
第９期日本大学医学部付属練馬光が丘病院運営協議会（第１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 22年 3月 19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】 

      飴谷聡委員、井上昌知委員、齋藤教子委員、初見定俊委員 

      【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】 

      小山寿雄委員、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） 

      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     

委嘱式        

（１）日大練馬光が丘病院運営協議会について  

（２）日大練馬光が丘病院の紹介 

（３）日大練馬光が丘病院の利用状況について 

（４）小児救急医療について   

（５）日大練馬光が丘病院に係る支援要請について 

 

６ 提出資料 

① 第９期日本大学医学部付属練馬光が丘病院運営協議会（第１回）次第 

② 日本大学医学部付属練馬光が丘病院の設置運営に関する基本協定書 （資料１） 

③ 公有財産貸付契約書 （資料２） 

④ 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 （資料３） 

⑤ 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４） 

⑥ 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５） 

⑦ 診療圏調査（平成 2１年度） （資料６） 

⑧ 診療科別紹介・逆紹介件数（平成 2１年度） （資料７） 

⑨ 平成 21 年度小児救急患者数（15 歳以下）月別推移 （資料８） 
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⑩ 平成 20 年度小児救急患者数（15 歳以下）月別推移 （資料９） 

⑪ 練馬区小児救急患者数（15 歳以下）推移（年度別） （資料１０） 

⑫ 日本大学医学部付属練馬光が丘病院への支援等について （資料１１） 

⑬ 日本大学医学部付属練馬光が丘病院 病院案内 （パンフレット） 

 

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  

 委嘱式の後、会長の選任を行った。その結果、籏野脩一委員が選任された。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運営協議会について 

 

○事務局 [資料１から資料３を説明] 

 

＜質疑応答＞ 

 

