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★大谷部長
それで はただいまか ら,第 14回 国立大学病院集中治療部協議会 を始めさせていただ きたい と思 い
ます。本 日は文部省か ら文部省高等教育局医学教育課大学病院指導室櫛山博医学教育課 課長補佐 に
ご出席 いただいてお ります。私 は,本 日の議事進行を務めさせていただ きます広島大学医学部附属
病院集 中治療部長 の大谷で ござい ます。 どうぞよろ しくお願 いいた します。
開会 にあた りまして,当 番病院であ ります広島大学医学部附属病院長が ご挨拶す るところであ り
ますが,所 用 のため 出席できませ んので,前 病院長現松浦医学部長か らご挨拶 を申 し上 げます。松
浦先生 よろ しくお願 いいた します。
★広島大 学

松浦医学部長

皆 さん,遠 い所 か ら多 くの方 々のご参加 をいただ きまして まず御礼を申 し上 げます。只今 も紹介
いただ きました ように,今 回本来 な らば本席 には病院長 が参 りまして, ご挨拶 申 し上 げるところで
ござい ますが,学 会等 の ことで ち ょうと席をはず してお ります。皆様 ご存知 の ように,い わゆる学
部長 と病院長 とい うの は,夫 婦 の ような もので ござい ます ので,そ の片割れが代わ りに ご挨拶 を申
し上 げたい と思 ってお ります。
この度 ,第 14回 の国立大学 の病 院集中治療部協議会を広島大学で,お 世話 させていただ きます こ
とを大 谷教授 ともども光栄 に存 じてお ります し,ま た,当 広島大学へ お越 しいただ きま した こ とを
歓迎を申 し上 げます。 い ろい ろな意味で,殊 に近年 の激 しい社会情勢,医 療情勢 の中で,様 々な問
題が生 じ, また,浮 き彫 りにされつつ あるところであ ります。
今回は例年 と多少異な りまして, ご協議 いただ く中に特別議題が取 り上 げ られてお ります ように

,

集 中治療部新設 のためのガイ ドライ ンの策定,あ るい は集 中治療部 の機能評価 ,大 学病院 の運営改
善 が まず取 り上 げられて ござい ます。 さらには一般議題 といた しまして, 8つ の議題が挙 げ られて
お ります が,要 は集 中治療学 の教育 ,学 生 0研 修医,そ の他 の医療職を含めて の集 中治療学 の教育
に関す る問題 ,及 び臨床工学技士 ,看 護婦な どのスタ ッフの整備,時 間外,あ るいは 自宅待機な ど
の献身 に対す る評価 の矛盾及 び経営改善対策 になろ うか と思います。 これ らの 問題は他 の学問な ど
では質的 に も,あ るいは量 的 に も理解ない し想像 もで きないことであ りましょう。その証拠 に,お
そ らくこれ らの課題 は,長 年 に渡 りま して このような席で取 り上 げられて きた もの と考え られ るか
らであ ります。
さて,大 学 の起源 をち ょっと考 えてみ ます と,一 説 によ ります と,僧 侶 た ちが一堂に会 し宗教学
あるい は,哲 学を修 め る場 として,大 学 は発祥 した もの と言われてお ります。一 方,病 院あるいは
医療を中心 とするものは,西 欧におきましては,教 会な どの隅 と言 い ますか裏 あた り,す なわち付
属 の場所 で病 める人 た ちを手当てす るとい う形で,発 祥 して い るわけであ ります。すなわち,文 学
部 に しろ法学部 に しろ教育学部 に しろ,大 学 におきましては学問 の方法論 といた しまして,そ うい
った学部 では,教 官 に しろ学生 に しろ大 な り小な り守 られた形で,す なわち社会 の ミニ チ ェア版あ
るいはシュ ミレー シ ョンモデル として捉え まして,卒 業後初めて現業 の場 に巣立つ とい う形である
学問 に対 しま して,医 学 は現業の場 その もので あります。すなわち,教 官 に しろ学生 に しろ,患 者
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さんに実際 に, しか も最先端の場に立 ち接 してい るわけであ ります。そ こで,私 た ち医療人 は,人
間の命 ,あ るいは尊厳 に関わるとい った医療職,天 職 とい う麻薬的美名 に酔 い ま して, ことに集 中
治療部 な どでは,我 が身 を削 りなが らみなさんが頑張 ってい らっしゃるところであ ります。 そ うい
った特殊性 は先 にも申 しましたよ うに, ミニ チ ェア版あるい はシュ ミレー シ ョンモデルを用 いた学
問体系を取 ってい る筋 には,到 底理解 いただ けない もの とい うわけであ ります。
この度 もご協議 され ます事項 が,病 院長会議 の方 に も取 り上 げられて い くとい うふ うにな ってい
るところで ござい ます。 また,本 日もご多忙 の 中,文 部省 の方か らもご参加 いただいて ござぃ ます
が ,変 に理解 されて も私 の本意 では ござい ませんが,先 に 申 しました ように,い ろい ろな ことを要
求す る こともさることなが ら, まずその筋に,こ ういった現状 を ご理解 いただ けな い限 り,今 の協
議 な どは泡 と消えて しまいかねない と,私 個人 はこれ までのいろい ろな会 に参加 いた しま した 関係
で,懸 念 しているよ うなわけで ござい ます。
本協議会 におか れましては,活 発な ご討論 をいただ き,実 りある広島での会合 であるこ とを ご祈
念 いた しまして ご挨拶 とさせていただ きます。 ご静聴 どうもあ りが とうござい ま した。
★大谷部長
あ りが とうございま した。それでは続 きまして,お 忙 しい中をお越 しいただ きました文部省 の櫛
山課長補佐か らご挨拶をいただ きます。 よろ しくお願 い します。
★文部省

櫛 山課長補佐

文部省医学教育課の課長補佐を してお ります櫛 山 と申 します。仕事 は大学病院 の関係を全部何で
もや ってい ると,雑 用係 みたいな感 じもあ ります けれ ど,肩 書が もう一つ あ りま して,併 任 にな っ
てお ります けれ ども,エ イズ・ 感染症 医療専門官 とい うの も拝命 してお ります。一昨年の平成 9年
の 4月 に,文 部省 に来 ま して,そ れ までは東大 病院の管理課長 とか,そ の前 が京都 の管理課長 とか

,

その前 は香川 医大 にお りま して,病 院の関係 をず っと携わ って お ります。本 日はいろんな意見を聞
かせていただ きまして,私 の方 か らの説明 も,後 で時間が とってあ るようですので,そ こで説明 さ
せていただ きます。みなさんの意見 もい ろい ろ聞かせていただいて, これか ら大学病院を どうい う
ス、うに進めてい くか とい う参考 にさせていただ きたぃ と思 い ます ので よろ し くお願 いいた します。
★大谷部長
あ りが とうござい ました。それでは本 日陪席 させていただいてお ります事務 の方 々を ご紹介 させ
ていただ きます。 まず齋藤事務部長 ,波 多野事務部次長 ,谷 口総務課長 ,中 山管理課長,染 井総務
課長補佐,竹 原医事課長補佐です。
それではお手元 の資料 に基 づ きまして議事 を進めて参 りますが,本 日は何分 ,短 時間に大変盛 り
沢山の議論 をす る予定 に してお ります。 どうぞ議事進行 にご協力 いただ きます ようお願 いいた しま
す。なお議事録 作成上 ,発 言 される際 にはマイ クを使用 していただ きま して,大 学名,氏 名 を告 げ
てか ら発言 して ください。
それでは議事 に入 ります前 に文部省 の櫛山課長補佐か ら,お 手元 に配布 されてお ります文部省 の
配布資料 に基づ きまして,ご 説明をいただ ければ と思 い ます。 よろ しくお願 いいた します。
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★文部省

櫛山課長補佐

それで は資料 もあ ります けれ ども,今 の大学病院の状況 とい うのが,特 に平成 9年 ぐらいか ら
,

民営化 とか独立行 政法人化 とい う話があ りまして,H月 か 12月 頃 に も国立大学 は独立行政法人化 に
なるのだ とい うような ことが新 間に載 った りしてお ります。その辺 の背景 と言 い ますか,状 況を少
し説 明を して,こ うい う状況 にな っているとい うの を ご理解 いただ ければ と思います。
最初 に資料 1と して,や っぱ り予算 ができたばか りなので,予 算 の話を した方 がいい と思 い まし
て,医 学教育関係 の予算をそ こに資料 として配 って あ ります。最初 の方 が大学院の関係です。新 し
い所で は,東 京医科歯科大学が医歯学総合研究科 といって,医 学部 と歯学部 を合わせた ような大学
院を作 った とい うこ とです。そ うい うものが あ ります。中身 は ご覧 いただ ければとい うも、うに思 い
ます。 それか ら 3ペ ー ジ ぐらい にいきます と,今 度は学部学科 の方です けれ ども,学 科 の新設 で

,

今看護学科 を作 ってい るのです けれども,そ こにあ ります ように島根医大,新 潟及 び鳥取大学 の 3
大学 に,看 護学科 あるいは保健学科 とい う形で,学 科 の新設を してきてお り,毎 年 3学 科 ぐらい作
って きて い るとい うことです。 あ とは改組 と力、 博士講座 の増設 とい うのが あ ります。 4ペ ー ジに
い きます と学士の編入学 の関係です。昨年 の 2月 , 3月 頃,群 馬大学 さん と島根医科大学 さんで学
士編入 学 をや って,非 常 に応募者 が多 くて とい う評半1が マス コ ミなんかに出ました けれ どもそ うい
う関係 の学士編入学があ ります。 ここで 医学部 と歯学部 の方 です けれ ども,厚 生省の方か ら昨年 の
6月 に医師 の需給 の見直 しの こ とがあ りま して,入 学定員を少 し減 らそ うとい う話があ りました け
れ ども,医 学部 の方で 10人 それか ら歯学部の方 で 10人 ,そ れが純減 とい うのが あ ります。
それか ら 6ペ ー ジの ところか ら大学病院の関係 のこ とが書 いて あ ります。薬剤部 の整備 とか,治
験管理体制の整備 とか い うふ うに書 いて あ ります。今年の大 きな点は治験 管理体制 の整備 とい う形
で, 6ペ ー ジの上か ら 2つ め ぐらいに薬剤師 3人 と看護婦 3人 と書いてあ ります けれ ど も,そ れぞ
れ 1人 ず つのセ ッ トで治験管理体制を しっか りや っていこ うとい うこ とで,院 内の体制が整 ってい
る所 に付 けてきてお ります。その 6人 です けれ ども, 3大 学 で東大 と阪大 と山口大学 にそれぞれ付
けてお ります。それか らもう 1つ 新 しい所 では, 6ペ ー ジの下 の方 に特殊診療施設 の新設 とい うの
があ ります けれ ども,そ の 中で臓器移植医療部 とい うの を京都大学 の方 に新設 をいた しました。臓
器移植が どん どん進んできているとい う形でそ うい うところを集 中的にや る部を作 ろうとい うこ と
での,臓 器移植医療部です。
それか ら救命救急 の関係が い ろいろあ りますので,山 口大学 の方 に先進救急医療 セ ンター とい う
のを作 りま した。純増で10人 ぐらい人 が増えてい ると思 い ますが,平 成 9年 の 12月 ぐらい に厚生省
の方か ら,救 急医療体制の報 告書 が出ま したけれ ども,そ の 中で大学病院が もっとしっか りや るべ
きだ とい う話があ りまして,そ れを受 けたような形で概算要求を した とい うこ とで ござい ます。 こ
れは,先 進救急医療 セ ンター とあ ります けれども,各 大学には救急部 とい うのが付 いて お りますが

,

それを もう少 し発展的に して,厚 生省 の言 う高度救命救急 セ ンターの認定 とい うか,そ れが取れ る
よ うな形 に しようとい うことで,専 用の病床を20床 持 つ とい うような形で作 って お ります。そ うい
う所が H年 度 の要求では大 きな ところです。なお,看 護婦 さんについては,全 部 で69人 の数が とれ
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た ということで ござい ます。 この 中に当然

ICUの 集 中治療部看護要員 とい う形で も,看護婦 さん

を20人 ぐらい配置を してお ります。
概算要求は以上 のよ うな形ですが,次 に 8ペ ー ジ以降 には経費 の こ とが少 し入 って お ります ので

,

見 ていただ ければ と思 い ます。大 きな話なので実際に先生方 の

ICUの ところに,い くらお金が い

くのか とい う所 まではまだ出来 ていないんです けれ ども,全 体の予算 としては,大 学病院全体では
大 体 7,800億 円 ぐらいの予算を組 んで あるとい うことです。 ちょっと言 い ます と, 8ペ ー ジを見て
いただ くと左猥1に 歳入が あって,歳 出が右 の方 に書 いて あ ります けれ ども,そ の下 の方 に下か ら 3
つ め ぐらいの ところに病院建物整備費 とあ ります。 524億 円です けれ ども, これがそれぞれの大学
なんかで再開発が今進んでいると思 い ます けれ ども,そ れのお金が この ぐらいだ とい うこ とです。
これは平成 H年 度 の予算案 です けれ ども,再 開発は ここの ところ,補 正 予算が た くさん付 いて きて
い ますので,そ の措置 されている昨年 の 5月 にあ りま した第 1次 補正 と,そ れか ら12月 にあ りま し
た第 3次 補 正の 中で,建 物 の,病 院の再開発のお金 をだいぶん入れてあるとい うことです。両方合
わせて 1,300億 ぐらいの お金で,大 体再開発が計画 されていて,あ る程度考えが まとまって きて い
る所 の大学については,ほ とん どがスター トを した とい うような形にな ってい ると思います。今 こ
れか ら計画を しようと考 え られている所 もあると思います。補正予算 が今後 いつ どうな るか とい う
の はわか らないです けれ ども,景 気対策に も非常 にいいのではないか とい うこ とで,10年 度 ,昨 年
の 5月 の 1次 補正の時 もあ りましたので, もし検討 されている所 があれば,案 を もう作 り上 げてお
くとい うような形があ った方 がいいのではないか とい うふ うに思 い ます。 それが大体予算 の 関係で
す。
それで もう 1つ は,資 料 2を お配 りしてあ ります けれ ども,中 央省庁等改革 に関す る大綱 とい う
のが あ ります。 これは今 年 の 1月 13日 に中央省庁等改革 推進本部 の事務局 とい うのが あ りますが

,

そ この事務局が大綱,事 務局案 として まとめた ものの抜 き刷 りです。本紙は百 何 ペー ジあるような
ものですけれ ども,大 学病院の関係 があ りそ うな ところだ けをちょっと抜 き刷 りを してみ ま した。
中央省庁 の改革 につ きま しては,平 成 9年 12月 に行政改革会議が まとめた もの を基に して,昨 年 の

6月 に中央省庁等改革基本法 とい うのがで きました。 その 中で独立行政法人化 をやるとか,民 営化
にす ると力、 あるいは地 方公共 団体な どに移す とい うような事が い ろい ろ書かれているわ けで ござ
い ます。 国立大学 について も積極的に改革を図れ とい うような ことがその中 に法律 として書 か れて
お ります。合理化 とか専 門化を図 る観点か ら,組 織 とか運営体制 の整備な ど必 要な改革 を推進 しろ
とか,情 報を公開 しろ とか,そ うい うものが書かれてお ります。
そ うい うこ とがあ りま して,昨 年 の 10月 に大学審議会の答申が出ま した。その 中でいろんな改革
を して いこ うとい うこ とですが,大 学 の 中の組織 として,今 は細か く訓令で例 えば内科学第一講座
には教授が 1人 助教授が 1人 とか細か く書 かれてい るわ けですけれ ども,そ うい うもの を もっと大
括 りに しようではないか とい うような話 もあ りまして,そ うい う法律 の改正 を して,例 えば内科第
一がそ うい う

