の視野に立つとすれば、日大練馬光が丘病院が他の病

院よりも抜きに出ないとだめだと思っている。医学部全体としてどうするかというのは、医学部の

中の問題になってくると思う。少し話はそれるかもしれないが、最初に日大練馬光が丘病院を立ち

上げた時、事務職員や看護師の生活を守るということで、職員全員を追い出して始まったわけでは

ない。医師だけが来た。だから、その人たちの次の日の生活を守ったというような言い方もできる

と思う。そういう意味においてはその人たちは残ったが、日本大学のやり方が浸透するのに、やは

り何年もかかるし、今もまだ残って居る人もいる。だから、スタートから経営自体が他の２病院と

比べて非常に難しいということは感じている。もう一つ、これはもう大変重要な質問だが、改善計

画がないと、税金を使えないというのはおっしゃるとおりだと思う。資金支援５億円の利息免除に

ついては、平成１９年度に日本大学の経営収支が悪くなったことから平成１９年度の決算を見て、

平成２０年度の途中に、もう医学部で資金を出せないから５億円を借りてくれということを言われ

た。ということは、多分、去年の１２月あたりに本学から医学部が言われたと思う。だから、平成

２０年度の日本大学の決算を見て言ったのではない。診療報酬改定というのは、やっぱりものすご

く大きいと思う。はっきり言えば、今マイナス改定をされると、多分、練馬区が援助してくれても

ちょっと無理かなという感じもしている。だから、プラス改定が大前提であり、プラス改定がどれ

位になるかというのが非常に問題になってくると思う。医療機器を購入したり、アメニティーを変

えたり、ジェネリックをいれたりした時の改善が平成２１年、２２年に出ているから、診療報酬改

定が加わってくると更に改善されることになる。病院として自助努力で改善が難しいのが、大学全

体で動かなければだめな人件費等々の問題だと思う。改善計画については、現在、診療報酬改定が

どれぐらいになるかがわからないということで診療報酬改定を見込んだ数ではない。 

○委員（区議会議員） 

非常に貴重な生のご意見を伺えた。私たちが危惧している部分は、もう一つある。平成３年に、

医師会立病院が建てた軀体のことだ。大学病院仕様で建てた病院でないものを、ここまで経営をし

ていただいた、努力もしていただいたという思いは持っている。今でもそんなに悪い機械は使って

いないが、診療報酬のポイントを上げるために最新のＣＴやＭＲＩを入れるにあたって、今のスペ

ースではやはり狭いのか。 

○委員（日大） 

ＣＴ、ＭＲＩをあと１台づつ入れる位なら何とか可能だと思う。それ以上は無理だ。 

○委員（区議会議員） 

何故そういうことを聞くのかというと、やはり診療報酬が上がり日大練馬光が丘病院の経営が安

定してもらいたいと思ったからだ。高度医療機器、最新型のＣＴやＭＲＩ、ましてやベッド等を入

れる時、軀体を壊して部屋を大きくしなければいけないような準備があるのであれば、練馬区や議

会としても考えなければならないということは、議会で議論されている。支援するのなら、そこま

でしなければいけないのではないかという思いがあるから伺った。 

○委員（日大） 

これは非常に微妙でデリケートな問題だが、この１、２年が大事だと考えている。ＣＴやＭＲＩ

を入れてしのがないと、今後の経営がむずかしくなる。だから、ここをしのげれば、何とか新病院
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のほうへつなげると思う。だから、しのげるか、しのげないかの瀬戸際に来ているというような言