○委員（区民委員） 

区と日本大学で結んだ協定書の診療科目に歯科が入っていないが、歯科についても高度医

療を提供して欲しいという区民の声をよく聞く。今からでも歯科を新たに設けることは出来

るのか。 

○委員（日大）   

歯科、口腔外科については、必要な科であると解釈していて、過去、様々な検討をした。

しかし、スペースの関係で難しい点がある。将来的に、スペースを有効利用しながら、歯科、

口腔外科など前向きに考えていきたいと考えているが、すぐできるかどうかについては、慎

重に考えたい。 

○委員（区民委員） 

スペース以外に問題があるのか。 

○委員（日大） 

歯科医の確保はある程度目処がつくと思うが、歯科医だけでは口腔外科を開設することは

なかなか出来ない。看護師や職員等も必要となってくるので、人件費等を考えると少し難し

い面もあると思っている。 

○委員（学識経験者） 

歯科口腔外科の設置については、ここ１０年来、要望をしている。練馬区内の病院で口腔

外科の専門病院は１つもなく、練馬区民は不便だと思う。昨年ぐらいから病院でも前向きに

検討してもらっているが、色々な事情もありまだ少し難しいと思っている。 

○委員（区議会議員） 

病院としては、やはり常に高度医療を目指していくのだと思う。協定書には、「現存する医

療機器その他の備品は無償で貸し付ける」と記載されているが、高度な医療を目指すために

は最新の機器にかえていく必要性が出てくるだろう。その際、色々課題が出てくると思うが、

費用負担については練馬区と協議するのか。どのようにして最新機器に切りかえていくのか、

教えて欲しい。 
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○事務局  

協定書の中では建物の貸付けなど定めているが、医療機器等については、病院側で独自に

購入するというのが基本だ。ただ、例外として病院の手術室については区が負担したことが

ある。本来は病院側が負担すべきものだが、区民が手術を受ける機会を多くすることを理由

に議会に諮った。そういった観点からは、高度医療機器についても、場合によってはそうい

う検討がなされる可能性もある。 

○委員（区議会議員） 

色々課題があるとは思うが、その時の状況を共有して可能性があれば高度医療など取り入

れるなどして、支援して欲しい。 

○委員（日大） 

協定書の「現存する」という意味は、平成３年のときに現存するという意味で、その点を

認識していただきたい。減価償却は非常に短く、例えばＣＴやＭＲＩの医療機器は減価償却

が５年なので、１億円の機械を購入すると２,０００万ずつ使っていくような形になる。非常

にお金がかかることだ。また、機器の種類によって診療報酬の点数がかなり変わってきてい

て、それが最近、顕著に出てきている。機器を新しくするというのは病院としては大変重要

な課題であるが、そうたやすい問題ではない。 

○委員（区民委員） 

協定書で、「保証金５０億円を区に差し入れるものとする」ということになっているが、区

へ差し入れた５０億円は、運用されているのか。 

○事務局  

５０億円は保証金として区で預っている。 

○委員（区民委員） 

平成３年の時、保証金の関係で光が丘へ進出出来なかった大学も他にあるのではないか。

ＣＴやＭＲＩなど新しい機器を購入したいというときに、資金の貸付をすることは出来るの

か。 

○事務局   

昨年９月に日本大学から区へ、支援要請という形で資金の貸付の依頼があった。５億円を

２年間、計１０億円を貸し付けてほしいという内容で、最終的にはこの保証金を担保にでき

ないかということで検討を進めてきた。しかしその後、大学側から資金の借り入れをしなく

ても良くなったという話になった。提案を頂いた内容は、過去検討してきている。 

 

【議 事】２ 日大練馬光が丘病院の紹介 

 

○日大練馬光が丘病院事務職員 [パンフレットを説明] 

 

【議 事】３ 日大練馬光が丘病院の利用状況について 

 

○事務局 [資料４から資料５を説明] 

 

＜質疑応答＞ 

○委員（区議会議員） 
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救急患者数が、日を追って増加している傾向にあるが、この増加の理由を教えて欲しい。