うな縛 りが あると,そ れは法律 を改正 しな い と変え られない とい うような状況 にな

̀、

ってい るわけです けれ ども, もっとそれを大括 りにす るとその 中で 自由 に動 けると,言 って みれば

︱

︲︱︱⁚︱︱ＩＬ
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ヽ

大講座み たいな形 になるわ けです。そ うい う
=、

うな形で法律 も作 った らどうだろうか とい うような

話 もあ った りしまして,そ うい う法律 の改正作業を今進めて い るとい うような状況で ござい ます。
今年 の通常国会が 19日 か ら始 まりましたけれ ども,そ こに法案を提出 してで きた ら通 常国会で成立
させ,平 成 12年 の 4月 か らは実施にで きるように しようではないか とい う3、 うな ことを今検討をさ
れてお ります。大学審議会 の答 申の中で もい ろい ろあ りまして,例 えば大学 の評価, 自己点検な ど
も今それぞれの大 学 でや って お られます けれ ど も,そ れだ けでは不十分 ではないか とい うことで

,

新 たな評価 を しよ うではないか とい うことが あ ります。以前 に大学基準協会な どか らその評価 の話
があ りま した けれ ども,十 分 ではない とい う形な ものですか ら,そ の評価機構 とい うか評価機関を
作 ろうとい う形で,H年 度 の予算 で準備室みたいな ものがで きるとい うこ とにな って お ります。 こ
のこ とについては平成 12年 度か らどん どん出来 るように しよ うとい うことです。
それか らもう 1つ は人事 。会計制度 について も,非 常に硬直化 して,予 算 も使 いづ らい とか,人
事 の人 の採用 もなかなかその事務が煩雑 だ とかいろんな ことが あ ります ので,そ うい う所を もっと
弾力化 しようではないか とい うような こと も,別 途検討 は進め られてお ります。 これは予算で言 い
ます と,大 蔵省 が全部法律 の関係 にあるわ けなのです けれ ども,な かなか 国立学校 の大学 だ けを 自
由にす る とい うわ けにはいかないので,実 際は少 しは運用で うま くで きるように しよ うとい う所 も
含めて,い ろんな ことを考えて い るとい うことです。人事 の ことについて も,人 事院 の関係が い ろ
い ろあ りまして,非 常 に難 しい ところなのです けれ ども,そ こ もできるだ け弾力化 を図ろうではな
いか とい うような ことで,今 検討が されているところです。法律の関係 は今年 の通常国会で,で き
るだ け通 そ うとい うことです けれ ども,予 算 とか何か にな ります と,概 算要求を して とい う話があ
ります ので,そ うい うものは平成 12年 度 の概算要求を して,そ この 中で 出来 るものはや っていこ う
とい うS、 うな ことを考えてお ります。
それで 資料 2の 中央省庁等改革 に係 る大綱 とい うのが あ りますが,こ れは 1月 13日 に事務局案が
出され たのです けれ ども,今 月中に中央省庁等改革推進本部 とい うところがあ ります。総理大 臣が
本部長 にな ってい ます けれ ども,そ こで決めて この大綱 に基づいて法律を全部作 ってい くとい うこ
とです。 1枚 目に 目次があって内閣法改正 法案関係大綱 案 とかず っと書 いてあ ります けれ ども,そ
れぞれの法律を全部 こ うい う形で作 ってい こうとい うことが書かれて い るわ けです けれ ども, この
大綱 を今月中に決めて,そ れに基づいて法案を作 ってい こうと,そ の法案を 4月 頃 には国会 に出 し
て,今 年 の通常国会の中で成立をさせ ようとい うことが書かれてい るわけです。
その 中で大学関係 の所 が,国 立大学 の関係が,独 立行政法人 の関係があ りましたので,ち ょっと
そこの ところを見 ます と,次 のベー ジに独立行政法人化関連 とい うのが あ ります。1の ところは試
験 。研究 とか文教研修 とか とず っと機関 の名前が書 いてあ りますが,こ れについては独立行政法人
化を図 るとい うこ とで,独 立行政法人化 に しよ うとい うことです。文部省の関係 でい きます と,科
学博物館 とか,国 立 国語研究所な どが,試験研究の ところであ ります し,文 教研修 とか 医療厚生 の
ところでは,青 年 の家 とか少年 自然 の家 とか博物館 とかいうのが書 いてあ ります。 この 中で病院の
関係では国立病院 と療 養所が独 立行政法人化 にな るとい う3、 うに決 まってお ります。国立病 院全部

‑5‑

がなるわけではな くて,癌 セ ンター とか循環器病 セ ンター とか高度機能 の病院が国立病院 の 中にあ
ります けれ ども,そ うい う所 は国立の ままで,他 の国立病 院 と療養所 は,独 立 行政法人化 になると
い うことです。国立病 院 の方 は,今 再編成 を進 めてお りま して,そ れをや りなが ら独立行政法人

化

も両方進めるとい うふ うな形にな ると聞 いてお ります。 この中に国立学校,あ るいは大学病 院を入
れ るか入れないか とい う議論がず っと前 か らあ って,そ れが時 々新聞に載 るとい うス、うな形があ っ
たわ けです。
根本 にあ るのが ,国 家公務員 の数 を減 らしま しょうと,行 政の数 ,行 政組織 をス リム化 しましょ
うとい うのが あ りまして,今 日の新聞なんか は,国 家公務員を25%減 らそ うとい うのが 自民党 。自
由党 の連合 の所 で まとまった とい う話があ ります けれ ども,昨 年 の 7月 に小渕総理大臣にな った時
に国家公務員の数 を20%減 らそ うとい うような話があ りま した。最初 に話を しました 中央省庁
等改
革基本法 とい う法律の 中では,国 家公務員 の数 を10%減 らそ うとい うふ うに書 いてあ りま して,だ
んだん増えて くるわけなのです。減 らし方は どうゃ って減 らすか とい うと,ひ とっ はこの独立行
政
法人化 とかあるいは民営化をす るとなると,国 の職員 ではな くなるものですか ら,そ こで減 らそ う
とい うことが ひとつ あ るわけです。あ とは定員削減 をす る とい う
=、

うな形にな って くるわ けです。

ですか ら,で きるだ け独立行 政法人化 をた くさんすれば,実 際に国で残 る所 の機関の職員 を減 らす
数 とい うの は少 な くてすむわ けです。そこで国の機関の所 で大 きいのが,国 立病院 もた くさん人が
い ます し,国 立学校 も大学 もた くさん人が い るわ けです。 13万 5,000人 の人が国立
学校 にい るわ け
なので,国 家公務員は大体50万 人 ぐらい といい ますので,13万 5,000人 全部なれば, もう20%ぐ ら
い はい くわ けなので,国 立病院 と国立大学をやれば,ほ とん どいって,残 るところはあま
り人 は減
らさな くて もいい とい う3、 うな形 にな って くるものですか ら,で きるだ け所帯 の多 い国立学校 も独
立行政法人化 しろとい うふ うな議論があるのだ と思います。数だけの話になるのです けれ ども

,そ

うい う話で国立大学 の独 立行政法人化 とい うのが,あ ちこちで話が 出て くるとい うこ とです。
そ うい うこ とを言われて も文部省 として反対 してい るのは,独 立行政法人 とい うのが,国 の
事業
に馴染 まない, とい うの は真 に馴染 まない とい うような ところもあ るので しょうけれ ども, 3年
間
くらいの 中期 目標 を立ててそれ を所管大臣とい うか,例 えば文部省が 国立学校 で 3年 間の 間で これ
だ けの こ とをや ります とい う3、 うな 目標を立てて,そ れをそれぞれの大学がや るためにこん

な計画

を作 ります とい うふ うな ことで,毎 年結果報告 を出 して,世 の 中に公表 してい くとい うような形が
独立行政法人の進 め方 とい うふ うにな ってお りまして,大 学 のや ってい るのは教育 。研究をや って
い るわけなので,な かなかその 3年 間の 目標なんてい うのは作れない し,そ れが出
来 るか どうか と
い うのはないわ けなので,そ うい うふ うな形の独立行政法人 とい うのは,国 立 大学 の
組織 運営 につ
いて は馴染 まな い とい うのが, 1点 の反対す る方 向です。それか らもう 1つ は大 の
学 方 もどん どん
組織 とか運営体制の改革 をや ってい きます。今 はや っていないか ら,独 立行政法人化 しろとい うの
が表 向きにあるわ けな ので, どん どん改革を してい きます と,大 学審議会の答 申なんか
を踏 まえて
や ってい きます とい うこ とが 2点 日です。それか ら独立行政法人化す ると教育 とか研究 の
水準が ガ
タ ッと落ちて,我 が 国に とって良 くな い よとい うのが, 3点 目で,そ うい う大 きな 3つ
ぐらいの考
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え方で反対 を して きた とい うのが あ ります。
国立大学 の全体 としてはそ うい う
=、

うな形で反対 を して い るわけなのです けれ ども,で は大学病

院だ けで もすればいいではないか と,国 立 病院がなるのだか ら大 学病院 も出来な いわけはな い とい
うのが一 方 の意見であ りまして,そ こで大学病院だけで もや った らどうか とい う話が出て くるわ け
です。大学病 院は, これは医学教育課 が特 に一 生懸命 にな って反対す る理屈 を考えるわけなのです
けれ ども, 1つ は独 立 行政法人化 になると,高 度先進医療 が後退す るし,新 しい医療 の開発 とか

,

そ うい うもの もや ってい るわけなので,我 が 国 の医療 とか 医学 の水準が低下す る こ と, これ以上伸
びない よとい うような こ とが 1点 です。それか らもう 1つ は,地 域医療 にそれぞれ貢献を していま
して,そ れぞれの各都道府県に 1つ ,東 京都 は 2つ あ ります けれ ども,そ の 中で地域医療 とい うの
を支えて い ます。当然不採算 の部 門 も多 くや ってい るわけなので,独 立行政法人 になると,経 営を
改善 しろ とい うのが大 きな話であ ります。利益を追求す るあるいは経営を改善す る,お 金がなけれ
ば経営で いかに収入 を上 げる力、 あるいは不 採算をいかに切 るか とい うことにな って きます。そ う
い うス、うにな ると地域医療 に支障が生 じます。それか ら経営 とい うのが もっと大 き くの しかか って
くるわ けな ので,地 元 の病院 とか,医 師会 の診療所 と力、 そ うい う所 と競合す る ことにな ります よ
とい うのが 2点 目です。
それか ら実際は大学 あるいは医学部 の付属 の病院です ので,医 学部 と一体 とな って運用 されてい
ます。特 に診療科長なんかは,学 部 の教授が全て併任を しているとい うような形 にあ ります。基礎
と臨床 も一体 とな って して い る し,学 部 の教育 と病院の臨床実習 について も一体 とな って動 いてい
るので,そ れを半分 に分 けるとい うことはそれぞれに人 もい るし事務 もい ります。そ うい う意味で

,

却 って組織体制 として も,非 効率 にな ります とい うも、うな形で反対を して きたのです。
大体先程の資料の所 にあ ります ように,載 らなか ったのは,そ うい う所が認 め られたわ けなので
す。 ち ょっと 3ペ ー ジを見て いただ きます と,そ の中で四角 で囲んで あ ります けれ ども,12)で書 い
て あるところです けれ ども,国 立大学 の独 立行政法人化については,大 学 の 自主性 を尊重 しつつ

,

大学改革 の一環 として検討 し平成 15年 までに結論を得 るとい うも、うな形 にな ってい ます。大学共同
利用機関等 の独立行政法人化については,他 の独立行政法人化機 関 との,整 合性 の観点を踏 まえて
検討 を し,早 急 に結論 を得 るとい う3、 うにな ってい ます。大学病院はその上の方 の前段 の方 の国立
大学 の 中に入 ってい ます。 国立大学ではな い研究所なんか あ ります けれ ども,共 同利用 の研究所が
あ ります けれ ども,そ れは大学共 同利用機 関等 の方に入 って くるとい う形で理解 していただ ければ
いいです。要 は平成 15年 までに結論 を得 るとい うことですか ら,そ れは大 学 の改革 を今か らや りま
す とい うも、うな ことを言 って,そ の改革 の 中で独立行政法人化 も含めて検討 しま しょうとい うも、う
な ことをい ってい るわ けで,結 論が 5年 間先送 りにな った とい うことなのです。その 5年 間の 中に
何 か改革 を実施 しない と,や は り何 もや っていないか ら独立行政法人化だ とい う

うに言われると

̀、

い うことの可能性が出 ます。

国鉄なんかが民営化 にな りました けれ ども,国 営の時 と民営化 にな ってか らとい うと,民 営化 に
な ってか らが非常 にサ ー ビス も良 くな って愛想 も良 くな っていいではないか とい うのが,み な さん
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そ う思 ってい るわけです。大学病院について も民営化 とかあるいは独立行政法人 になれば, もっと
そ うい う点で良 くなるだろうとい うのがみなさんの言 い方なのです。ですか らなれなれ と言 われ る
ので しょうけれ ども, 5年 後,平 成 15年 の時には結論が出るわ けなので,そ れまでに改革 を して

,

い ろんな ことをや って,国 立のままで もちゃん とゃれるよとい うようなことをやは り示 さない と

,

また同 じような議論が出て くるとい うことです。今回の場合 は,先 程独 立行政法人化 の ところにい
っぱい機関が書 いてあ りました けれ ども,そ うい うところ もみんなひっ くるめての議論な ので あ っ
て逃 れた とい っていいのか,そ うい うところもあ ったので しょうけれ ども, 5年 後 の平成 15年 とい
う時には, もう国立大学 だ け集 中 して議論の対象 に登 って くるとい うス、うな形にな ります ので,今
の ような,さ っき言 ったよ うな理屈だけではいかな くて,や は り自ら改革 を して国立 の ままで もち
ゃん とゃれるのだ と,や ってい るのだ とい うこ とを見せない と駄 目なので はないか。それをす る為
にはい ろい ろ規則 とか何かで縛 りがあ って,非 常 に動 きづ らい,改革 を しづ らいではないか とい う
意見 も別途 あるわ けなので,そ うい う所 も含めて,直 せ る所 は法律 も含めて直 してい こ うではな い
か とい うことを考えて い るとい うのが あ ります。大 学改革 は大 学審議会 の答 申 も一 緒 にひっ くるめ
た ような形で,今 現在 は検討 されているとい うことで ござい ます。
それで もう 1つ ,さ きほ ど定削の話 を少 ししました けれ ども,定 員削減が当然 また出て くるわ け
です。今第 9次 の定員削減があ って,国 立学校全体で 4千 人 ぐらいが 5年 間で減 る形 にな ってい ま
す。そ うな ってい ます けれ ども,ま た今度,例 えば10%な り,20%減 らす とい う話 にな る と, さき
ほ どの独立行政法人化で国の職員 が どれ くらい減 るのかわか りません けれ ども,例 えば20%で す け
れ ども,残 った分 については,そ れぞれの各省庁 にどうい う
=、

うな形で割 り振 られ るのか分 か らな

いです けれ ども,振 られ るわけです。独立行政法人化でたぶん 10%ぐ らい は減 らされ ると思 い ます
ので,残 りの 10%ぐ らい はそれぞれの機関にかか って くるとい うことです。国立大学 で 10%か か る
と言 い ます と13万 5千 人 ぐらいい ますので, 1万 3千 人 ぐらい は削 らな くてはな らない とい うS、 う
にな るわけです。大学病院 も結構た くさん人がいます ので,大 分削 らな くてはな らない とい うこと
にな ります。
今 は定削があるけれ ども,=方 では概算要求を して人 を増や してきてい るわけなのです。ですか
ら定員削減が例え ば平成 11年 度は 801人 ,全 国立大学 の定削がかかるのです けれ ども,一 方 で概算
要求をいた しま して,概 算要求を全部で 1,133人 要求 したのです。付 いたのが 662人つ きま した。
それで定削が 801人 い ますので差 引 します と 139人 が減にな ってい るだけです。 139人 とい うの は
たぶん多 いのだ と思います。今 まで過去最 高 に多 いのです けれ ども, 139人 の減 にな ってい ると

