
第２４回

全国国立大学病院集中治療部協議会

期日：平成２工年１月２３日 (金）

会場：熊本大学山崎記念館

熊本大学
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△酉
● 議曰程１

１．期曰平成２１年１月２Ｓ曰（金）

2．会場熊本大学山崎記念館

３．日程

受付１３：００～１３：ｓｏ

開会

・当番大学病院長挨拶１３：３０～１３：４０

倉津純一病院長

・文部科学省挨拶１３：４０～１４：１０

文部科学省高等教育局医学教育課

小林万里子大学病院支援室長

.特別講演１４：１０～１５：１０

「集中治療と臨床倫理」

浅井篤教授熊本大学大学院医学薬学研究部生命倫理学分野

(体憩 １５：１０～１５：２５）

･議事１５：２Ｓ～１７：００

（１）協議事項

①日本集中治療医学会によるＩＣＵの機能評価調査

②大学病院におけるＩＣＵとＨＣＵの管理について

③今後の方向性について(名古屋大学）

（２）その他

①看護部会の報告

（３）次期当番大学選出について

(徳島大学）

(鳥取大学）

会閉 １７：００

１



２出席者名簿

Ｉ
２

Ｎｏ． 大学名 役職名 氏名 役職名 氏名

１ 北海道大学 先進急性期医療ｾﾝﾀｰ長 丸藤哲 看護師長 高岡勇子

２ 旭川医科大学 部長

看護師長

郷 知

尾方千悦

高'１部長 小北直宏

３ 弘前大学 畠'］部長 坪敏仁 看護師長 山本葉子

４ 東北大学 重症病棟部高'I部長 星邦彦 看護師長 庄子由美

５ 秋田大学 部長 多治見公高 看護師長 佐藤幸美

６ 山形大学 高'１部長 小田真也

７ 筑波大学 部長 水谷太郎 看護師長 川口寿彦

８ 群馬大学 畠ＩＩ部長 國本文生 看護師長 弓|田美恵子

９ 千葉大学 部長 織田成人 看護師長 佐々木君枝

1０ 東京大学 副部長 田中行夫

11 東京医科歯科大学 部長 三高千惠子 看護師長 高橋祐子

1２ 新潟大学 副部長 風間｜|直一郎

1３ 富山大学 部長 奥寺敬

1４ 金沢大学 部長 稲葉英夫 看護師長 田中三千代

1５ 福井大学 部長 重見研司 看護師長 五十嵐裕子

1６ 山梨大学 欠席

1７ 信州大学 部長

助教

岡元和文

柴田純平

看護師長 下村陽子

1８ 岐阜大学 部長 吉田省造 看護師長 廣瀬泰子

1９ 浜松医科大学 畠|］部長 土井松幸 看護師長 伊藤湯加理

2０ 名古屋大学 事務取扱 高橋英夫

2１ 三重大学 畠'］部長 渡邊文亮 看護師長 水谷しづよ

2２ 滋賀医科大学 救急･集中治療部長

看護師長

江口豊

芳尾邦子

高'I部長 五月女隆男

2３ 京都大学 房'］部長 瀬｣|’

2４ 大阪大学 畠'］部長 藤野裕士



|=」

lml

－３－

Ｎｏ． 大学名 役職名 氏名 役職名 氏名

2５ 神戸大学 部長代行 三住拓誉 看護師長 西久代

2６ 鳥取大学 高次集中治療部長 齋藤憲輝 看護師長 吉持智恵

2７ 島根大学 部長 齊藤洋司

2８ 岡山大学 高'１部長

看護師長

片山浩

江草延枝

看護師長 藤井玲子

2９ 広島大学 講師 岩崎泰昌 看護師長 新谷公ｲ申

3０ 山口大学 畠'］部長 若松弘也 看護師長 山下美由紀

3１ 徳島大学 部長 西村匡司 看護師長 木田菊恵

3２ 香)||大学 部長

看護師長

白神豪太郎

松本佐和子

高'I部長 田家諭

3３ 愛媛大学 部長 土手健太郎 看護師長 今井早苗

3４ 高知大学 救急部昌'I部長 山下幸
￣

3５ 九州大学 部長

看護師長

坂口嘉郎

井ノロ美和

副部長 谷山卓郎

3６ 佐賀大学 部長 中島幹夫 看護師長 内田ｌl直子

3７ 長崎大学 畠'Ｉ部長 槇田徹次

3８ 熊本大学 部長 木下１１偵弘 看護師長 吉村昌子

3９ 大分大学 助教 松本重清

4０ 宮崎大学 部長

看護師長

'恒吉勇男

小田浩美

房'１部長 谷口正彦

４１ 鹿児島大学 部長 上村裕 房'］部長 垣花泰之

4２ 琉球大学 部長

看護師長

垣花学

糸嶺京子

畠'］部長 渕上竜也



３．議題

（１）協議事項

①日本集中治療医学会によるＩＣＵの機能評価調査（徳島大学）．. ５

②大学病院におけるＩＣＵとＨＣＵの管理について（鳥取大学）。． ６

③今後の方向性について（名古屋大学）・・・・・・・・． ７●

（２）その他

①看護部会報告

（３）次期当番大学選出について

－４－



提案大学名徳島大学

－５－

(議題）

曰本集中治療医学会によるＩＣＵの機能評価調査

(提案理由）



提案大学名鳥取大学

－６－

(議題）

大学病院におけるＩＣＵとＨＣＵの管理について

(提案理由）

ハイケアユニット（ＨＣＵ）の管理料加算が，平成１６年４月の診療報酬改定によ

り認められ、国立大学附属病院でも、いくつかの病院で設置、ないしは設置の方向､で

検討されていると聞きます。しかし、看護師危険手当調整額の支給の問題や、患者重

症度の認識の違いなどＩＣＵの側から見てもＨＣＵは多くの問題を含んでいます。

ＩＣＵとＨＣＵは患者の移動、機器の配置などの面で密接な関係にありますが、管

理面から、あるいは大学病院の独怯化以後の経営面から考えて、どの様な形態を取る

のが良いのか？

前回の金沢大学での協議会において、ＨＣＵの実態をアンケート調査せよとの依頼を受

けました。この報告をお聞き頂き、上記の問題について議論いただけたらと思います。



提案大学名名古屋大学

－７－

(議題）

今後の方向`性について

(提案理由）

全国協議会としての今後の活動方針、方向について、協議願いたい。

●
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