また、１日の時間帯で何か特徴があるのか。 

○委員（日大） 

２１年度は９月ぐらいから増加してきているが、おそらく新型インフルエンザの影響がか

なりあると思う。救急患者は満遍なく来るが、昼と夜で比べるとやはり夜間のほうが少し多

い。年間約２万人のうち１万２,０００人が夜間で昼間が７,５００人ぐらいだから、大体６

割強を夜間に救急患者として受けているということになる。 

○委員（区議会議員） 

昼間だと近くの病院に駆け込めるが、夜はどこも閉まってしまうから多くなるのだろう。

夜間は当直のローテーションを組んで、医師、看護師が病院に詰めていると思うが、人数は

そう増えてはいない。それが過重労働に繋がっているのではないか。医師、看護師を増やす

のは困難なのかどうか、教えて欲しい。 

○委員（日大） 

ここ最近ではなく、何年も前から過重労働になっている。マスコミ等を含めて、過重労働

に注目が集まってきて、それが浮き彫りにされているというのが現状だと思う。看護師に関

しては、入院の体制で７対１看護をとっているため、病院としては看護師がとりわけ少ない

ということはないと思う。７対１看護は診療報酬がたくさん取れることから、大きな病院が

看護師の確保のために相当競って、いろいろな努力をしている。日大練馬光が丘病院も努力

をして７対１は確保できているが、これ以上救急に対して増やすとなると、人件費等で難し

いだろうと思っている。医師に関しては、看護師よりも増やすのは極めて難しい。日本大学

には３つの病院があるので、どうしても日大板橋病院、駿河台日大病院のほうに人数をとら

れて、日大練馬光が丘病院へ回ってくるのが少ないというのが現状だ。別な言い方をすると

少ない人数で多くの救急患者さんに対応しているということだ。救急車の受け入れ台数は年

間３，５００台程度だが、規模が３倍もある日大板橋病院でも 3次救急患者を除くと５，０

００台ぐらいだ。その数字だけでも、いかに日大練馬光が丘病院は救急患者や救急車が多く

て、かなり疲弊をしながら働いているという現状がわかると思う。 

○委員（区議会議員） 

根本的に医師を増やすというのは国の責任だと思う。みんなで国に要求の声を上げていか

なければならないと思っている。今、医師の中でも女性が増えているが、女性の医師が仕事

と育児を両立できるような仕組みは十分なのか。 

○委員（日大） 

昨年の１月頃、医学部の教授会の中で、女性のワーク・ライフ・バランスについて検討委

員会を設立した。明確な答えはなかなか出ないが、これは大学を挙げて取り組んでいる。 

○委員（区民委員） 

利用状況のデータを見ても、専門家でない限り多いとか少ないといったことが分かり難い

と思う。同等の病院と比較するとか、あるいはベット数で割り算するとか、データの解析が

あった方が分かりやすいのだが。 

○事務局 

今後、比較できるような資料を提示していきたい。 

○委員（区民委員） 

データをどう比較するのかが重要だ。そのあたりをどのように判断して読んでいくのか、

ということを事務局も捉えて欲しいと思う。 

○委員（区民委員） 

入院患者数の８１.１３％という数字は、特定機能病院クラスだと非常に低い。入院患者の
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少ない診療科というのはどの科なのか。病院によっては小児科や産婦人科の稼働率が悪いと

いうことが考えられるが。 

○日大練馬光が丘病院事務職員 

８１.１３％というのは、許可病床数に対するパーセンテージだと思う。実際は、実働がも

う少し下がっているので、８４～８５％程度で推移している。そのため、低い数字ではない

と考えている。また、小児科あるいは産婦人科の場合は、在院日数が少ない科でもあるため、

稼働率も低めで推移をしている。ただ、全体的に内科、外科、その他の科を見て極端に稼働

率が低いという科はない。むしろ医師の交代や不慣れであるという時に稼働率は低くなると

いうような傾向はある。病院全体の在院日数は約１４日なので、まず平均的だろうと思う。 

○委員（区民委員）   

９月の入院患者数が低くなっているが、これは看護師や医師を休めるため、計画的に入院

患者を減らしているのか。 

○委員（日大） 

これは自然に減った数だ。おそらく４連休が去年の９月から始まったのが原因だと思う。

病院の稼働率は土曜日を含めて休みの時にかなり低くなる。これは患者も連休で退院したい

という思いがあるからだろう。４連休の時に稼働率がかなり低くなるのは、日大板橋病院、

駿河台日大病院でも同じ傾向だ。 

 

○日大練馬光が丘病院事務職員 [資料６から資料７を説明] 

 

＜質疑応答＞ 

○委員（区議会議員） 

リハビリテーション科で、初診患者数、紹介件数、紹介率がゼロで、逆紹介件数が１０件

というのは、どのような状況なのか。 

○日大練馬光が丘病院事務職員 

リハビリテーション科というのは、原則として外来患者は扱ってなく、主に入院患者を対

象にしている。例えば入院患者が、リハビリテーションをして、紹介された病院へ転出する

というような形だ。 

○委員（区議会議員） 

今、区民から回復期リハビリについて強い要望が出ているが、今後は回復期リハビリを行

う見通しはあるのか。 

○委員（日大） 

回復期リハビリ病院は区外にはある。日大練馬光が丘病院から見れば、回復期リハビリが

ないということは非常に問題だと思うが、現在、そういう病院へ患者を送っていくやり方を

行っている。おそらくハイブリッド型のような病院を指していると思うが、やはり急性期病

院は急性期の治療を主に行っていくのが今の医療現状のため、なかなかそういった両方の機

能を兼ね備えるというのは難しいと思う。 

○委員（区議会議員） 

区民の要望をかなえるためには、いろいろな課題やハードルがあって大変だと思う。しか

し、何らかの打開策を見つけて、ぜひ区民の願いにかなう方向に頑張って欲しいと要望する。 

○委員（区民委員） 

診療圏調査、診療科別紹介・逆紹介件数という資料は、病院マネジメント上、どういうた

めに用意したのか。例えば遠いところから通えないのなら、病院が巡回バスを出して、もっ

と便利にしようといったような意図があってのことなのか。 
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○委員（日大） 