,

平成 10年 度 は79人 の減 で,平 成 9年 度 は これはプラスだ ったです。定削なんかで減 る分 よ りももら
って くる方が大 きか った ものですか ら,10年 度か らマ イナスにな って きた こ と,そ れで11年 度 は
139人 の減 にな ってい るとい うこ とです。 この 139人 の減 です けれ ども, これが簡単 に言 うと10年

間で 10%と す ると 1年 間に 1%で すか ら,今 は13万 5千 人 い ますか ら,今 139人 が 1,300人 ぐらい
にな るわけです。 1,350人 とか,そ うい う形 に減 らさない とだめだ とい うふ うにな って きます ので
減 らそ うと思 うとそれ以上 に減 らした 中で新 しい もの を作 る時にはプラスの要素が要 ります ので

‑8‑

,

,

そのプラスの要素 もどこかで減 らして持 って こないとだめなので, もっと減 らさな くては新 しい も
の はで きて こない とい う
=、

うな形 にな って くるとい うことです。今 まで もス クラ ップア ン ドビル ド

とい う形で, どこかを減 らして,組 織を減 らして,振 り替 えを して作 って くだ さい とい う話を して
い るけれ ども,本 当にそ うい うことを しない とできな くな って きて い るとい うふ うな状況が,た ぶ
ん 12年 度 の概算要求 とか,13年 度 の概算要求では出て くるとい うような状況にな ります。
それで どうせ振 り替えを大学で出さな い と駄 目なのだ った ら,基 本的 には例えば教授を この教授
に変えるとか,組 織を こうい う診療科の組織 をまとめて大 きな診療科 にす るとか, もうそ うい うも
のについて は,基 本的 には数が増えなければ, もう大学 のい うように,大 学 の 自主 性 にまかせ よう
とい う
=、

うな言 い方を しています。 たぶん 12年 度 の概算要求 は, これか らそれぞれ大学か ら文部省

の方 に説明 に来 られるとい う形 になるのです けれ ども,基 本的 にはそ うい う形で い こうとい う

う

=、

な形 にな ってお ります。要は大学審議会 の答申に もあ ります ように,大 学 の 自主 性 を もっと強めて
大学 が 自由 にで きるように しようとい うことを踏 まえて,そ うい う組織 の改編 とか 改組 で も,同 じ
ような数 でい くので あれば,基 本的 には大学 の 自主性 にまかせて,あ まりうるさいことは言わない
でおこ うとい うS、 うな ことが考え られてい ます。実は来週か ら各大学 の局長 さんが きて,15分 か ら
20分 くらい こ うい う形でや ります とい うような話があるのですけれ ども,そ うい う

うな事が文部

=、

省 で今検討 されているとい う所 で ござい ます。ですか ら自由にす るけれ ども,大 学 が 自主 性で, 自
ら責任を持 ってや って くだ さいと,や っているか どうか とい うの は,評 価機構,評 価機関等で,ち
ゃん とチ ェ ックします よとい うような形 になるのだ と思 い ます。 中央省庁 の改革関係はそんな形 で
す。文部省 の名前 も教育科学技術省 とな ってい ます けれ ども,文 部省が いいので はないか と新聞 に
載 って お ります けれ ども,ま だ結論 が出ていない とい うような状況です。文部省 の組織 もたぶん削
られて ぐっとガヽさ くな ります。
そのほかに,今 話題 になっているのが 資料 8で 配 って あ ります けれ ども,情 報公開法について簡
単 に要点 だ けを配 ってあ ります。法律案が後 ろにちょっとつ けてあ ります けれ ども,簡 単 に言 うと
国がつ くる,行 政機関ですが,国 が作 る文書 については,原 則 としてすべ て公開 をす るように しよ
うとい うことです。ですか らカルテなんかの も公開 もあ ります し,病 院 の 中で言 い ます と,例 えば
患者記録 とか 指示書なんか も見せて くれ と言われれば,原 則的には見せざるを得 な い とい うような
形 にな って くるとい うことです。 これが昨年 の通常国会か らず っと継続審議 にな って決 まってお り
ませんが,た ぶん この通常国会で決 まるとい う形になると思います。決 まれば 2年 以内 に施行 され
るとい う

うにな ります。 これについては,大 学病院には患者 さんの個人情報 もい ろい ろあ ります

̀、

ので,病 院長会議 の中に常駐委員会 があ りまして,そ の 中に広報問題小 委員会 とい って,大 阪大学
の 岡田先生が委員長 です けれ ども,そ こで検討をされてお ります。 たぶんカル テなんかは もう公表
す る ことに しようとい う形で,近 々報告 が まとまるとい うふ うに思 い ます。医師会 なんか も公開で
いいではないか とい う話が この前新間に出てお りました けれ ども,厚 生省 はカルテの公開を法律の
中 に盛 り込 もうと,医 療法 とい う法律 の 中に盛 り込 もうとい うこ とを,今 考えて い るとい うことで
す。
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それか ら医療保 険の改革 の話があ ります。医療保 険は平成 9年 の夏 に与党 の医療保険改革協議会
とい うところとか,21世 紀 の国民医療 とい う3、 うな形で まとめたのです けれ ども,そ れに基 づいて
厚生省 のい ろんな審議会で検討 されてお ります。 ひとつ は医療 審議会 とい うのが あ ります。会長が
浅田先生です けれ ども, これは医療提供体制の改革 について検討 してい くとい うもう少 し簡単 に言
うと病床数 ,一 般病床を急性期病床 と慢性 期病床に分 けようと,そ れぞれについて,人 的な基準 あ
るい は構造設備 の基準 を設 けようと,そ れか らもう 1つ は,地 域 の医療体制 の中で病床規制 とい う
のが あ ります けれ ども,そ れ も急性期 と慢性期 に分 けた病床数 の算出を しよ うとい うS、 うな形 の動
きが あ ります。それが 1つ です。 それか ら医療における情報提供 の推進 とい う形でカルテ等 の診療
情報 の提供を医療法の 中に書 き込 もうとい う話です。 それか らもう 1つ は医師・歯科医師 の資質 の
向上 とい うことで,医 師 とか歯科医師の臨床研修 の必修化 とい うのが あ ります。そ うい うの を医療
審議会 とい うところで検討 しているとい うことです。医師の臨床研修の必修化 について は,た ぶん
この通常国会 に 出す と厚生省 はいっているわ けなのです けれ ども,財 源措置が 1千 億 ぐらいか か る
とい う話なので,そ れを保 険か ら出す とい う話にはな ってい ます けれ ども, どうい うふ うになるか
とい うの は, まだ結論が 出て いない とい うような状況です。
それか らもう 1つ の審議会 は医療保険福祉審議会 とい うのが あ ります。その 中には制度企画部会
とい うの と,老 人保険福祉部会 とい うのが あ りまして,制 度企画部会 とい うところでは,新 しい診
療報酬体系を どうす るか とい うような ことが考え られているとい うこ とです。それか ら老人保険福
祉部会 は,非 常 に高齢者が多 いので保 険の負担にな っているので,老 人保険を どうす るか とい うこ
とを検討 してい るとい うこ とです。制 度企画部会では, 1月 13日 にその診療報酬体系 の見直 し作業
委員会 とい うところか ら報告書が出ま して,そ れを基に して制度企画部会で, 3月 中 ぐらい まで に
中身 を まとめて,あ とは 4月 ぐらいに中医協 に送 り,中 医協 で年 内いっぱいか けて検討 して,来 年

4月 の点数改訂 に盛 り込む とい うふ うな スケジュールで進んで お ります。
診療報酬体系 の見直 しの 中は,病 院を特定機能病院,要 す るに大学病院み たいな特定機能病院 と
国公立 の病院それか ら民 間病院 とい う設置 した レベ ルで大 き く 3つ にわ けようとい うのが 1点 と

,

それか らもう 1つ は大病 院 と中小の病 院,後 は診療所です。そ うい うふ うな形で分 けようとい うこ
とです。一応大 病 院 とい うの は どれ くらいか とい うと,作 業委員会の報告書 の 中では, 200床 以上
を大病院 と,そ れ以下を 中ガヽ
の病院 とい う
=、

うな形でわけよ うとい うこ とが書かれて お ります。 そ

うい う両方の区分 の仕方を もって,病 院 の機能 の区分 けを しようとい う形で進んでいまして,大 病
院 につ いては入 院中心,外 来 は原則紹介制にす るとい うことです。大病院に患者が集 中す るとい う
のが あ りまして,そ うい うことを是正す るため に,紹 介制を とい うことです。 たぶん大病院に
集中
す るとい うのは,確 かに特定機能病院を作 る時 も紹介率を何 %に す るか とい うことで非常 に議論が
あ って,結 果 と しては30%で ,計 画書 を作 る とい う形 にな っていたわけなのです けれ ども,ま たそ
うい う話がでて くるとい うこ とです。厚生省 の委員 の 中では少数意見 とは言 ってい ます けれ ども
,

要 は大病院に紹介状 のない患者 さんにつ いて は,全 額 自費 に しようとい う話 もでて い るところで あ
ります。経済的に大学病院に行 くと個人負担がた くさんかか るか ら,そ うす ると患者 さんがいか な
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いだ ろうとい う
=、

うな ことも考 えて い るとい うような,そ うい う意見 も少数意見だけれ どもとい う

ことで,中 には書かれてお ります。
それか ら診療報酬体系 も少 し変えて入院基本料 とか,そ うい うス、うな形で もう少 し入 院の料金 を
大括 りに したよ うな形で作 ろうとい うことです。具 体的 に どうい うふ うになるのか わか りません け
れ ども,進 んでお ります。それか ら後 はホス ピタル ランクと言 って,病 院 の設備 とか何か について

,

再開発 とかいって新 しく作 った病院はきれ いだ し,昔 か らあるところは古 い病院 もあるとい うこ と
で,設 備 とか環境 が非常 に違 うとい うところ もあ りますが,そ うい う所が今保険点数上 はみんな一
緒なわけですか ら,そ うい うところももう少 し差がつ けられるようにすればいい とい うような議論
もあります。 どうい う付 け方 をす るか とい うのは,例 えば今差額 ベ ッ ドなんかが私費料金であ りま
す けれ ども,そ うい う所を もっと拡大を しよ うと,簡 単 に言 うとそ うい う所 は自由化 しようとい う
ような動 きが進んでお ります。
それか ら医療技術 の評価 とい うところです けれ ども,今 までは,点 数表で何 の検査が何点 とか決
まっているのです けれ ども, もう少 し大括 りに したチ ーム医療 とい う形で 1つ の手術 をす るのだ っ
た ら,そ れに医者が何人かか って,看 護婦 さんが何人かか ってい るか らこれ ぐらいの点数 に しよう
か と力、 今 は何人かか って も点数 は同 じ点数 だ とい うことなのです けれ ども,医 療 の 内容 に よって

,

チーム医療 によって人数が変 って きますので,難 易度 とい うのですか,高 度 であ るとか,そ うい う
ことによって点数 の差をつ けようとい うこと も言われてお ります。今の保険点数を抜本的に見 直 そ
うとい うことです ので,そ うい うふ うな形にな って くるとい うふ うな事が検討 されてい ます。報告
書 は各大学 にフ ァックスで送 ってあ ります。一番大学病院で問題 になるのは,外 来患者がみ んな紹
介制になると,ま た困るわ けなので,症 例 の確保 とか,あ るいは患者 さんの確保 とか,そ うい う点
については どうい うス、うな形で,厚 生省 なんか に申 し入れるか とい うことを,今 検討 しているとい
う状況で ござい ます。保 険の ところは大体 そんな ところです。
後は卒後研修の義務化 が 出て きます けれ ども,病 院長会議 の 中で,教 育問題小委員会 とい うのが
京都大学 の病院長先生が中心にな ってや って お られ ます けれ ども,そ こで卒後研修 の共通 カ リキュ
ラムとい うのが作 られ まして,各 大学にたぶん配布 された と思 い ます けれ ども,こ れは先程 言 い ま
したように厚生省 が研修を義務化 ,必 修化 を しようとい うことにな ってい ます。それで必修化 した
時には,当 然その研修医に対 して 「給料を出 します。」 とい うふ うに言 ってい ます。厚生省 は保険
か ら出す と言 ってい るのです けれ ども,厚 生省 がお金 を出す とい うことは日も出す とい うこ とです
ので,要 す るにそ うい う話が出て きて い るの は,研 修が ちゃん とや られていないではな いか とい う
ことが あるわけなのです けれ ども,そ のためにはや っば り病床何床について,研 修医が一人 ぐらい
だ とか,そ うい うふ うな基準 を決めかねな い とい うことにあ ります。研修 医をた くさん大学病院で
集 めて も,研 修 がで きないで はないか,そ んな症例 もないで はないか,病 床数が少ない,あ るいは
入院患者が少なければ症例 もな いで はないか,あ るい は指導 医がいないではないか とい う形で,そ
んなにた くさん大学病院にいか な くて も,研 修指定病院がほか に もあるわ けなので,そ こで やれば
いいで はないか とかい うような形 に,今 の ままに していると多分な って くるだ ろうと思い ます。
一 H―

そのため,そ れを防 ぐには,や は り今 の人数 もちゃん と研修 はできるのだ とい うことを見せな い
とだめだ と思い ます。 たぶん その必修化 の ところは医師法 の 関係であ り,医 師法 の改正 になるので
しょ うけれ ども,そ この改正の法律がで きた ら,た ぶん 2年 間 ぐらいの経過措置があって,実 際や
るぞ とい う形 にな って くると思 うのです。それを待 っていて,義 務化 にな った時に,ち ゃん とす る
か らとい うのでは,な かなか世 の中お さま りがつかない ものです。 日約束では何 も出来ない もので
すか ら,そ れ までに大学病院でちゃん と研修 を今の体制 でや れるのだ とい うこ とをある程度見せて
おかな い と, これ だ け期 間があったのに何 もや っぱ りやれて いないではないか と,や れて いな い と
い うこ とは,研 修医の数 が多 いか らもっと減 らせばいい と,少 な くなればちゃん と
研修 もで きるだ
い
ろ うと うの を当然言 って くると思 い ます。そ うい うことを言われないよ うにす るためには
は

,や

り早 めにち ゃん とした研修 をや らな くてはい けない ということが必要だ と思 い ます。
そのために卒後研修 の共通 カ リキ ュラム を作 りましょうとい う形で,作 って きたわけなので
す。
ですか らすべ てそ れ と全 く同 じでな くてはな らないか とい うと,そ うではな い と思い ます けれ ども
基本的な背景 としてはそ うい うことがあるとい うこ とを,ぜ ひご理解 いただ きま して,共 通 カ リキ
ュラム に沿 った ような形で,そ れぞれの大 学で研修をや っていただ ければとい うお、
うに思 い ます。
今 日の議題 の 中に もあ ります けれ ども,実 際 に研修医の研修 をやろうと思 うと,た ぶん難 しいであ
ろ う。症例数 の話 もあ ります し,そ れか らスタ ッフの話 もあ ります し,構 造的な ところもそれぞれ
あ ると思 い ます。 たぶん研修医を自分 の ところで 出来ない ところは関連病院 と一 緒 にな って ると
作
か い うこ ともあ ると思 い ます けれ ども,実 際や るといろんな問題 も出て くると思 い ます し
,検 討 さ
れて くる中に出て くると思 い ます。 そ うい うところは,京 大 の小委員会の方 で も取 り上 げて,い ろ
ん な対応策,考 え方を出 して,改 善 で きるように していこ うとい う
=、

うなかたちで考えてお ります。

文部省 もで きるところは どん どん対応 してい こ うと思 って お りますので,ぜ ひ早めに検討 を してい
ただいて, こ ぅぃ ぅ問題があるか ら, こ うい うことを直 していただ くともっとや
り易 くなるとか