い方のほうが正しいかと思う。 

○委員（区議会議員） 

練馬区による支援で、改善予定額に委託事業拡大というものが大きく載っているが、現在、練馬

区から委託事業というものは、どういうような事業をしているのか。さらに拡大ということから、

どういうような事業を日大練馬光が丘病院としてやる予定なのか教えて欲しい。 

○委員（日大） 

現在２つの事業を委託されている。１つは小児救急で順調に伸びている。もう一つは、心臓循環

器で心臓内科と心臓外科がこれほどきちっとそろっている病院はないと思う。日大練馬光が丘病院

には日本大学で一番心臓の手術がうまい先生がいるので、内科と外科の連携が非常にスムーズに出

来ている。 

新しい委託事業として考えているのは、２つある。脳卒中に対しては板橋区がリーダーシップを

とっているが、心筋梗塞の地域医療連携パスは、練馬区やその周辺でかなり進んでいる。新しい委

託事業として拡大したいのは、不整脈に強いドクターが医学部の中でこちらへシフトしてきたこと

から、心不全の地域医療連携パスの導入や不整脈治療の強化を図りたいと思っている。今までやっ

ている心臓循環器救急医療を多少拡大できるのではないかと思っている。もう一つは、産婦人科が、

いち早くセミオープンシステムというものを始めた。セミオープンシステムとは、地域の産婦人科

の医師と連携をとって、なるべく早い時期に妊婦さんに病院に訪れてもらい、実際にお産がある時

までは、その診療所やクリニック等で診てもらうシステム。完全なオープンシステムとは、アメリ

カなどでやっているが、その地域の産婦人科の医師が病院の中へ入りお産を行うシステム。セミオ

ープンシステムというのは、そこまではいかないシステムだ。オープンシスムテムにすると、医療

事故等の関係で、どちらの責任がどうかとか、今、非常にややこしい問題がある。ただし、そうい

う連携を図りセミオープンにすることによって、産科領域ではなくて、婦人科領域まで、産婦人科

の医師とコミュニケートがとれる。これは今までやってないことだから、それによって１つの事業

体系ができるのではないかと考えている。 

○委員（区議会議員） 

練馬区では産婦人科が年々減ってきているのが現状。今、日大から力強い提案をしていただいた。

この内容をぜひ練馬区としても新たに立ち上げていかなければならない。何か一工夫、区として考

えて手を打っていただきたいと思うが、その辺はどう考えているのか。 

○事務局  

今言って頂いた内容を実現したいと思っている。特に地域医療連携パスは、連携がないとどこの

病院もやっていけないと思う。その中核として、心筋梗塞、心不全、不整脈を担っていただけると

いうことで、非常に心強く思う。やはり側面から区民の命、健康を守るために行政として支援しな

ければならない。セミオープンシステムは、これはほんとうに区が必要としている部分だ。練馬区

は人口７０万人を超えるのに、お産ができるところが医療機関として７カ所しかないという非常に

危機的な状態だと考えている。そうなっていくと、今ある医療資源をいかに活用するかということ

になる。産婦人科はそれなりに多いが分娩は行っていないため、そういったところとの連携を作っ

ていかざるを得ない。日大練馬光が丘病院の医師にも負担が多々かかってしまうとは思うが、セミ

オープンシステムといったような機能ができれば、区民もかなり安心してお産ができる状態はつく

れると考えている。この辺については十分協議して、来年度以降、実現できるような体制で考えて

いきたいと思っている。 
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○ 委員（区議会議員） 

やはりそのようなことを日大練馬光が丘病院も一生懸命やっていただきたい。確かに練馬区の中

核病院であるというだけで、練馬区として財政的支援というのはなかなかできないと思う。ぜひと

も日大練馬光が丘病院は練馬区になくてはならない病院だということを、病院のほうも一生懸命発

信していただきたいということを要望したい。 

○ 委員（区民委員） 

この赤字の問題がどれほど難しい状況で、その中をどのように切り抜けているのかということを

勉強させて頂いた。十分に抜け目なくやっているように思う。先ほどの話で、今一番大事なことは、

抜きんに出ることだと言っていたが、診療報酬の制度が重くのしかかっている中で、例えば心臓の

高度な医療や連携パス、セミオープンシステムはおそらく抜きんに出る１つの事業としてとらえて

よいのではないかと思う。日大練馬光が丘病院が他に抜きんに出るような部分があったら教えて欲

しい。 

○委員（日大） 

これは経済的に抜きに出るのか、ただの診療で抜きんに出るのか、なかなか難しいと思う。例え

ば、私の領域であれば、日大板橋病院でやってない手術を日大練馬光が丘病院でやっているとか、

これは医師の動き方によってかなり変わってくる。今は、整形外科領域であっても腫瘍を扱うのは

日大練馬光が丘病院が３病院の中で一番多い。どこに対してアピールできるかということになると、

それは３病院の中で比べるときと、あるいは全国的にどれぐらい有名だとかということの評価の仕

方はいろいろあると思うが、領域によっては売りにしている疾患というのはある程度ある。ただ、

それは永久的なものではなくて、医師の異動等々で、これは変わってくるものだと思う。一番安定

して抜きに出ているのが小児科や循環器であるのが、現状だと思う。 

○委員（学識経験者） 

本当に説得力のあるお話をいただいた。最初は、どうなってしまうのかな、もう何が何でもここ

から撤退するよと言われてしまったら困るな、そんな気持ちで聞いていたが、経営改善計画など前

向きな話だったので安心した。これは行政だけではなく、議会と行政とが一体となって援助の手を

差し伸べてもらわないといけないことだ。ぜひお願いしたい。 

○ 委員（区民委員） 

日大練馬光が丘病院の患者は、区外の方々も幅広くかかっていると聞いている。そういう実情か

ら見ると、区の中で処理することも確かに必要なことだと思うが、都からの支援はどのような形で

行われるのか。現実に行われる可能性があるなら都へ働きかけるのも事務局の仕事ではないかと思

うが、そこのところはどのように考えているのか。 

○事務局 

 東京都も例えば災害医療や小児救急等、個別の事業で一定の支援をしている。ただ、経営全般と

いうことで、なかなかそれはし切れてないという部分が多々ある。ただ、練馬区として、区民や都

民が必要とされる産科医療や小児救急などはもっと支援を要求していきたい。区もやるが東京都も

やってほしいし、できれば、国へも支援をお願いしたいと考えている。 

○ 委員（区民委員） 

確かに、今、東京都の中では小児救急の関係は足りなく、非常に求められている。これは区民だ

けでなくて、都民全体、日本全国で求めている。そういう中で、練馬区の中で苦しむ必要はないと

思う。せっかく日大練馬光が丘病院をここまで応援するという状況であるなら、東京都や国へその

ような働きかけをしてほしい。区民としてそう思う。 
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【議 事】 ５ その他  

 