その意図も多少はあると思うが、今後役立つと思っている。 

○事務局 

日大練馬光が丘病院は、医師会立病院の後を受けてもらった経緯から、区としても財政的

な支援を一部やってきた。そういった観点から、区が誘致した病院としてどれだけ区民に利

用されているかということが重要であり、これが診療圏の資料で示される。この資料で区外

の患者が５０％という話になってくると、税金を区民に還元されていないといったような話

にもなりかねない。紹介・逆紹介の資料については、かかりつけ医から紹介されたり、逆に

患者が一定の治療が済めば、かかりつけ医へ返したり、といったことがいかに進められるか

ということも地域医療の１つの視点だ。そういったことから、こちらの資料については、行

政として提出してもらっている。 

○委員（区民委員） 

病院に行くと、地域のお医者さんと仲良くするというのがテロップで流れている。それを

見て、なるほどと感じるが、実際、紹介率が高いほうがいいと判断しているのか。逆紹介は

うまくまわっているのか。 

○委員（日大） 

紹介状を持ってくる患者と持ってこない患者では初診料が違う。より地域に密着した形に

なると、近くの人がそのまま来てしまう場合も多い。普通の大学病院は、紹介状を持ってこ

ないと診ないスタンスの方が多いと思う。だから日大板橋病院は紹介率が高い。日大練馬光

が丘病院も、現在は紹介率が４０％台にはなったが１０数年前は２０％ぐらいで、紹介率に

対する診療報酬があまり関係ない時代は、紹介状がなくても結構診ていた。紹介率の数字自

体をどういうふうにとらえるかというと、低くても直接来ている人が多いというような考え

方も出来るし、大学病院としては珍しく地域に密着している病院だと理解出来ると思う。 

○委員（区民委員） 

紹介率と診療圏調査との束ねた分析は行っているのか。 

○事務局 

開院した当初は、なるべく区民と医療機関とが密着できるようにするということで、かか

りつけ医の制度を広めるということがあった。地域にどれだけ密着できるか、そういった観

点からは、ある程度紹介率の高さが１つの目安になるので、この推移をみている。大学病院

の機能を特化し生かしていくためには、地域の診療所等を活用し、かかりつけ医から紹介し

てもらう流れが一番良いだろうという１つの方針がある。そのために、日大練馬光が丘病院、

練馬区医師会、順天堂練馬病院そして区も含めた４者で医療連携の会議も行っている。診療

圏調査は、いかに地元の区民に来てもらえるかということが重要で、これがなるべく高い水

準で推移していけるようにと考えている。 

○委員（区民委員） 

練馬区外の患者も多く来ていると思う。今後、高度救命救急センターといったような新た

な施設設備を設ける場合は近隣自治体からも費用負担をお願いしたい。 

 

【議 事】４ 小児救急医療について  

○事務局 [資料８から資料１０を説明] 
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【議 事】５ 日大練馬光が丘病院に係る支援要請について 

 

○事務局 [資料１１を説明] 

 

＜質疑応答＞ 

○委員（区議会議員） 

新しい医療機器を購入するという話があったが、そうなると診療報酬のポイントが上がっ

ていくと思う。練馬区の支援と今回の診療報酬の改定とで、経営改善にどれくらいの影響が

あるのか、教えてほしい。 

○委員（日大） 

一番のポイントは、４月１日に出来高報酬からＤＰＣに変わることだ。それに診療報酬改

定が加わっているから、二重のファクターで予測しなければならないが、出来高では今まで

行き詰まりがあったというのが我々の見解だ。ＤＰＣの包括医療というのは、支出をかなり

減らし、むだを省くというような仕組だ。ＤＰＣは、入院患者だけに適用があり、外来では

そのまま出来高で計算をする。経営上、外来でなるべく検査を多くやって、ＤＰＣは流れに

乗せて検査づけにしないというやり方が経営の改善に繋がる。例えば、ＣＴでも１０分かか

る機械と１分の機械では患者の回転率は全然違う。患者が来た場合に、ＣＴを予約するのに

も何日も前に予約するなら、入院してからＣＴをやったほうがいいということにはなる。だ

からなるべく早く待たないで多くの外来枠を増やしていくために、機械は最新のものが良い。

ただし、機械が非常に高価なため、その兼ね合いで経費をどうしていくかということになる。

ただ、ＤＰＣの導入で経営的にどのようになるかという試算は、なかなか想定して考えても

難しいと思う。それから、診療報酬改定は全体で０.１９％プラスになったが、１０年間でた

しか合計で７.３％マイナスになっていたので、それにやっと今年歯止めがかかったというこ

とだ。平たく言えば、この１０年間でその７.３％分だけ我々は赤字を出している。その７.