,

そ うい うこ とを 出 していただ ければ とい うS、 うに思 って お ります。最後 に もう 1点 だ け

, コ ンピュ

ー ターの2000年 問題があ ります。 ICUな んか集 中治療部 はいろんな
機械が入 って いると思 い ます
けれ ども,そ れぞれの病院 の中で委員会 を作 られて,考 えてお られると思い ますので,ぜ ひ事故が
ないよ うな形で 出来 るようにひとつ ご協力 をお願 い したい とい う

ぅに思 い ます。 時間がオ ーバ ー

=、

した ようで 申 し訳 ありません。
★大谷部長

大変詳 しくご説明いただ きまして,た いへ ん あ りが とうござい ました。 また議事進行 中,い ろい
ろとご助言 を いただ きたい と思います ので よろ し くお願 いいた したい と思 い ます。特に今回は
特別

議題 といた しまして,③ に国立大学病院運営改善の方策 とい うことで,か な り時間をとってご議論
いただ くように してお りますので,そ このところで大変参考になると言 い ますか

,考 えていかな け

ればい けない とい うような方向性をかな り明確に,今 ご説明いただいた よぅに思い ます。 またその
時には, よろしくご助言をお願いいた します。
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★大谷部長
それでは早速, この集 中治療部設置 のためのガイ ドライ ンの策定 とい うこ とで,冊 子 をお送 りい
た して お りますが,一 番最初 の ところ大阪大学か ら出されてお ります。本 日は妙中先生 にお願 い し
まして,お 手元 に国立 病院集 中治療部設計 のためのガイ ドライ ン案 とい うもの と,集 中治療 の ジャ
ーナルにで ましたア ンケー ト調査 の結果 とい うの も,お 手元 にお配 りしてあ りますので, これを参
考 に していただ きなが ら, まず は妙中先生 の方か らご説 明をいただ きまして,一 般議題 として浜松
医大か ら出てお ります ハ イデ ィベ ンデ ンシーユニ ッ トの設置,あ るいは香川 医科大学か ら現代 に即
した集 中治療部設置基準の見直 しとい うような ことも出てお ります ので, これ も併 せて ご議論 いた
だ きたい と思います。 まず妙 中先生, ご説明 いただ けますで しょうか。
★大阪大 学

妙中副部長

大阪大学妙 中です。お手元 の資料 に基づいて ご説明 させていただ きたい と思 い ます。 まず集 中治
療部設置基準 の見直 しに関す るア ンケー ト調査 についてです。 これは 2年 前 の この協議会で,厚 生
省 の集 中治療部設置基準が もう現在の集 中治療部の現状 にはそ ぐわないのではないか とい うような
お話がで まして, まず現状 に関す るア ンケー トをとって,そ してで きればその設置基準 に関す る新
しい ものを作 っては どうか とい うような ことが議論 され ました。 それで まず最初 に現状調査 とい う
こ とで,ア ンケー トを と りまして, これについては去年 の千葉大 で行われました協議会で ご説明さ
せていただ きました。今 お手元 にあ る資料 は, この 1月 に出ました 日本集 中治療医学会 雑誌 に載 せ
た もので ござい ます。それか らもう 1つ の資料 は,こ れは作 って参 った ものです けれ ども,国 立大
学病院集 中治療部設計のためのガイ ドライ ン案 とい うもので ござい ます。 これはア ンケ ー トを とり
ました ワーキ ンググループで もって話 し合 って,こ れは今 日のたた き台 の ように していただ ければ
と思 って持 って参 りま した。
まずガイ ドライ ンとい うことなのですが,現 在厚生省 の基準があって, もともとこれは集 中治療
室,特 定集 中治療室加算 を取 るための基準 を示 した もので あるわけですが,実 際 にはこの基準が集
中治療環境 として非常 に使 いやす い,患 者 とかスタ ッフに とっていい環境であるとい うような こと
を示 したガイ ドライ ンの よ うな使 い方 もされて い ると,そ の 2つ の面があって,そ こが 問題ではな
いか と思われ るわけです。今 日ここでお示 しす る案は,例 えば新 しく集 中治療部 を作 るかあるいは
改築す るような時に,病 院の上 層部 とかあるいは文部省 とかにい ろんな ことをお願 いをす るための
拠 り所 とい うか,そ うい った ものに少な くともな らなければな らな い とい うような考えか ら作 って
参 った もので ござい ます。 この前 の協議会で もそ うで した し,そ れか ら去年行われ ました集 中治療
医学会でやは り同 じよ うな

ICU設 置 のための ICU設 置基準 の見直 しとい うパ ネルデ ィスカ ッシ

ョンが あ ったのですが,そ こで ち ょっと問題 にな って ま したのですが,新 しい基準 を作 って しまう
と,そ の基準 に合わな い施設が出来てきて,そ うい うこ と自体が具合が悪 いのではないか とい うよ
うな議論が あ りました。そ こで, このガイ ドライ ン,今 お示 しす る案では厚生省 の基準 は最低基準
として一 応置 いておいて,そ して しか し実際 はこのよ うな ガイ ドライ ン,今 お示 しす るような案を
求 める,そ の辺が望 ましい姿 なのではないか とい うような形 のガイ ドライ ンとして提案 したい とい
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うふ うに思 い ます。
そのガイ ドライ ン案 の 2枚 目を ご覧 にな っていただ くと,そ こに今 申 し上 げた ような 内容が,は
じめにの ところですが,一 応盛 り込 んで書 いて あ ります。一番下のパ ラグラフの あた りに この案 の
資料 といいますか,根 拠にな りました もの は,前 回取 りましたア ンケー ト調査です。 これを主 た る
もの としました。 それに加えて,去 年 の集 中治療医学会 のパ ネルで話 し合われた内容 と,そ れか ら
ア メ リカ集 中治療 医学会が 1995年 に,ガ イ ドライ ンを報告 してお りますので,そ の あた りを参考 に
作 らせていただ きました。
次 のペー ジです。 3ペ ー ジと 4ペ ー ジで,こ れ もそんなに長い もので はあ りませんので,読 んで
いただ ければそれで もう分か るのですが.少 し説明 させていただ きます。 ガイ ドライ ンとい の は
う
どうい う書 き方 を した らいいのか とい うのが, もうひとつ私 た ち もよ くわか らなか ったのですが

,

ともか くこれは現 在ある厚生省の基準 に対応す るような順序で 1番 か ら12番 まで多少 項 目は増 えて
い るわけです けれ ども,作 ってみたわ けです。 ち ょっと読 んでいただ く時に注意 していただ

きたぃ

のは,そ こにな ければな らないとい うような表現 とか,あ るい は必要 で あるとか,べ きであると力
、
望 ましい とかち ょっとずつ違 う表現を使 ってい るわけです。そのあた りのニ ュア ンスをち ょっと考
えなが ら,み ていただ ければと思います。
まず医師についてですが,こ れは厚生省基準 とほ とん ど変わ らないわ けです けれ ども, これは集
中治療医学会が認 定 した専門医 とい うのがい ますか ら,そ れにい くらか合 うような形でち ょっとだ
け変えてそ こに書 いてあ ります。それか ら次 に看護婦 についてですが, これについてはア ンケ ー ト
調査 の 中で現在 の患者 2人 あた り,常 時看護婦 1人 が勤務 しな ければな らない とい う項 目について
お聞き した ところ,大 体 7割 近 くの施設がそれは適当であると,あ るい は もう 1対 2以 下, もっと
看護婦が い るとい うような こ とをい う施設が合わせ ると90%ぐ らいにな りましたの で,こ れは厚生
省基準 にそのま まと同 じもの をそ こに書 いてあ ります。多少 は違 い ます。 それか ら臨床工 学技士 で
すが, これは厚生省基準 では触れてお りませんが,ア ンケー トではすべ ての施設か ら将 来 は臨床工
学技士 が

ICUで 勤務すべ きだ と,少 な くとも病 院 の 中に ICUに 関与できる技士が必要であると

い うS、 うな回答 を くださって お りました。
それか ら病室面積 についてですが, これはみなさん一 番興味 の おあ りになるところだ ろうと思い
ますが, これはオ ープ ン病室では, 1床 あた り20平 米以上,個 室では 1床 あた り25平 米以上である
のが望 ましい とい う

うにいた しました。 ここはち ょっと重要な所 だ と思 うので,ア ンケー ト結果
の70ペ ー ジを見て いただ けますで しょうか。70ペ ー ジの左 の上の方 ,D.病 室面積 の
現状 について
=、

とい うところがあ ります。その まず現 状 では狭 い と思 うと,そ れか ら次 ,厚 生省 の規定,そ れ 15平
米では狭 い と思 うとい う施設が大半 で ござい ました。 とい うかほ とん ど全部 です。それか らその次
に現状面積があ り,そ れか ら右側 の必要面積 とい う所があ ります。オ ープ ンな病床では20平
米 ぐら
いが必 要なので はないか とい うふ うな回答が最 も多 くて,16施 設です。 この
※印を してい るのは

,

全体 の 中央値を示 しているわけですが,そ うい う回答があ りました。個室では25平 米 ,30平 とい
米
うところが最 も多 くて,中 央値 は30平 米 にな りました。 しか しその算 出根拠 について は, どの
施設
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もない とい うような ことで した。 これに対 して去年 の集 中治療医学会で,集 中治療病床 の シュ ミレ
ー シ ヨンを して,そ れを ビデオで撮影を して,そ して この ぐらいは必 要 であるとい う3、 うな
,ち ょ
っと科学的な根拠 に成 り得 ると思われるような発表があ りま して,そ れが 18.36平 米 と, これは後
の考察 の ところに書 いてい るのですが,そ うい う
=、

うな議論があ った こと,そ れか らア メ リカ集 中

治療学会の基準 ガイ ドライ ンには,オ ープ ン病室で20。 3平 米,こ れは 225平 方 フ ィー トですが,そ
れか ら個室では22.5平 米 が必要 であ るとい う表現があ りま した。そ うい った ことか ら, この20平 米

,

及 び25平 米 とい うもの を,そ の数字 をそ こに選 び ました。 これについては ご議論があろうと思い ま
す ので,後 か らお願い したい と思 い ます。
それか ら次 に器材室についてですが, 5番 目です。器材室については, これは随分 と狭い とい う
回答が もちろん多 か ったのです けれ ども, どの ぐらいが必要か とい うことについては,回 答 が非常
にバ リエー シ ョンが多 くあ りました。 それで ち ょっと困 ったのですが,中 央値 が 10平 米 ぐらいだ っ
たので,一 応そ こには10平 米以上 であるのが望 ましいとい う遮、うに しました。
それか ら 6番 その他 の部屋 についてなのですが,こ れは聞き方がち ょっと難 しか ったのですが

,

大体その ぐらいの部屋が い るだ ろうとい うような ことで ござい ます。次 に 7番 の 医療機器 について
ですが,こ れは厚生省基準 に もい くつか書いて あるわけですが,そ れについて どの程度必要 と思わ
れるか とい う

うな ことを聞いてみ ました。あるいは厚生省基準 にない もので も,普 段

=、

ICUで 使

ってい るような ものを列挙 しまして,必 要度 は どの程度か とい うことをお聞き しました。それによ
って備えて い なければな らない とあるのが,イ 〜 卜まで 7つ なのです けれ ども, これは全ての 回答
が必須 であ ると,全 ての施設か らの回答が必須であるとい うのが この イ〜 卜で ござい ます。 それか
ら次のペ ー ジに移 りまして,ち ょっと表現をゆる くしてあるのです けれ ども,常 時備えてい るのが
望 ましい とい う
=、

ぅな表現 に 4ペ ー ジで しました。それがイ〜 りぐらいまでです。 これはみな さん

どこの施設で もお持ちか少 な くとも病院にはあると思 うのですが,そ の 中 にはあ るのが望 ま しい と
か,な くて もよい とかい うような回答 もあった りした ものを ここに挙 げたわけです。

8番 の臨床検査 についてですが,こ れ もい ろい ろな ことをお聞き したのです けれ ども,イ ,口
ハ の 3つ は集 中治療室内で常時測 定 で きる ことが,

,

ICU内 で24時 間測定できるべ きとい うのが多

か った ものが イ〜 ハで ござい ます。血糖については,こ れは聞 いてなか ったのです けれ ども,必 要
かな と思 ってそれは入れ ま した。 それか らクレアチニ ンとか,一 般肝機能,一 般止血機能等 につい
ては,検 査部 で24時 間体制で測定できるべ きとい うような回答 が ござい ましたので,常 時実施 で き
る体制でな ければな らな いの 中か らは除きました。それか ら 9番 の電源設 備 についてですが, 自家
発電 と無停電電源装置であ ります。 これ も全部の施設か ら必要であるとい う3、 うに回答をいただ き
ましたので,そ うい う表現 に しました。
それか ら10番 の感染 防止対策ですが,こ こで はまたち ょっ と問題があると思 うのですが, まず治
療室は原則 としてバ イオ ク リー ンル ームでなければな らない とい うの は, これは厚生省基準 をその
まま真似 して書 いてあるわ けです。 ア ンケー トではこうい うこ とは実は間かなか ったのです けれ ど
も,少 な くともやは リバ イオ クリー ンとい うか, クリー ンに意識 を持 って おかな ければな らな いの
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ではないか とい うような意見が ワーキ ンググループ内 にあ りましたので,そ の文章 をいれ ました。
これは極めて曖昧な表現で, どの程度をバ イオ クリー ンとい うのか とい う問題があるのですが
,却
ってぼやけてていいか な とも思いました。それか ら, 口。は患者隔離 のための個室です けれ ども

,

これは個室が必 要 であ るとい うメ、うな回答 は全部 の施設か ら得 られましたのでそれを入れ ました
。
それか ら手洗い設備,こ れはオ ープ ン病床で 2床 あた り 1つ 以上 ,個 室には 1床 あた り 1つ 設置す
るのが望 ましい としていますが,ち ょっとバ ラつ きがあ りましたのでそん な表現に してあ ります。
それか ら二。輸液の調整 の こ となのですが,こ れは例えば薬剤部が

ICUに 出向いて,

ク リー ンベ

ンチの 中で作 って欲 しいとい うような ご希望 とかが あ りまして,全 ての施設か ら,少 な くとも無菌
的に作 ると,誰 がやるかは別 に して,そ うい うふ うな回答があ りましたので,そ の文章 を入れ ま し
た。
それか らH番 は他 の部署 との位 置関係ですが,そ れについての現状 とご希望 をお聞 き したのです
が,結 局集 中治療部 と手術室 とが,清 潔な動線で連 な ってい るべ きだ とい うS、 うな回答 は非常 に
多
か った わけですが ,そ の他 の放射線部 とか病棟 とか については,特 に動線 が短 ければよぃ とぃ うょ
うな,そ の ような表現で したので こん な形 にな りま した。 12番 は常時の説 明です。
もっと他にガイ ドライ ンとい うか らには,患 者 さんにとって良好な,つ まり音 とか光 とか温度 と
か湿度 あるいは家族 の こととか,そ うい った ことも書かない といけないかな とは思 ったのですが

,

そ うい った こ とは今回は全然根拠 もあ りません し,ア メリカ集 中治療学会 のガイ ドライ ンを読み ま
す とそんな事 もた くさん書 いてあるのです けれ ども,そ ういった ことは今後 その都度改訂す るな り
追加す るな りして い った らいいのではないか な とい うメ、うに考え ました。 5ペ ー ジ ロは参考に した
文献です。以上です。
☆大谷部長
あ りが とうござい ました。デ ィスカ ッシ ョンに入 る前 に先程 申 しました,浜 松医大 と,そ れか ら
香川医科大学 の先生方 に議題 として 出 されて お られ ま したので,何 か ご発言があ りま した ら簡単 に
ご発言 いただ きたい と思 い ます けれ ども,浜 松医科大 学 の土井先生 ご発言 お願 いいた しま
す。
★浜松 医科大学