○ 委員（区民委員） 

 新型インフルエンザがどんどん拡大する可能性があるということで、この点について病院運営は

うまくいっているのか。予防接種が段階的に実施されているとか、新型インフルエンザの患者が来

たときの受付の状況がどうなっているのか等、ホームページにそのような情報が全然ないようだが、

今の状況を教えて欲しい。 

○ 委員（日大） 

 新型インフルエンザのワクチンに関しては、大学病院が重症化した者を入院させなければだめだ

という姿勢で基本的には臨んでいる。ただどうしても周辺の住民はワクチンを日大練馬光が丘病院

で接種したいという要望があるのでそれを拒むということはないが、医師会と連携しながら、基本

的には大学病院としてやれることを中心にやっていきたいと思っている。極端なことを言えば、新

型インフルエンザのワクチンの儲けとかを主流にして考え、かなりそちらに力を入れていろんなこ

とをやっていくことも出来るが、新型ワクチン等々の配給を受けた時には、周りの住民が困らない

程度に受けいれるという体制でやっていこうと思っている。ワクチン接種を中心にやっていく方針

ではないというのは、ひとつご了承いただきたいと思う。今週から接種する患者の中でも優先順位

があるため、優先順位の高い人の予約を受けながらやる予定だ。ただ、供給も週に何人分と決まっ

ているので無制限に接種することはなかなかできない。治療については、小児を中心に新型インフ

ルエンザの人がかなり多く来ている。９月からかなり急患の数が増えているが、月に小児科だけで

もう５００人以上陽性の人が来ている。入院患者も８月からトータル７０人ぐらいが来ており、内

科はまだ１人ぐらいだがどちらかというと、今、小児のほうが多いという現況だ。ほかの患者さん

への影響も考えながら、できるだけ治療にしてもやっていくという姿勢で臨んでいきたいと思って

いる。 

○ 委員（日大） 

あまり宣伝をしてインフルエンザの患者ばかり来てしまうと、本来の患者が困るということもあ

ってなかなかこれは難しい問題がある。確かに小児科は、都内では２番目に多い入院患者数を扱っ

ていると思う。先日、抗インフルエンザウイルス薬を飲んでいるにもかかわらず、Ａ型が出たとい

う人がいて入院をしていただいた。しかし、そういう患者が沢山増えてしまうと、他の患者に対し

て影響してしまうので、そういうものを考えながらやらなければいけない。ホームページの中でと

いうこともおしかりがあったが、宣伝して、その患者ばかり集まってこられても困るということも

ある。開業医たちへワクチンを均等に分けて、色んなところで接種してもらう方がいいのではない

かと思う。必要な量がないため優先順位をつけて接種するわけだが、小児科の場合は例えば２回打

ちをしなければいけないとか、人によって打つ量が違うとか、非常に大変だ。最初に我々の病院に

来た人たちは小児科でまず接種する。小児科は２回打ちなので、２番目に来た者は１回目に来た分

を除いた分だけを内科で預かって、少しずつ打っていくというような形でやっている。どうしても

入院が必要であれば受けるが、感染症の専門の病棟があるわけではないことから、病棟の一番端の

ほうに仕切りをつくって対応をするというような形で、慎重にいろいろと様子を見ながら、対応し

ていきたいと考えている。今週から一般の患者の中でも優先順位が高い人から接種を始めた。小児

科はそれぞれの主治医がピックアップをして、打ったほうがいいという患者がいたら、こちらから

連絡をして来てもらい、接種するという形で、小児科とそれ以外で分けて対応している。病院の職
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員も全員打てる分はワクチンをもらえていない。だから、病院の職員も全員は打っていないし、優