３％が今年もマイナスになって、あるいは２～３％下がると大変だったが、マイナスになら

なくて良かったなという感じだ。民主党のマニフェストのとおり、５％あるいは７％という

ことであれば、全然違っていたところだが。 

○委員（区民委員） 

平成２０年度末には累積で８５億円の赤字ということになっている。こういう支援をして

も、平成２２年度もやはり赤字になるだろうと思う。その赤字というのはやむを得ないもの

なのかどうかというのが、今まで提示されたデータではなかなか分からない。例えばベッド

は８４％使われていて平均在院日数が１４日というのは、全国平均で見ると、そのようなも

のかなと思う。しかし、他の病院とのデータと比べたらどうなるのか、人件費比率や材料比

率はどうなのかといった経営のデータというものが出てこないから、実際の赤字の原因とい

うのが我々は分かっていないのだろうと思う。以前、病院を見学した時に大変狭いところで

努力して運営されていて、区民のために頭が下がるなという思いがした。区の財政さえ許せ

ば支援を続ければ良いが、いつまでも区の財政も続かないし、いつかこれではクローズだと

いうことになってしまう。本当の赤字の原因はどこにあるのかということがわかるようなデ

ータの提示をお願いしたい。 

○会長   

その辺はなかなか難しいと思う。赤字の原因は、やはり診療報酬が非常に安く設定されて

いることだろう。赤字になるのが当然のような、やればやるほど赤字になるようなことを実

際に経営している人からは聞く。ここではテクニカルな問題で何か改善の方向を見出すとい
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うことは、私は非常に困難ではないかと思う。 

○事務局 

私立病院、民間病院の経営情報は区としても手に入らないが、都立病院、あるいは公社病

院については、その経営状況をあらわす資料等がある。そういったものと比較すると、逆に

病院の努力の跡というのは見えてくるので、次回以降、そういった資料を用意したい。 

○委員（区民委員）  

平成２２年度の練馬区の支援策が、区議会で可決されて良かったと思う。病院を視察した

際、かなり老朽していて驚いた覚えがある。これをきちんと機能をさせるのは大変だろうな

という感じがした。機器の搬入ができないような狭い廊下など、いろいろ困難な状況でとに

かく頑張ってここまで区民のためにやって頂いたことをとてもありがたいことだと思った。

平成３３年の契約終了まで残り１１年だが、建物を改築するといった予定はあるのか。 

○事務局 

建物自体は医師会立病院から２３年が経過していて、かなり老朽化が進んでいる。毎年建

物に費やす工事費等も莫大なものになっている。そういった点からは、大学病院としての機

能をより充実できるように、この建物自体で改築するのがいいのかという問題もある。現在、

学校の統廃合が進んでいる中で、廃校になった敷地を使用して新築移転という形でできない

かということも考えている。あと１１年という期間をにらみつつ、そういった新しい建物へ

の転換ということを検討していきたいと考えている。 

○会長    

大変難しいテーマを抱えつつ、国には最新で最高の治療がどんどんやってくる。新しい機

器も入れてほしいという要望があるし、あるいは安静期まで見てくれというような声もある。

実際には経営を考えながら、そして、区民の要望も満たさなければいけないという、大変難

しい時代になったと思う。本日の会議では、経営の問題や採算の問題というのは、我々にす

ればなかなか難しい内容でもあったが、他の病院や国全体、あるいは東京都でどうなってい

るかというような資料も参考にしながら、我々も少しお手伝いできるようなアイデアを出せ

ないかというお話が出て、大変刺激的な会議になったかと思う。 

○事務局 

この協議会につきましては、年に２回ないし３回を予定しています。また日程が決まりま

したら御通知申し上げたいと思います。 