土井副部長

妙 中先生 のお っ しゃったガィ ドライ ンとは直に関係がないのか もしれませんが,私 どもは集 中治
療 ベ ッ ドを円滑 に,効 率的に運営するために,現 在集 中治療部 と一般 ベ ッ ドとの 中間に位置す るハ
イケアユニ ッ ト, またはハ イデ ィベ ンデ ンシーュニ ッ トとも申す そ うです けれ ども,そ れ の
設置を
希望 してお ります。 この 中間施設,ハ イケアユニ ッ トを まずひとつ は付属設備 として このガイ ドラ
イ ンの方 に どこか 1行 で も,盛 り込む必要性があ るか どうか とい うこ とを ご議論 いただ きたい とい
うこ とと,第 2点 は既 に鳥取大学,徳 島大学等では,設 置済 とい うふ うに伺 って お りますが,他 の
大学で の現状につ いてお聞かせ願えれば幸 いで ござい ます。それか ら第 3点 といた しま して,先 程
文部省 の方 か ら細か く説明 いただ きま したけれ ども,現 状を踏 まえ まして, もし私 どもがそ うい う
もの を概算 要求をす る場合 に,純 増 とい う方向ではな くて,他 の既存 の病棟 との差 し換え と い ま
言
すか,振 り替え とい う格好で した ら,案 外簡単 に設置 の方 をお願 いで きるのか とい うこ とについて
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簡単 に コメン トをいただ ければ ご思 い まして,一 般 の議題 として提出 しました。以上です。
★大谷部長
では先 に香川医科大学 の小栗先生お願 い します。
★香川医科大学

小栗部長

私 どもが こ うい う形 で,現 代 に即 した集 中治療部設置基準の見直 しとい うも、うな議題で 出 してお
ります ことは, さきほ ど櫛 山課長補佐がお話 にな られました ように,や は り大学病院 として,い ろ
んな合理化 に対 して企 業努力を しなければい けない,少 ないマ ンパ ワー あるい は施設 の設備 の 中で
どうい うス、うに変えて い くか とい うことを考え ます と, 3番 目の議題 に も関係す ることなのです け
れ ども,病 院 の 中をやは り重症度 によって改革 していかな ければい けな いので はないか と,そ うす
ると単 に集 中治療部 とい う現在 の

ICU以 外 に,

さきほ ど浜松 医大か らおっしゃられた,い わゆる

ハ イケアユニ ッ トとしている もの も包含 した形で運営 してい く必要があるのではないか
,一方 で

,

そ うします とそ うい うハ イケアユニ ッ トを包含す るとい うことになれば,機 器 が少な くてすむ よう
な患者 とい うものの収容 の面積 とか,あ るい は逆 に今度 は感染症がその非感染症 の患者 よ りも,あ
る時期 には数が まさって い るような

ICUの 現状,そ うい うものか らす ると,感 染症を隔離す るべ

きなのか,非 感染症患者 を隔離す るべ きなのか という ぐらい に非常 に大 きな問題 にな って きてお り
ます。そ うい うこ とを踏 まえてやは り基準 とい うのを考えなければい けないのではないか とい うの
が私 の提案 の理 由で ござい ます。以上です。
★大谷部長
文部省の櫛 山課長補佐の方 にお聞 きす るの は,後 まとめてお聞きす るとい うこ とで勘弁 していた
だ きまして, ここで はこのガイ ドライ ンを出 していただいた, これを案 としまして, ここにご出席
の先生方が これな らいいだ ろうと集 中治療部が決めたガイ ドライ ンとして, これを公にす ることが
いいか どうか と,合 意がで きるか どうか とい うこ とを,ま ず議論 いただ きたい と思 うわけです
。も
しまとまらなければ,今 回 まとめな くて も次回に申 し送 って もいいわけですが,あ ん まり長 々 と引
きず って お ります と,結 局 ,例 えば感染症なんか に関 しましては,こ のア ンケー トを した時 に比べ
ます とい ろん な こ とが変 ってお ります ので,だ んだんそ ぐわない とい うような感 じに もな って参 り
ますので,私 といた しま しては,今,妙 中先生が言われた 中で,問 題 とな ります病室の面積 ,そ れ
か ら感染症 と,感 染防止対策, この ことの 2点 がおそ らく先生方が まあいいだ ろうと言われた ら
,

これをガイ ドライ ンとして,(案 )の

( )を とって もいいのではないか な とい うふ うに思 うので

す けれ どもいかがで しょうか。今 の病室面積,あ るいは感染 に関 した事 に言及 されて もいいのです
が, ご意見 の ある先生方 ぜ ひお願 いいた します。 いかがで しょうか。
★名古屋大学

武澤部長

一般的にガイ ドライ ンとい うのは,非 常 に大 きな重みを持 つ もので して,例 えばクリニ カのガイ
ドライ ンで もそ うです し,あ るい は他の建物 のガイ ドライ ンで も建築 の基本法で も全部そ うです け
れ ども,そ うい うものがで きる時のガイ ドライ ンとい うのは非常 に大 きな重みを持つわけです。で
すか らそのガイ ドライ ンを作 るにあた っては,そ の根拠がかな りは っきりしていないとい けな い と
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思 うわ けです。それ を単 にア ンケー ト調査 と,ア メ リカの

ICUの 設置基準 だ けを根拠に して この

ガイ ドライ ンを作 るのは, これは非常 にそのガイ ドライ ンの持つ意味 としてかな り軽 い と,み な さ
んの ご希望 をただ まとめただけだ とい うことにな りかねな いのです。 しか もこれは国立大学 の
集中
治療部 の協議会 とい うかな り公的な機関 の重みを持 った機関で作 るガイ ドライ ンですか ら,や は り
もうち ょっとちゃん と根拠 を示 した方が いい と思 うのです。根拠が書かれてい る文章 が一 番後 ろの
レフ ァラ ンスだ けであるとい うことにな ります と, これは非常にプアーであると言わざるを得ない
と思 うのです。ですか ら例えば,20平 米 とい う 1ベ ッ ドあた りで い ろんな数値が出て くると思 うの
です けれ ども,そ れに関 して もどうして こ うい う数値が出てきたか,例 えばア メリカでガイ ドライ
ンを作 る時に, どうい う根拠で出てきたのか とか,あ るい はオース トラ リアのガイ ドライ ンが あ る
わけです し,ヨ ーロ ッパ に もあるわけですか ら,そ れぞれ もう 1回 ,文 献的に戻 っていただいて

,

その根拠 を全部付 け加えた上で,こ れが いい とい う根拠 はない けれ ども, これだけの もの を調 べ た
段階では この ぐらいがいい とか,せ めて どこまで分か っていて どうい う数値を出 して きたのか とい
うことを言 わな い と,思 いつ きだ けで出 した って,お そ らく文部省で も厚生省で も,お そ ら くほ と
ん ど相手 に しない と思 うのです。 ですか らそ こをちゃん とや っていただ ければ, この協議会 として
出す もの としては,全 然恥ずか し くない ものになると思 うので, もうち ょっと加えていただ ければ
と思 い ます けれ ども。
★大谷部長
ほか に どうぞ。
★広 島大学

岡林副部長

広島大学 の岡林 です けれ ども,ち ょうど広 島大学 は再開発が決定 しまして,平 成 13年 の秋完成で
新病棟が完成す る予定です。広島大学 の集 中ケア病棟 とい うの は,30床 でやるのです けれ ども,内
訳は

ICU8床 , CCU4床 ,無 菌室

(熱 傷室)が

2床 ,H C U13床 ,感 染症室 3床 の計30床 の集

中ケア病棟ですが,そ の設計に関わって きた関係か ら,こ の 間のガイ ドライ ン,厚 生省 のガイ ドラ
イ ンをず っと眺め まして,そ の 間の実態 とい うもの をみなさんに知 っていただ きた く思 い ます。基
本的 には僕 は武澤先生 の意見に全 く賛成 な立場なのです けれ ども,ひ とつ は厚生省 の このガイ ドラ
イ ンとい うのが,非 常に大 きな足かせに,絶 対守 らなければな らない,許 認可制 の もの として
絶対
あるとい うことです。 さらに このガイ ドライ ンを出 した場合 には,お そ らくこのこ うい う機関,国
立大学 の集 中治療部協議会が 出 した ら,か な りの重みを もって厚生省 に取 り入れ られ る可能性が

非

常 にあ るとい うこ とです。その 中で例えば建築家 の意見が この 中 に入 ってい るか どうか とい うよう
な こ とも,大 事 だ と思 い ます。 実際 に設計 してみ ます と,

ICUの 今回 の広大 の面積が 18.5平 米

,

これは規約では内法面積ですので,例 えばいわゅるユニ ッ トの酸素配管なんかのモニ ー
タ とか,あ
あい うユニ ッ トをつ けます と,そ の分 は全部削 られ ます。 だか ら例えば20平 米以上 必要 とい うこと
は,実 際 には21平 米以上なければ建築上 だめだ とい うことです。 もちろん壁 もあ ります し

,面 積 が

非常 に大 きな ものがい るとい うことです。 それ と例えば柱 と柱の 間,今 回広島大 学 は 6.2mな ので
す けれ ども, これを半分に して と ります と 3.lmし か とれ ません。そ して この20平 米 の基準
を満 た
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そ うと思 い ます と,

7m弱 要 るわ けです。そ うす るとこれは もううなぎの寝床 にな って,逆 に使 い

難 い とい うような こ とで足かせがか けられて しまいます。 それか ら個室です けれ ども,25平 米 とい
うのは,今 度熱傷室が前室を含め まして28.4平 米,前 室を除きます と20平 米余 りの21.6平 米 ですの
で,足 りません。 これ だ けを確保 します と,大 学病院全体 の面積が決 まって い るわけですか ら, I

CUの 中で,例 えば今後 30床 の集 中ケア病棟 を作 ろうとした時に, どこかの部分にかな らず しわ よ
せが くるわ けです。 これが果た して,今 後 の再開発に現実的か どうか とい うことを考え ます と,今
回の基準 は根拠 に非常 に乏 しい割には,あ まりに も厳 しい数 が出ているのではないか とい うことで

,

自分 た ちの首を却 って しめることになるので はないか とい う危惧をす るわけです。
★大谷部長
他 にございます で しょうか。徳島大学 が最近新 しく建 て られた と思います けれ ども,徳 島大学 で
はこの面 積 とかその他, どうい う
=、

☆徳島大 学

うで しょうか。ち ょっとご紹介 いただ けますか。

大下部長

徳島大学 の大下で ござい ます。昨年の 10月 か ら,徳 島大学 では集学治療病棟 と言 ってい ます けれ
ども,

ICU6床 ,そ れか らH

C U20床 ,

CCU5床 と,無 菌室 5床 で運用を始めてお ります。I

CUの ベ ッ ドの面積,広 さですが,床 面積が大体21ぽ で,個 室が 1床 と,そ れか らオープ ンのベ ッ
ドが 5床 とな ってい ます。先程,浜 松医科大学 の土井先 生が HCUが あると非常 にいいのではない
か とい うふ うにお っしゃい ました けれ ども,確 かにHCUが あ ります と非常 に
易 くな ります。 と言 い ますのは, これ まで徳 島大学で

ICUの 運用がや り

ICU5床 で運用 してきたわ けなのですが

,

ほ とん どが術後 の患者で 占め られてお りまして,内 科系 のいわゆる緊急患者 ,救 急患者 の 申 し込み
があって も,ち ょっとしば らく病棟でみてお いて くれ とい うこ とで,内 科系 の不満が非常 に強か っ
たわけです。 ところが HCUが バ ックに20床 あ ります と,す ぐに受 け入れ体制が整え られるとい う
こ とで,内 科系 の不満 がほ とん ど解消 されてお ります。 それ と小栗先生 が

ICUの 中に感染室以外

に無菌室,感 染を防 ぐような個室 もい るので はないか とい うメ、うにおっしゃ りま したが,徳 島大学
では ICU6床 と,そ れか ら ICUに 付設 された無菌室 1床 とで運用 してお ります。 ICuの 公称
ベ ッ ド数 は 6床 です けれ ども,実 際は 7床 にな ってお ります。オープ ンの

ICUベ ッ ドが 5床 ,感

染室が 1床 ,無 菌室が 1床 とい うことです。 したがいまして一般 の無菌室は 4床 とい うことにな り
ます。それで36床 一 体運営を始 めたのです けれ ども,最 大 の問題はマ ンパ ワーで ござい ます。徳 島
大学 では救急部 と集 中治療部 の一 体運営が認め られてお りまして,こ れ まで救急部 の助教授,そ れ
か ら集 中治療部 の講師,集 中治療部 の助手 2名 の 4名 で運用 して きたわけなのです けれ ども,36床
の集学治療病棟 とな ります とマ ンパ ワーが どうして も足 りませんので,麻 酔科 か ら助手を 1名 派遣
いた しま した。ですか ら専従の助手以上 の医師が 5名 ,そ れか ら内科系,外 科系か ら 3年 目以上の
医員を 7名 か ら 9名 派遣 して もらい まして,そ れに卒後研修 の必修化 によ り研修医が大体 9名 か ら
10名 研修 にきてお ります。 したがいまして,20名 か ら25名 程度 の 医師で運用 して い るのです けれ ど

も, これで もまだマ ンパ ワーが不足 してお りまして,ガ ヽさな苦情は今で も出てお ります。 だ けどこ
れは徐 々にマ ンパ ワーを増や してい って解決 していこ うとい うふ うに考えてお ります。以上です。
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★大谷部長
あ りが とうござい ました。やは リガイ ドライ ンは,確 か に武澤先生が言われた ように,い っぺ ん
で きて しまいます と,か な リー人歩 き して大変影響が大 きい とい うことは事実 だ と思 い ます。先 を
争 って作 ることが能ではない とのご指摘 だ と思い ます。 とい うことを考え ます と, この妙 中先生か
らお示 しいただ きました,こ れを一応 たた き台 といい ますか,基 準 といた しまして,文 献な どもき
ちん とお示 しいただいてお ります ので, これを。 どうぞ。
☆弘前大学

坪副部長

坪 ともうしますが,私 は今回 の ものにはあまり携わ っていないのですが,第 1回 目のア ンケー ト
に携 わ った者ですが,そ の時にア ンケー トを とった理 由が,現 状 のが とて もや ってい けな いので

,

不満であるか ら,あ るべ き姿 を示 したい とい うこ とで作 ったわ けです。ですか ら,ガ イ ドライ ンと
い うの は,何 もこれでなければだめだ とい うことではな くて,今 が駄 目なので, これ ぐらいの もの
が欲 しいのだ とい うことで,み んなでア ンケー トを とった筈です。ですか らこれ ぐらいの ものが欲
しい とい うこ とで よろ しいのではないで しょうか。 ですか らこれ以外 はだめだ とい う意味あ いで は
な い と思 うのです。 これ ぐらいの ものは欲 しいのだ,今 が駄 目なので, これ ぐらいの もの を厚生省
に作 って欲 しい とい う場合 に こんなのがあ るのだか ら,ぜ ひこれに近 づ けて欲 しい とい うような意
味あ いで,私 た ちは一 番最初 に作 ったわけです。何か今 のお話 だ と, これでな ければ許可 しない と
そ うい う何か別 のニ ュア ンスに取 られて い るのではないで しょうか。それか ら実際 に建築 の方 を示
せ と言 われて い ますが,ア メ リカあた りと力、 ヨーロ ッパ を私 は見てみたのですが,あ のガイ ドラ
イ ンは,か な らず しも,

ICUの 専門家 の設計技師の意見が十分 に入 ってい るとは,私 は信 じられ

ません。結構文献 なんかな くて作 ってい ますので,た ぶん あれは思い切 りぱっと,妙 中先生 の よう
に言 われて作 って,こ れ ぐらいの所 は欲 しい とい う3、 うで作 って あるのではないか と,私 は推察 し
てい るのですが,今 の所 ,あ れ以上は出ないのではないで しょうか。
★大谷部長
￨1先 生 どうぞ。
あ りが とうございました。前り