先の順位の高い人しか打てていない。患者へも優先順位の高い人から接種していきたいと思うが、

優先順位が高くない人でも病院に来て、打ってくださいと言う人がいる。その説明に時間をかなり

費やしていて、それで少し困っているところがある。だから、患者自身にもそういう理解をしても

らい、優先順位の高い人に譲ってもらうような形でやってもらわないと、混乱することがあるので

はないかという感じがしている。今はそんな形で、毎週のように会議を開いて対応している。 

○委員（区議会議員） 

高熱が出たときのタミフルとリレンザの量は十分確保されているのか。不足しているというよう

な話も聞いたが。 

○ 委員（日大） 

リレンザはほとんどなく、タミフルはまだあると思う。入院して治療し、無事退院されたが、耐

性の患者を現実に経験した。その人は、最初、インフルエンザＢ型が出たので、タミフルを出した。

しかし、全然熱が下がらなくてもう１回検査をしたら、飲んでいながらＡ型が出た。薬は５日間飲

む必要があるが３日間ぐらい飲むとよくなってしまう。そうすると、家族にあげてしまったりする。

中途半端に飲まれるのが一番困る。５日分というのは、その人のものなので、３日ぐらいでよくな

っても、５日分を飲んでもらう必要がある。そういうことをすると耐性ができてしまうということ

がある。 

○委員（学識経験者） 

新型インフルエンザは１回かかったら、２回目は大丈夫か。 

○ 委員（日大） 

中途半端なかかり方をしなければ、かえってかかってくれたほうが、免疫ができるのではないか。 

○委員（学識経験者）  

私も先日、熱が上がり、夜に駆けつけて日大練馬光が丘病院で助けてもらった。タミフル５日分

をもらい、その夜１錠飲んだら、次の日は熱が下がってしまった。医師からは５日間はちゃんとタ

ミフルを飲んでくださいと言われていて、途中で熱がいくら上がっても、病院へは来ないでくれと

も言われていた。もし熱があったら、今度はこれを飲んでくれと指導された。その点では、非常に

行き届いた治療をしていただいた。おかげで、次の朝は熱が随分下がり１錠であれだけ効くのかな

と思った。あんまり効き過ぎたのでやめてしまおうかなと思ったが、５日間だけはちゃんと自宅で

寝て飲んでいた。３日目には、もう平熱になった。おかげで命を助けていただいた。 

○会長   

時間となり、審議事項もすべて終わりました。実質的には今回が私どもの任期の最後の会になり

ます。２０年という長い間、本当に日大練馬光が丘病院には区民のために筆舌に尽くせないような

ご努力を賜り、本当にお世話になりました。私がうれしく思うのは、皆さんが本当に心をそろえて

日大練馬光が丘病院が区民のために役立つような方向で一緒に頑張ろうという姿勢をひしひしと感

じたことです。大切なこの会の責任の一端を果たしたかなと思います。本当に皆様に感謝していま

す。まだ問題は多難なようですが、非常に安心のできる姿勢を承りまして、本当に練馬区民である

ことを大変うれしく思います。これからも議会と区と区民と一緒になって、我々の地域の健康を守

るための努力をまた続けていきたいと思います。本当に皆様ありがとうございました。これで、本

日の会議は終わりにしたいと思います。最後に区から挨拶をお願いします。 

○委員（健康部長） 

第８期日大練馬光が丘病院運営協議会の皆様には、熱心にご協議いただいてありがとうございま
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した。日大練馬光が丘病院は、地域の皆様にとってこの上のない貴重な医療資源であり、こんなに

も今までご努力を頂いたことを、今、肝に銘じたところです。また、これからも皆様に大切にして

頂き、より良い医療環境をつくっていくために一緒に努力をしていく所存です。本当に本日はあり

がとうございました。 

 

 


