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事業継続に関する取り組み年表

西暦 平成 月 出来事 関連リスク 備考
1994 平成6 7 ガスコージェネレーションシステム導入 ― 給湯（常用）
1995 平成7 1 阪神淡路大震災 ―
1995 平成7 3 院長・事務職員・理事で阪神淡路大震災被災地を視察 地震
1999 平成11 11 防災訓練 火災
1999 平成11 ― 節約委員会MQI活動(第4回発表大会)

「災害は忘れた頃にやってくる
～最適・最短の避難誘導を目指して～」

地震

2006 平成18 12 病院新築・移転 ― 2系統電力供給、ガス中圧管、　非常発電機を導入
ガスヒートポンプ　ガスコージェネレーション（給湯・暖冷房常用）

2007 平成19 1 練馬総合病院　消防計画作成 火災
2007 平成19 3 一日消防署長の訓練 火災
2007 平成19 12 日本通運（株）新宿支店江古田流通センター・旭丘東町会と

「災害活動における相互応援協定書」締結
―

2009 平成21 1 非常用発電機点検 停電
2009 平成21 7 消防訓練 火災
2009 平成21 10 震災訓練 地震
2010 平成22 12 多発傷病者対応訓練 その他 交通事故により25名の傷病者が発生した場合を想定した訓練。

練馬消防署と合同実施

2011 平成23 3 東日本大震災 ― 手術中の患者がいたが、大きな手術でなく無事終了

2011 平成23 3 新型インフルエンザに対する事業継続計画（BCP）策定 新型インフルエンザ
2011 平成23 6 停電作業 停電
2011 平成23 6 消防訓練 火災
2011 平成23 7 自衛消防訓練 火災
2011 平成23 10 第53回全日本病院学会 学会発表

「非常用発電機運用検証の一例」
停電 施設課 梅澤・三原

2012 平成24 3 ガスコージェネレーションシステム更新 停電 ガスコージェネレーション（給湯・暖冷房常用および停電時対応）

2012 平成24 6 炊き出し訓練 地震
2012 平成24 11 BCP策定 ―
2012 平成24 12 練馬総合病院消防計画　[防火管理規程]策定 地震　火災

その他の災害
2012 平成24 12 大規模災害時の対応マニュアル作成 地震　火災
2013 平成25 1 防災無線訓練 ―
2013 平成25 3 エレベータ耐震化工事 地震
2013 平成25 3 練馬医療情報保全ネットワーク構築 ―
2013 平成25 5 救護テント張り訓練 ―
2013 平成25 6 総合防災訓練 地震　火災
2013 平成25 10 停電点検 停電
2013 平成25 11 第33回　医療情報学連合大会（第14回 日本医療情報学会

学術大会）学会発表「災害時の電子カルテ・調剤システム
データの保全事業について」

― 企画情報推進室 主任 野村

2014 平成26 6 停電作業 停電
2014 平成26 12 危機管理検討会議規程策定 ―
2014 平成26 12 防災訓練 火災
2014 平成26 ― MQI・役職者合同研修Eチーム

「災害時（震災時）の初期行動」
地震 チームメンバー：栄養科 秋山・2階病棟 渡邊・ME室 北野・庶務課

阿部・庶務課 高梨・質保証室 橋本・外来 加藤
アクションカード作成等

2014 平成26 ― MQI・役職者合同研修Dチーム
「非常用電源運用時の院内システム使用について」

停電

2015 平成27 6 停電作業
2015 平成27 12 防災訓練 火災
2016 平成28 2 練馬総合病院　事業継続に関する基本方針策定 ―
2016 平成28 3 日本政策投資銀行「DBJ BCM格付」で最高評価(A評価)取

得/ビジョナリーホスピタル認証取得
― 事務部：委託業者（物流・食事・清掃等）の事業継続に関する対

策状況を把握、取引銀行の有事借入に関する契約を確認
施設課：非常用電源稼働用の軽油備蓄量や各種機器点検・災害
時の無線使用訓練記録を再確認
企画情報推進室：職員安否確認システムを構築し、訓練を実施し
た。
質保証室：リスク洗い出しと評価、事業影響度分析と目標復旧時
間設定、大規模地震発生時に対応する患者数を想定