★山 口大 学

前川先生

山 口大 学 の前川です けれ ども, 1月 始めに 日本集 中治療医学会 の理事会が ござい ま して,や は り
このガイ ドライ ンが,集 中治療医学会 の機関誌 に出た ものですか ら,理 事会 の方 で一 応 この議題が
出ま した。やは りみな さん お っ しゃってい るように,一 応 い ろい ろ調 べ ていただいて,ぃ ぃガ イ ド
ライ ンが 出てきた とは思 うのです けれ ども,こ れがそのまま一 人歩 きす るの は,ち ょっと困るだ ろ
うと,一 応国立大 学 での 100%回 収率 とい うのはす ごいことだ と思 うのです けれ ど も,そ れはそれ
として,私 立大学 の

ICUと かの意見 も入 ってい ません し,や は りもう少 し検討 した方 がいいので

はな いか とい うのが,最 終的なみなさんの ご意見だ った と思 うのです けれ ども,平 澤先生そんな と
ころで よろ しか ったで しょうか。
★千葉大 学

平澤先生

千葉大 の平澤ですが,私 も今発言 しようと思 ったのですが, これ と集 中治療医学会 の方 の意見 と

Ｌ ● 僣轡 艦 櫂 日 Ｌ
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はあま りか け離れるとい うことはな い とは思い ます し,ま た,か け離 れて い るとち ょっ と妙 な こと
にな ります ので,検 討 して いただ く過程 で,そ うい う受 け皿 となる委員会 も集 中治療医学会 の方 に
ござい ますので,そ ち らへ もアプ ローチ していただいて,綜 合的に検討 していただいた方 が いいの
ではないか とい う

うに思 い ます。

=、

★大谷部長
あ りが とうございました。 それ と感染 の ところですが,最 近感染症指定 医療機 関の整備 について
とか,そ れか ら感染症予 防法 の成立 とい うような ことで,そ うい う法律 的な こ とも,少 し変 って き
た りしてお ります ので,ア ンケー トを とった時点 とは少 し変 って きて い るとい うような こと も盛 り
込 んで,や は りもう一度少 し,こ れに肉付けをす るとい うようなあるい は修正 をす るべ きと ころは
す るとい うような ことで, ここで決 めるとい うことは しないでお きたい と思い ます。 これは また次
期 の当番 の大学 の先生方 ,あ るい は今 まで当番をや って来 られた先生方,あ るい はこのガイ ドライ
ンの ワーキ ンググループの先生方 とちょっとお話をさせて いただいて,こ の くらい にさせていただ
きたい と思 い ます。 もう少 し時間があ りました ら, もうちょっとお話を していただ きたい とも思 う
のですが,時 間が ござい ませんので,先 に進 めたい と思 い ます。妙 中先生 また 引き続 きま して, よ
ろ し くお願 いいた したい と思 い ます。
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★大谷部長
次 に武澤先生 の方 か らで ござい ます。特別議題 の 国立大学集 中治療部機能 評価 に関 して とい うこ
とで, ご説明いただ きたい と思 い ます。武澤先生 よろ しくお願 い します。
★名古屋大学

武澤部長

去年 の この会議で,国 立大学 の集中治療部 の機能評価 と言 い ますか,治 療成績 に関 して,お 金 も
含めてです けれ ども,そ ろそ ろそ うい う時期 に来 ているのではな いか とい うことを私が提案 したの
ですが,そ れを平澤先生が協議会 の議長 として採用 していただ きまして, この次 のつ まり今年 の協
議会 までに,何 らかの形 でア クシ ョンをするように とい うふ うに ご命令 を受 けましたので,一 応私
が言 い 出 しっべ な ものですか ら,東 北大学の松川先生 と,そ れか ら阪大 の妙 中先生 と,山 口大 学 の
前川先生 とそれか ら広 島大学 の大谷先生 に加わ っていただ きま して,国 立大学 の集 中治療部 の機能
評価 とい うことに関 して, どうい う項 目を選んで, どうい う形で評価を してい くか とい うような こ
とを検討 いた しました。 その原案を作 って参 りましたので,そ れをみな さんに紹介 して,そ れをお
持ち帰 り願 って,調 査す る期 間,あ るい はこの調査項 目で いいのか,あ るい はさらに加えるのか

,

あるい は評価方法を変えるのか ということに関 して, ご議論 をいただ きたい とい うことです。 と り
あえず私 は時 間を 10分 間 ぐらいいただ きましたので,評 価やバ ックグラン ドな りを少 しご説明 した
い と思 い ます。
現在 い ろんな ところで,医 療機能評価 ,あ るいはいろんな医療経済 の問題 が 出て きて い ます けれ
ども,大 枠 を言 って,要 す るに今 はhealth sector reformと か,健 康改革 といい ますか,health

sector reformが

WHOが

中心 にな って,世 界全体で行われて い ると,特 に医療費がた くさん使わ

れて い るアメ リカ,あ るい は欧米,つ まり先進 国にお いて は,財 源が持 たない とい うような こ とで

,

積極的にhealth sector reformが 行われてい るところであ ります。 まず最初 は もう経 済 がなかなか
立 ちゆかないと, これ以上 もう経済成長 は しない,つ まり限 られた利益をみんなで分 けな ければい
けな い とい うこ とが出て きた と,あ る一部 の利益が減 った人間はそれを我慢 しなければい けな い

,

それか ら特に医療 に関係 して,人 口の高齢化, これはみなさん よ くご存知 だ と思い ますが,そ れか
らさらには,効 果 のはっきりしな い高額 な医療機械が どん どん導入 され るMRIと かそ うい うの も
そ うです けれ ども,そ れか ら医療情報 の公開圧力,開 示圧力 とい うのが患者の権利 の拡大 とともに

,

きつ くな って きて い るとい うような ことを含めて,公 正 に しか も能率 よ く医療 を提供 しない と,国
民 が納得 しない し,あ るい は政府 もや ってい けない とい う状況を迎えてい るとい うこ とにな ります。
一 体今何を政府 は考えているか と,あ るい はWHOは 考えてい るか。一つは厚生省 は どうい うふ
うに考えているか とい うの は,先 程 もい ろい ろお話 が あ りま した けれ ども,病 院 の機能分化,急 性
期病床 と療養型 (慢 性期 )病 床を分 けようと,つ ま り大学病院 の 中には,在 院 日数 が百何十 日の人
もいれば, 5日 の人 もい ると, これはや っば り病床 として運営 してい くのに まず い と,従 ってそれ
を どうい う
=、

うに分 けるか とい うと,大 体 日本全体で 120万 病床あ ります けれ ども,そ の うちの急

性期病床を大体60万 病床 とその半分 に した い と,療 養型 を40万 ,あ との20万 はいずれの形 に しろ減
らしてい くと,大 体今 の保険適応がで きる病床を半分 まではい きません けれ ども,か な り減 らして
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い くと,そ れに従 って当然医者 の数 も減 る可能性があると,そ れか ら診療報酬体系を変えると,D

RG/PPS導

入すると,マ ル メです けれ ども,マ ル メを導入すると今 の レセプ ト診療が変 って し

まうとい うことにな ります。 これはみなさん ご存 じのように,医 療費 の削減にはある程度効果があ
るのですが,手 抜 き医療が行われるとい うこと,手 抜 き医療 を防止す るために, もう既 に手 が打 っ
てあ りまして,医 療評価機構があると,医 療評価機構が既 にあると, これが どん どん と, もっとこ
わ くなって くると,変 身 して くるとい うことにな ります。
それか ら医者が未 だに機能分化 されていない と, 自称みな さん専門医なわけですが, 自称専 門医
です けれ ども,そ うい うのは専門医ではない と,つ まり本当 の専門医 と,総 合診療ができるジェネ
ラ リス トの 2つ に分 けて い こ うと,専 門医は厚生省 の試案 では今 の 3分 の 1で いいだ ろうとい う
=、

うに言われて い ます。ほ とん どが 自称専門医で,専 門医ではない,つ まり症例の数か らいって も
,

あ るいは治療成績か らいって も専門医ではないのです。 それか ら診療 プ ロセスを もう 1回 再評価 し
ましょうと, これはクリニ カルガイ ドライ ンの制定を しようとか,あ るい は クリテ ィカルパ スを導
入 しよ うと, これはい ろい ろ議論があるところですが, 日本 には本当の ク リニ カルガイ ドライ ンと
い うのは 1つ もな い とい うことです。
それか ら福祉 と保 険,こ れは財源の話 にな ります けれ ども,財 源を有効 にどうす るか とい う福祉
と財源を老人医療 はこっちに入 って くるわけです けれ ども, どうい う

うに分化す るか とい う問題

=、

がでて きます。それか ら地域医療計画が非常 に漠然 としている。ベ ッ ドの数か らい って もそ うです
し, 2次 医療圏が非常に分化 されていない と,そ れぞれの医療保 険の 中で どうい う医療が行われて
い るか,つ まりこれは,開 業医 レベ ル,あ るいは救急 医療 もそ うです けれ ども,そ の辺が さっぱ り
わか らない とい うことで,地 域医療計画 の見直 しと,並 びにその機能評価 を行な うと,そ れか ら経
営 とい う概念 を病院の中に入れましょうと,こ れが大体の概 要 だ と思い ます。
それで大学病院は何が行われるか と言 い ます と,大 学部分が統廃合 され ると,入 学定員が減 らさ
れ ると, これはいいですね。それか ら基礎医学 と臨床医学 の臨床圏域の分化 が まった くできて いな
い ところ も分化 して協同でや るところは協 同や ってい くと,経 営概念の導入 は独立行政法人化 ,あ
るいはDRG/PPSの

導入 とい う形で否応な しにや って くると,そ れか ら急性期病床を一部特化

せ よと,こ れは山口大学 か らあ ったよ うに救命 セ ンターの設置 とい うことがでて きます。それか ら
職業訓練校やは り卒後臨床教育 の強化 をさらにお こなわなければいけな い,一 般的な教育ではない
のだ と,こ れはある技能 を もった特殊な専門家を養成す る学校 として,や っぱ り分化 しなければい
けな い と,そ れか ら先程言 い ました総合診療 と専門診療 の分化 を行な うと,特 に専門診療 に関 して
は徹底的な臓器別選定を しな ければ これはや ってい けない と,そ れか ら新 しい部門 としては医療情
報 あるい は臨床疫学,(京 都大学が今度臨床疫学 の講座化 をされたみたいですけれ ども,)そ れか
ら生物統計,特 にパ ブ リックヘ ルス とい う概念 を もう 1回 復権 させない と,大 学病院の リフ ォーム
はで きな い。 それか ら治療 成績な どの医療情報 の開示が追 られる,(国 民 か らも追 られる し,)私
た ちが限 られた財源 の 中で

ICUに これだ けお金 を ください とい う
=、

うに要求す るときには,必 ず

治療成績等を含めた ものは出さない と,お 金 は貰えな い とい うことにな ります。特 に DRG/PP
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Sが 入 って きます と, これは部署房1の どこに問題があ って,ど こに原因があるか とい うことは当然
問われて きます。

ICUの 機能評価が どうして必 要か と, まずは死亡率が高 いのです。特 に この前私 た
ちが調 べ た デ ー タでは, IcUに 入 って感染症 を併発 した患者 さんは,病 院内死亡が約 50%で す。
非常 に高 いのです。 ICUの 中ではせいぜい 3%〜 4%で すけれ ども,病 院全体,ホ ス ピタルモー
とい う中で

タ リテ ィは約 50%と 非常 に高 いのです。それだ けの人 た ちにどれだ けの お金 を出すべ きなのか 出 さ
ざるべ きなのか とい う議論 は当然 されな ければい けな いわけです。それか ら医療費 だ けで,
をみ ます と国民医療費 の

1%で す けれ ども,ア メリカで は大体全病院の経費 の30%は

ICU
ICUが 消費

をす るこれは人件費 も全部含めて とい うこ とです。 ア メ リカで は病院 の 中で金 喰い虫であるわ けで

,

日本 は どの くらいか まだ計算 していません けれ ども,お そ らくア メ リカの半分以下,あ るい は 4分
の 1ぐ らいか もしれ ませんけれ ども,い ずれにせ よこれか らどん どん在宅 が増えて い って,在 院 日
数が短 くな って きます と,

ICUや 病院 の 中には重症患者がた くさん増えて きます。そ うす ると医

療費を さらに喰 ってい くだ ろうと,そ れか ら先 程言 い ましたよ うに,い ろん な意 味で 医療資源 の投
下が されてい ると,転 帰 はど うな っているか,パ フ ォーマ ンスは何ですか とい うとさっぱ り分か ら
ない と, これでは話 にな らない ということにな ります。 つ まり国民か らお金を もらう こ とはで きな
い とい うことにな ります。
では

ICUの 機能評価 の 目的は何か と言 い ます と,ADLの

改善を伴 った生 命予後の改善,あ た

りまえです。医療 の 目的は こ うであると,そ れに対 して どの ぐらいの医療費,あ るい は医療資源 を
投下 したのか と,そ れを医療費 で割 ると, これはいわゆるテ クノロジーアセス メン トとい うことに
な ります。
それで

ICUの 機能評価 をす るためには,生 命予後 の改善,ADLの

改善 を伴 ってで もいいです

けれ ども,生 命予後 の改善があるか どうか とい うこ と,そ れはどうい う重症度 においてそ うなのか
とい うこ とを明 らか に しなければな りません。軽症の人 を持 って きて,み な さん助か りました よと
い って も意味ないわ けで,逆 に どんな ことを して も死 ぬ患者を

ICUに 入れて いって,そ れは治療
室で全 部死 にました とい うの も全 く意味がな い,つ ま りどれだ けの重症度 を持 って ICuに 入 って
きた患者が どれ ぐらい亡 くな ったのか とい うことによって まず機能評価 がで きると,そ れか ら院内
感染の話 が先程出て い ま したけれ ども,院 内感染はや っぱ り院内感染を起 こす リス クで もって,層
別化 しな ければい けな い,つ まリリス クで層 別化 して,あ る重症度 で層別化 して どの ぐらいのア ウ
トカムがあ ったのか とい うこ とをや らな ければい けな い, もしお金の こ とが 問題 であれば,在 院 日
数 とか,在 室 日数 も加味す ると, これ全体を投下 したお金で割れば,テ クノ ロ ジー アセス メン トに
なるとい うこ とです。
それで,今 回何 を収集す るか と言 い ます と,患 者 の属性デー タ,(年 齢 とか性別 とかあ ります け
れ ども,)そ れか ら基礎疾患の処 置 に関 して,こ れは コーディングを しなければい けな い とい うこ
とで, コー ドの統一化で,

ICD9と か ICD9CMと

かい うような,イ ンター ナシ ョナルな病名

コー ド,あ るいは処 置 の コー ド名があ ります ので,そ れが 自動的に入 るように工
夫 を しました。 そ
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れか ら重症度 は,今 回はAPACHEス

コアと,APACHE,SAPSど

っちで もいいです けれ

ども,ほ かのいろんな先生方 もご意見をいただ きました けれ ども,一 応重症度評価を入れて い くと
,

それか ら転帰 に関 しては,在 室,在 院 日数,そ れか ら死亡率 と,中 間転帰 としては,院 内感染 の数
とかそ うい うこ とを考え ます。それか ら投下 された医療資源 としては,医 療機器 ,そ れか ら実験的
治療 とい うのは,例 えば保 険ではまだ認め られていない けれ ども,大 学病院の使命 として新 しい治
療法を開発 しなければい けな い,そ うい う時にそ うい う治療が行われて,一 体それが どうだ ったの
か とい うこ とも含 めて機育ヒ評価をするとい うことにな ります。
それでい ろい ろ問題があるのですが,い ろんな コー ド体系 とい うのは, まだイ ンター ナシ ョナル
には統一 されていないのです けれ ども, コー ド体系をや っぱ りもうち ょっと標準化 しようとい うこ
とで,そ れを します と例えば 100万 例 の症例があろうが,何 万例 の症例があろうが, 1つ の コーデ
ィ ングでそれを ソーテ ィ ングす るとか,デ ータ収集す る ことが可能にな って きます。ですか らコー
デ ィ ングを もうち ょっとちゃん としたい。それか らどうい うデー タセ ッ トを集めるのか,そ れは後
ほ ど出 します けれ ども,そ れが まだはっき り決 まっていない,そ れか ら患者情報 のデ ー タベー スか
ということに関 しては,い ろんな形 のデ ー タが取れる。 それか ら特に問題 にな って きますのは,い
ろんな検査室のデ ー タベー ス,医 事情報 のデー タベースとそれか らお金 のデー タベース と,い ろん
なデー タベースが あ ります。 そのデー タベース間のや りとりが非常 にで きに くいのです。例えば亀
田総合病 院み たいに,
なかそ うい う
=、

IBMを 入れて しまえば,そ れで全部 い けるのです けれ ども,実 際にはなか

うにいか ない とい うことで,い ろんな形のデ ー タベース間の標準化 とい うことが さ

れてい ます。それを うま く利用すれば,設 備投資を少な くして,デ ー タベース間の相互 のや りとり
をすると, これは省力化ができる。 い ちいちデー タを入れな くて もいい。それか らその後 ろにある
の は,デ ジタル化 を しなければどうしようもない時代にな って きたとい うことにな ります。そ うい
うデー タベースに沿 って, ランダマイズ ドコン トロール トライアル とかをする。 それか ら治療 の標
準化を行な い, ク リニ カルガイ ドライ ンや クリテ ィカルパ スを行ない,そ れか ら質 の評価 としては

,

国際規格 の上 にの っとって,continuous quanty improvement,医 療 の質 をどうや って改善す るか
と,こ の流れ の 中 に入 ってい くことがで きる。ですか ら, この辺 の仕事 を しようと思 った ら,全 て
デ ータベ ースを もた なければい けない,そ のためには日々の私 たちの

ICUの 診療 を している患者

の治療成績が,デ ー タベー ス化 されてい くとい うことが大事 だ とい うこ とにな ります。
それで今大体少 しずつ 出来上が っているのですが,コ ンピュー タ画面です。今 5つ に分かれて い
ます。 これは病名 ,そ れか ら何 の手術 を したか,そ れか らどんな治療薬を使 ったか,そ れか らこれ
は感染です。 それか ら重症度 と,あ とこの辺 をず っと入れてい きます と,死 亡,在 院 日数 とか,在
室 日数 とか,そ れか ら医療 費 の項 目があるのですが,そ うい う医療費 の項 目を入れて い ます。 医療
費 の項 目は,た くさんみな さんか ら,お 手紙 いただ きました けれ ども,確 かに薬 だ けで いいのか と
か,投 下 された労働力 は どうい うように換算す るのか とか,そ れか ら消耗品はどう換算す るのか

,

そ うい うい ろい ろな問題 があ ります けれ ども,ま だそれは検討 中です。 こ うい うコ ンピュー タ画面
を使 い ま して, こんな感 じで全部入れて もらうとい うこ とにな ります。
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これはそれぞれ の所 ですが,例 えば手術 はどうい う手術 を した,こ れ も手術 の コーデ ィ ングの
話
をや っていかな ければい けな い と思います。
これは どんな物 をつか うか, どうい うカテ ーテル を使 って,人 工 呼吸 は どの様 に行 ったかそ うい
う話です。
これは単 に入れ るだけの話ですが,肺 炎 については院内肺炎,Ventilator assOciated Pneumonia,
一応肺炎 の診断基準,判 断基準み たいな ものを もう作 ってい ます。厚生省 の研究班で こ うい う感染
症 の院内感染の判断基準 を もう作 ってい ますので,そ れに則 って,そ れでみんな 同 じ定義で持 って

,

感染症の入 力をす るとい うこ とにな ります。
これはアパ ッチですが,他 の尿路感染 とは,血 液感染 とはなにか,混 合感染 とはなにか とい うこ
とに関 して,全 部 ひとつの定義で もって,感 染症を入れてい くとい うことにな ります。 この感染症
に関 しては,例 えば どんな抗生物質を使 ったか とか,そ れか らどんな菌が出たかに関 して も全部統
一 コー ドを使 い ます。ですか ら一 つの菌で例えばVREと 出せば, ここか ら出て きた, この デ ー タ
ベースの 中の,全 部その VREの 感染症 を引 っ張 って くる ことが可能 だ とい うことにな
ります。 こ
れはアパ ッチですが, これは別 にアパ ッチに こだわ ってい るわけではないのですが,取 り敢えず重
症度分 類 を して層別化 を しなければい けな い とい うこ とで,こ うい う項 目に関 してデ ー タを まとめ
た とい うこ とです。現在は悲 しいかな,手 入力がほ とん ど中心 にな ってい ます けれ ども, これはデ
タ ベ マスか らの さっき言 い ま した,通 信ができるよ
うになれば,こ れは もうほ とん どオ ー トで も
って入れ る ことが 出来 るわけです。おそ らく一 番最後 に残 るの は,感 染症 の判断 を誰がす るか とい
うこと と,現 場で患者 をみて,普通 私 た ちがや ってい ます けれ ども,そ の判断 とそれか らた とえば

GCSは や っぱ り手で観察 して書かなければい けなし、

それ以外 のオ ンライ ンで手 に入 る もの は全

部 自動的に入 るとい うこ とです。ですか ら,最 終的には文部省が こうい うこ とに興味を持てば,文
部省 の 中で,指 導室 の 中で, どこの大学 に どうい う患者が いて, どう重症 にな って,予 後が どうな
ってい るか,お 金が今 い くらかか ってい るか とい うのが,全 部 出て くるとい う こ とにな
ります。以
上です。
★大谷部長
あ りが とうござい ました。ちなみに今回私がア ンケー トを出 しまして,ア ンケ ー ト調査集計 とい
うのが お手元にあるのですが,そ れの一 番最後の病院及 び集 中治療部の評価 とい うこ ととも,関 連
す るか と思 い ますが,

ICU評 価 の必要性 とい う所は,大 部分 の大学で必 要 であ ると,今 武澤先生

の お話を何 ってお ります と, これが 自動的にどん どん入 るとい うこ とにな ります と,か な
り共通認
識で もって しか もあまり労力を使わないで,い ろんな情報が得 られるとい う ことで,最 初 にかな り
努力 していい もの を作ればよろ しいのではないか と思 うのですが,い かがで しょうか。
★大阪大学

吉矢部長

大阪大 学 の吉矢で ござい ますが,先 程 のガイ ドライ ンにつ きまして も,今 回 の武澤先生 の計画 に
関 しま して も,病 院規模,病 院全体 のベ ッ ド数な り機能 とその

ICUの 機能評価 とい うのは,や は

り連続 して いて,切 り離 せない ものだ と思 うのです。国立大 学付属病院は特定機能病院ですので

,
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特定機能病院 として,

ICU,あ るい は先程 出ました,イ

ンター メデ ィエ イ トケア,そ ぅい った病

床 が どれだ けい るのか とい うことが,出 て くるような資料 をお作 りいただ きたい とい うのが ひ とつ
と,そ れか ら妙 中先 生のガイ ドライ ンにつ きまして も,そ の望 ましい

ICUな い しイ ンター メデ ィ

エ イ トケアの規模 とい うの もやはり今後入れて いっていただかない と, これだ けの人 とお金 を投入
して,経 済的に も有効な のか どうか とい うこ とは出ない と思います。
★名 古屋大学

武澤部長

実 は大 学病院の機能評価 をす る時には大学病院の 目的をはっきりしな くてはい けな いわ けです。
例えば研究なのか,臨 床な のか,あ るい は教育 なのか,そ れぞれの 目標を しっか りたてれば,そ れ
に関 して評価基準 を作ればいいか ら,誰 で もで きる ことなのです。一番 い けな いの は,大 学病院 と
い うのは一体何が 目的なのか とい うことが,未 だかつて よ く分か らない とい うこ とです。病 院 とし
ての機能評価 は, これは もう既 に決 まってい ることで,要 す るに死亡率 を どの ぐらい低下 させ るか
と,投 下 され たお金 は どの ぐらいか と, この 1点 なのです。 ですか らその基準 を国立大学の付属 病
院の 中の治療成績 の 中に入れていいのか, しか も高度先進医療をやるとい う使命 を持 った大学病院
の 中にそれを どう組み入れ るか とい う問題 に関 して,誰 もまだ何 も語 っていないのです。 もっと語
っていな いの は,教 育 の評価を誰 がす るのか とい うこと も語 っていない し,研 究 だ って科研費や委
任経理金 とかそんなのでや ってい るわ けで しょう。では本当 にそれでいいのですか とい うことは

,

それはわか らないです。 ですか ら目的をはっき りして,そ れがわかればそれに対す る評価 はで きる
のです。それを全部組み合わせて,で は トー タルで どうい う評価をす るか とい うこ とも本当は誰 か
が考えてや らなければい けないのです。研究がな くて も,例 えば教育が非常に良か った ら,そ れは
もう病院 としていいではないか とい う評価があ ったっていいわけです。 つ まり, トー タルで今大学
病院機能評価 のマス タープランがないのです。 だか らそれをや らない となかなか大学病院の機能評
価 は難 しいのです。私 た ちは逃 げて,

ICUは や っぱ り診療 が一 番大事 だか ら,診 療 に関す るまず
や り方 を機能評価 しようとい うことで提起 したのです。 もちろん ICUの 教育 はどうか とい う話 は
出て くると思 うのです けれ ども,そ れはまた別 の時にお話を します。

★千葉大学

平澤部長

ただ今お示 しいただいたのは,主 になぜ

ICUの 評価 が必要か とい うバ ックグラウン ドと評価す

るに際 しては どうい う項 目をその 中に含有 しようか とい うこ と, 2点 だ った と思 うのです。一方 ち
ょっと見えて来なか ったの は,で はこの システム全体を どうい うお金を使 って, どうい う構成で行
お うとして い らっしゃるのか とい う点です。そのあた りの先生 の考えをち ょっとお聞かせいただ け
ますか。 とい うの は,去 年や った時 も科研費でで もや りま しょうかね とい うような話 もあ りま した
し,そ のあた りをどう考えて い らっしゃるのか。
★名古屋大学

武澤部長

デ ー タを入 れる こ ととか,デ ー タを まとめることはたい してお金がかか らない と思 うので す。一
番問題な の は,各 デ ー タベース間の通信 だ と思 うのです。 これに一体誰がお金 をか けるか とい う問
題ですが, これは私 の お金では到底 出来ないわ けですか ら,ひ とつ は厚生 省 がそ うい うことに関 し
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て医療評価機能の一環 として, これは要 るのだ とい うこ とに関 して,一 部 ではや ってい ますが,テ
クアスの部会 とか技術評価 の部会 とかあ りますか ら,一 部 や ってい るのです けれ ども, ここは文
部
省 の病 院なわけですか ら,文 部省 の病院 に対 して厚生省がお金 を出すのか どうか, よ く分か りませ
ん けれ ども,そ うい う部門に例 えば援 助をお願 い して,デ ー タベースの通信 をす るとか,あ るい は
文部省が国立大 学 は もっと先進 的に この システムを取 り入れてい けば,例 えば外科 だ ろうが,胸 部
外科 だ ろうが,脳 外科 だ ろうが,こ れは全部 出来 るわ けです。 どこの大学 の どこの病院が どの ぐら
いの患者 を もって, どの ぐらいの重症度 で, どの ぐらいのアウ トカムが あ って, どの ぐらい
お金 を
使 ってい るか と出て くるわけです。 だか らそ うい うことを例えばもっと文部省が率先 してや るとい
うことになれば, これは文部省 のお金で いいので しょうけれ ど も,た だ科研 とはち ょっとそ ぐゎな
いと思 うのです。
☆千葉大学 平澤部長
科研費 と言 ったの は,文 部省 の科研費 もあ ります し,科 研費 とい う呼び方が正 し くないか もしれ
ませんが,厚 生省 の もの もあ ります。厚生省の分で も,国 立大 の方が班長 にな ってい らっしゃる班
会議が,私 が属 している もので もい くつかあ りますか ら,そ れは可能性 としては大 い にあると思 い
ますので,そ れを含めて とそ うい う意味です。
★大谷部長
文部省 の櫛山さんにぜひ, この ことについては文部省 としてはどうで しょ ぅか。最近 は通信 に関
しては,結 構予算 をい ろい ろ付 けていただいてい るように も思 うのですが,い かがで しょうか。
★文部 省

櫛山課長補 佐

うちの ほ うも特 に,独 立行政法人の話 があ った りなんか したので,大 学病院を今 までは,教 育 と
研究 と診療 と三位 一 体 だか らとい う話 を抽象的に しているだ けなのです。ですか らそ こは,教 育 に
これだ けお金がかか る,あ るい は研究 にこれだ けお金がかか る,そ れで成果が これだ
け出ていると
い うの を,で きた ら数値で 出 したいとい うふ うには思 ってい まして,そ の ひ とつが
経営管理

手法 を

ちょっとや ってみ よ うとい う話で,今 や りだ した所なのです。デ ー タを とって,年 度 内に各大

学に

は生デ ー タを全部各大学には,返 そ うとは思 ってい るのです。それ とはち ょっと別 の話 だ と思 の
う
です けれ ども,そ うい う全体の動 きとしてある ものですか ら,で きた らそ うい う評価の
仕方がある
ので あれば,ぜ ひや ってぃただ きたぃ とぃ うようには思 って お ります ので,大
う形で最初か らや ると大変か もしれな いので,

学病院全部 をそ うい

ICUの 方 で,先 生の方 で ち ょっとや られてい るの

だ った ら,そ れをモデル としてゃ っていただぃて,後 はそれ を どう変えて大学病

院版 とい うか,あ
い
る はそれぞれの診療科な り,あ るい は大 学で応用で きるような気 もしたのです けれ ども, もしや
られるので あれば,文 部省 の方で予算でい くと,科 研費はあるのです けれ ども,そ れ もなかなか
面
倒 くさいので しょ うか ら,医 学教育課 の方 で,パ イ ロ ッ ト事業 とい うのをや ってい るのです。 どこ
もや っていないよ うなので,こ んなこ とをや りたい,例 えば クリティカルパ スなんか もあ って
,ゃ
りたい とい う大学 には今年 の10年 度 の予算 をつ けた所 があ ります。 1千 万 とかですが。ですか らそ
うい う形で,例 えばどこかの大学,先 生が 中心 にな られて もいいです し, この集 中治療部の協
議会
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で どこかの代表校で とい う形で も構わないので,そ うい う形で出 していただ ければ,お 金を付 ける
分 には,い くらぐらい要 るのか分 か りません けれ ども,あ る程度 はで きると思 い ます。校費,校 費
は通信 費 とか例えばそ うい うデー タベースを作 るとか い う校費はたぶん 出来 ると思 うのです。問題
は旅費なのです。旅費 は病院の旅 費があま りな い ものですか ら,こ れがなかなかで きない とい うと
ころはあるのです けれ ども,そ こを勘弁 していただ ければ,校 費 の分 については大丈夫 だ と思いま
す。近 々募集 の通知を出 しますので,H年 度 の分 を出 していただ ければ と ります けれ ど も。
★大 谷部長
それは武澤先生,ぜ ひ出 しましょう。で もこれを先生,最 後 までや り通 さない とい けないわけで
すか ら,ぜ ひ先生 に中心 にな ってや っていただいて,今 先生がお示 しいただいた ことをぜひ集 中治
療部 の この