2016 平成28 4 日本経済新聞東京版 記事掲載
「練馬総合病院の運営法人　事業継続で最高評価　政投銀
の格付け」（2016年4月1日）

―

2016 平成28 5 医療タイムス掲載
「防災対策　災害時のBCPで最高ランクの格付け
地元を巻き込みながら対策を進化させる 練馬総合病院」

―

2016 平成28 6 停電作業 停電
2016 平成28 10 第58回全日本病院学会 学会発表

「当院の事業継続計画（BCP）見直し」
― 質保証室 小林

2016 平成28 10 東電関連施設の火災の影響で、約15分間の停電が発生
停電時対応の職員アンケート調査

停電 非常用電源は速やかに稼働したが、一部情報システムでエラー
が発生したり、CT・MRIが停止したが、目標復旧時間である2時間
以内に業務を再開できた。

2016 平成28 12 防災訓練 地震　火災
2017 平成29 6 停電作業 停電
2017 平成29 9 全日本病院学会雑誌　論文掲載

「当院の事業継続計画(BCP)見直し～病院初の日本政策投
資銀行 DBJ BCM格付最高評価を取得～」

― 質保証室　小林

2017 平成29 10 練馬区新型インフルエンザ等対策病院合同訓練 新型インフルエンザ 練馬区と共同で、練馬消防署、練馬区医師会、近隣病院、地域
住民（自衛消防団）等も参加して、新型インフルエンザ合同訓練
を当院で実施した。

2017 平成30 12 防災訓練 地震　火災
2017 平成29 ― 看護部MQI活動(第22回発表大会)

「入院患者への災害時初動対応の体制を構築する」
地震 入院患者安否確認や、各部署からの応援体制の構築に取り組ん

だ。努力賞受賞。

2018 平成30 3 災害時食事提供説明会 ― 2017年度看護部MQIで取り決めた非常食提供の流れの周知と実
際に作ってみる説明会

2018 平成30 5 停電点検（ガスヒートポンプ、非常発電機の定期点検） 停電 緊急手術があったが、問題なく終了した。



西暦 平成 月 出来事 関連リスク 備考
2018 平成30 6 電話回線障害発生 ― 故障確認日時 ： 201 8年 6月 4日(月) 10 時 02 分

回復日時 ： 201 8年 6月 4日(月) 20 時 24 分
発着信不可 　故障原因 ：光心線不良 (局→現地方向 )
回復処置：当該光心線の振り替えにより回復

2018 平成30 7 病院羅針盤掲載
「事業継続計画（BCP）策定は総合的質経営（TQM）の一環
である　―練馬総合病院の経験に基づく考察―」

―

2018 平成30 11 個人防護具着脱訓練 感染症 東京都から講師派遣、医師・看護師が受講

2019 令和1 10 練馬区新型インフルエンザ等対策病院合同訓練 新型インフルエンザ
2019 令和1 12 防災体制・防災訓練への意見募集 ―
2020 令和2 1 防災訓練 地震　火災
2020 令和2 8 練馬医師会だより掲載

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の問題を考える」
COVID-19

2020 令和2 10 練馬新聞　掲載
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の問題を考える
（練馬区医師会だより629号より）」

COVID-19

2020 令和2 12 第25回MQI発表大会
COVID-19対応（感染対策の取り組み・オンライン面会・ホー
ムページ刷新）

地震　火災　停電 医療の質管理室　金内、質保証室 堀、質保証室　小林

2020 令和2 12 BCP関連規程及び大規模災害時の対応マニュアル
全面見直し

地震　火災　停電

2020 令和2 12 COVID-19 BCP策定 COVID-19
2021 令和3 4 COVID-19 BCP改定 COVID-19
2021 令和3 9 COVID-19 BCP改定 COVID-19
2021 令和3 9 日本政策投資銀行「DBJ BCM格付」で最高評価(A評価)取

得/ビジョナリーホスピタル認証取得
― 事務部：委託業者（物流・食事・清掃等）の事業継続に関する対

策状況を把握、財務に関する分析実施
施設課：非常用電源稼働用の軽油備蓄量や各種機器点検・訓練
記録を再確認
質保証室：大規模災害時の対応マニュアル改訂、COVID-19に関
するBCP取りまとめ、重要業務の実施に不可欠な情報・情報資産
評価実施

2021 令和3 12 第26回MQI発表大会
「事業継続計画（BCP）見直しと 第三者評価受審の取り組
み」

― 質保証室　小林

2022 令和4 9 IT-BCP策定 情報システム停止
2022 令和4 10 第63回全日本病院学会 学会発表

「当院の事業継続計画（BCP）見直し～COVID-19に関する
BCP策定・DBJ　BCM格付再受審～」

― 質保証室　小林