ICUの ことで や り終えると,そ して他にまで広 げるか とい うようなお話 というふ うに

す るのが一 番 いいのではないか と,そ れで文部省 の方 で も予算 はお考えいただ けるとい うことです
ので,ぜ ひその ような方向で,進 んでい きたい とい う結論 にさせていただ きたぃ と思 い ます。
★文部省

櫛 山課長補佐

デ ー タ通信の所 で標準化 の話があ りました けれ ども,今 共通 ソフ トのワーキ ンググル ープ とい う
のが あ りまして,そ こで名古屋の病院長先生が小委員会 の委員長なのです けれ ども,そ こでデ ー タ
ウェアハ ウス とぃ ぅのを今年 ,10年 度 か ら作 り出 していまして,た ぶん どうい う項 目を洗 い 出すか
とや ってい まして,来 年 11年 度 にある程度形にな って くると思 うのです。そ うい うの もうま く使 っ
ていただ くと,各 大学,さ っきち ょっとあ りましたが,MLと か HL7と かそ うい う形でやろうと
しています ので,そ うい う所 にのせていただ くと, もう少 しや り易 くなるとい う3、 うな気は します。
★大谷部長
どう もあ りが とうござい ました。武澤先生 どうもあ りが とうござい ました。 よろ し くお願 いいた
します。
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☆大谷部長
それでは特別議題 の③ にございます 国立大学病院運営改善 の方策 とい うこ とで,ア ンケー トも出
させていただ きま した。 それか らこれは大 学病院の常駐委員会,病 院長会議 の常駐委員会 の方か ら
宿題 を いただいている もので あ ります。 これに関 しましては,検 討結果を特 に しめ きり日は設 けて
お りません とい う ことで,か な り期間をか ける,あ るい はむ しろ結論を出すのではな くて, こ うい
うことを もう我 々 自身 が 自分 た ちの問題 として,テ ーブルにのせて議論を していかな くてはい けな
い とい う捉え方で,よ か ろうか とい う遮、うな感 じで思 ってお ります。それか ら今 日文部省 の方 か ら
かな り詳 しくいろんな改善 とい うことに関 しましては,お 話が ござい ました。 こうい うこ とを考 え
ます と,我 々は今 までの何 とかなるのではないかな とい うぐらいの考えでは, もうどうす る ことも
出来な い と,思 い切 った改善策 ,あ るいは思 い切 った対策を立てない とい けな い とい うふ うに考 え
ます。 そのためにはおそ らく武澤先生が いみ じくも言 われました ように,一 体何をす るのか とい う
我 々は 3つ や ってい るけれ ども,ち ゃん とよ く分か っているのか とい うような ことを踏 まえな けれ
ばい けない と, この会 は集 中治療部 とい うこ との会です ので,集 中治療 とい うことに限 らせて いた
だ きます。
この問題 について, これは質 問の方なのですが,特 定機能病院,地 域 の 中核的医療機関 としての
国立大学病院が今後 も引 き続 き良質で高度 の医療を提供 して い くための改善策 について,こ れが

1

です。それか ら 2と いた しま して,国 立大学病院 としての存在性 について,社 会的な評価を得 るた
めの改善 について とい うのが 2で す。 3と いた しま して人事及 び組織 の活性化 に向けての改善策

,

それか ら 4と いた しまして効果的な病院運営,あ るい は経営を行 ってい くための改善策,特 に収 入
増対策 について とい うこの 4つ について,何 とか考えろ とい うことであ ります。
私 といた しましては,ま ず短 い時間で議論 をいただ くわけです ので, まず 1と 2は 一 緒 に して

,

特定機能病院の問題,そ れか ら国立大学 の存在性 とい うことで,ま ず考えて い きたい と思 うのです
けれ ども,今 申 し上 げました 問題で ア ンケー トを差 し上 げました所,た くさんのご意見をいただ き
ました。 これを全 部紹介す るわ けにはい きませんけれ ども,ま ず この質問を私が今投 げ掛 けます の
で,先 生方で ご意見があ りま した ら,こ の特定機能病院 とそれか ら大学病院 の存在性 ,社 会的評価
を得 るための存在性 を どの ように して,確 立 ,あ るい は示すのか とい うこの 2点 につ きまして, ご
意見を いただ きたい と思 い ます けれ ども,い かがで しょうか。
抽象 的でち ょっと意見が言 い難 い とい うような ことか もしれな い と思 い ますが,こ の特定機能病
院の ことにつ きま して, と言 い ますか 1の 質問 につ きましては,例 えば臓器別であるとか,あ るい
は新 しい治療法 の確立であ ります とか, とい うような ことがい ろい ろあると思 うのです けれ ども

,

いかがで しょうか。あまり意 見をいただいていない大学 の先生方 に もお聞 き したいのですが,そ の
前 にまず香川医大 の方 か ら, これはかな り根本的な問題だ と私 は思 ってい るのですが,冊 子 の 10ペ
ー ジを開けていただ きたいのですが, ここで集 中治療部 は本質的 に医療経済学的観点か らのサ ー ビ
ス部門であるか,あ るい は学 問体系 として,独 立で きる性質 の ものなのか を議論す ることが必要で
あるとい うS、 うな ことを書かれているのですが,小 栗先生, ご意見 いただ けますで しょうか。
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★香川 医科大学

小栗部長

私が ここに書 きましたのは,先 程 の 1番 の特別議題で も発言 しました ように,い ろい ろな
大学が
臓器別 とかそ うい う3、 うにな っていって お りまして,従 来 の専門科別,例 えば外科であるとか

,内

科であるとか,そ うい うものがだんだん壊 されていってい る,そ れが逆 にひ とつの学問体系 にな
り
つつ あるわ けです。例えば代謝疾患学 だ とか,肝 臓学だ とか,そ うい うことにな
るのか もしれ ませ
んが,そ うい う状態 にな って くるとい うことは,あ る意 味では,従 来 その科別に病 が
棟 編成 されて
いた とい うのが, もうほ とん どの大学病院であ ったゎけです けれ ども,そ の
科別で編成 されていた
大学病院の 中で,唯 一重症度別 に,重 症度別の観点か ら作 られていたのが この集 中治療

部 であ った

わけです。それが壊 されて きた,そ うい う中で集 中治療部 とい うものが,大 学病院 の
中で 占め る役
割 とい うの は,要 す るに最重症 度,先 程 の武澤先生がおっしゃる急性期の最急性期の患

者,そ れか

らそれ よ りも軽 い けれ ども,ハ イケアー を要す る患者,そ うい うものを担 うサ ー ビス
部門 としての
議論をす るべ きなのか,集 中治療医学の 存続云 々 とい う議論 をす るべ きなのか,そ うい
う所 をき っ
ち りと分 けて いかな ければい けないので はないか とぃ うことです。む しろこの集
中治療部連絡 協議
会 の性 質 としては,ゃ は りむ しろサー ビス部門 としてのこれか らのそ うい う病院の
評価 に関係 づ け
て,集 中治療部 とい うものの存在を議論 しな ければい けないのではないか とい こ
う とを述 べ た次第
です。従 って これは先程の大学病院の 中に非常に在院 日数 の長 い患者 と短 い患者が
混在 してい ると
い うこ とも含めて,そ うい う観点か ら病 院全体の 中での病院機能の
中で の集 中治療部 とい うこ とを
十分 に検討す る必 要 があ るのではないか とい うこ とを述べ たわけです。以上です。
★大谷部長
ただい ま小栗先生 の方か ら, ご発言があ りましたよ うに, この ことに関 しまして ご
, 意見が ある
はいか
先生
がで しょうか。 どなたか ご意見が。愛媛大学 の新井先生 いかがで しょうか。 ご意見が ご
ざいま した ら,賜 りたいのですが。
★愛媛大学

新井先生

特 に意見はないのですが,残 念なが ら先生が今投 げ掛 けられて い る問題全 体が把握

出来てお りま

せんで, ひ ょっとどこかに先生 の言われて い ることの資料で も入 ってい るか
と思 って探 していたの
ですが よ くわか りません。
★大谷部長
お分か りに くいか と思 うのですが, この こ とに関 しましては最初 に私 が 申 し上
げましたよ うに

,

国立大学病 院長会議の方 か ら 4つ の質問が来 てい まして,こ れは結論 を出すための ものではないつ
もりなのです。ですか ら例えば最初に,香 川医大のイヽ
栗先生 のお話をさせていただ こ ぅと思 った こ
とは,武 澤先生が DRG/PPSと

い うような問題を言われて,こ れは言 うなればマル メ的な もの

だ と思 うのです。そ うい うものが例えば

ICUの 中で適用 してい く,だ か ら ICUと い うの は一 体

どうい う治療を してい くのか とい うような ことで,根 本的な問題 に関わ るであろ
うとい う うに思
=、
って お りまして,学 問を追求 し,新 しい治療法を確立 す るとい うことであ
れば,経 済的な事 とい う
のは,あ ま り追求 はで きな い とい うような ところもあると思 うもので
すか ら, この問題 をち ょっと
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投 げ掛 けたのです けれ ども,そ れではい けませんで しょうか。ほかの先生方 どうですか。
★東京医科歯科大 学

今井部長

小栗先生 の医療経済学的観点か らのサ ー ビス部門であるのか,あ るい は学問体系 として独 立で き
る性格 の ものなのか とい う問 い掛 けで ござい ます けれ ども,こ れは少な くとも,大 学病 院の集 中治
療部 として行な う限 り, これを明確 に区分す ることは出来 ない と思 い ます。あ くまで も大学病院で
あれば,学 問的に新 しい分野を 目指すべ きであ りまして,こ れを明確 に区分す る こ うい う問 い掛 け
自体が無理 なのではないか と,そ のよ うに考え ますが。
★大谷部長
ご意見 ござい ますで しょうか。
★千葉大学

平澤部長

何回 も発言 させていただいて 申 し訳な いのですが,私 は今, 日本集 中治療医学会 の会長 をや って
い るのですが,そ の立場か ら一言発言 させていただ きたい と思い ます。集 中治療医学が学問的な体
系 として独立 出来 るか どうか とい うような こ とは,そ の集 中治療部が各 々の病院で置かれてい る環
境 によって受 け取 り方 が大分違 うので はな いか と思います。 しか しなが ら一方 では, 日本集 中治療
医学会全体 といた しま しては, ク リテ ィカルケア とい うのは,非 常 に独 立性 を持 った独立 した学問
体系 として,十 分成 り立 ち得 る学問領域であるとい う認識をみんなが持 って集 まっているのだ と思
い ます し,そ れの延長上 として 日本医学会 の分科会へ の加入を強 く希望 して働 きか けて いて,そ れ
が今年あた りはいい方 向へ い くのではないかな というS、 うに思 って お ります。従 い ま して,各 種 の
協議会 とい うのは,私 の理解では例えば手術部 とか輪血部 とか材料部 とか とい うような,い わゆる
中診部門の人 た ちの集 まりとい うふ うに理解 してお ります けれ ども,そ の 中にあって,私 の感 じで
は明 らかに,例 えば もっぱらサ ー ビス部門 とい うような位置付けにな って しまってい る材料 部 とか
そ うい うもの とは明 らか に一線 を画 した上で,そ うい う意識 を持 って物事 を検討 し,進 めてい くべ
き協議会で はないかな と,そ うい う3、 うに思い ます。
★大谷部長
あ りが とうございま した。それでは 1と 2と 一 緒 に と言 い ましたけれ ども,次 に教育 とい うこと
に関 しましては,文 部省 の方 も研修 の教育 とい うことで触れ られ ましたけれ ども,一 般議題 の 中で
名古屋大学 の方か ら集 中治療医学 の教育 プ ロ グラムに関 して とい うこ とと,臨 床研修医の受 け入れ
とい うこ とで長 崎大学 の方 か らも提出議題でいただいて お ります。 ご意見をいただ きたい と思 うの
ですが,武 澤先生。
★名古屋大学

武澤部長

教育 の問題 です けれ ども,大 学 の一 番 の使命 は私 は教育だ と思 ってい るのです けれ ども,実 は大
学 の中に教育者 はほ とん どいないわけです。専門的な分野で 自分 の知識 を持 ってい らして,い わゆ
る研究をた くさん されている方 はい ます けれ ども,本 当の教育, メデ ィカルエ デ ュケー シ ョンの少
な くともマ ス ターを持 ってい る人 はいない とい うことにな ります と,医 学教育 とい うことを本当 に
やれる人が何人 い るか ということを考えると,非 常 にさび しい状況 だ と思 うのです。確か に文部省
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の方 で も,厚 生省 の方で も医学教育 とい うことに関 してかな り最近力を入れて きて,特 に大学 の教
授 の洗脳 を図ろうとい うか たちで,い ろんな研修会 とかひらかれています けれ ども,た だ圧倒的に
教育 とい うことに関 しては,プ アーであるとい うメ、うにいわざるを得な いだ ろうと思 い ます。 そ う
い う中で,で は集 中治療部 は一体そうい う医学部 の教育 の 中に本当 に関与す るのか どうか とい うこ
とが, これは救急 もそ うな のです けれ ども,実 際問題 としてそ うい う教育 をす る時のや っとこの前
福井先生がつ くった,一 般 の卒後臨床研修医に対す る コアプ ロ グラムがで きました けれ ども,で は
救急,あ るいは集 中治療 に関す る教育 プ ログラムはあるのか とい った らおそ らくない と思 うのです。
各大学で個別にあ るか もしれませ ん けれ ども, もしそ うい うのが あれば,全 部 まとめて一 体 どれだ
けの時間で,ど れ だ けの ことを習得 しな ければい けな いか と, しか もどうい う方法をつか って教育
をす るか と,特 に救急 とか集 中治療 とい うのは,講 義形式ではほ とん どで きな い ものですか ら, ど
うい う形 の,例 えばポ リクリとか い うこともい ろいろあると思 うのです けれ ども,そ うい うの をや
は りある程度,定 式化 とい った らまたガイ ドライ ンか とかい う話 になると思 い ます けれ ども,や は
りある程度の共通 の ものをや っぱ り出 しておいた方が,良 い と思 い ます。それぞれの思 いつ きでや
ってい る とい う段階ではい けない と思 うのです。 ここ もそ うです し,救 急 もそ うだ と思 うのです け
れ ども,や はりそ ろそろそ うい うプ ロ グラムを作 って おいた方が いい と思 うのです。 ここにい らっ
しゃる方 はおそ らく現場 で働 いてい る方ですか ら教育 に関 しては絶対で きると私 は思 ってい るので
す。研究 されて いて,時 に授業へ 出て い って講義をされている方 とは違 うと思 うので,だ か らおそ
らくかな りいい ものがで きる筈なので, ここで ひとつ模範的な ものを作 った らどうか と,大 谷先生
が 中心 にな ってや られた らどうか と思 うのです けれ ども。
☆大谷部長
作 る ものばっか りで,こ れは もう大変 な ことになるとい う感 じもしな くはな いのですが,で も今
武澤先生が言われ た ことは,大 変大事な ことで,や は り大学病 院が教育 を捨てた ら,大 学病院 の存
在価値 は全 くな い とい うことになろうか と思います ので,い かがで しょうか。 この ことについ て ご
意見 ござい ますで しょうか。
★大阪大学

吉矢部長

これは学部教育 と卒後教育 に分 けて考えない といけない と思 い ます。今 の武澤先生 の ご意見 は

,

例えば卒後教育の統一プ ロ グラムを作 るとい うこ とであれば大 いに賛成なのですが,学 部教育 につ
いて はみんな同 じように,画 一 的に集 中治療部で場を提供 してや るべ きか どうか とい うのは, もう
少 し考 えて もいいのではないか と思います。つ ま り今 の専門分科 した診療科, この集 中治療部 もそ
うですが ,そ うい った所 は,必 ず しも全 学生 に同 じような メニ ューでや らさな くて も,例 えば選択
制でそ うい う体験 をさせ るとい うことで も,い いのではないか と思 い ます。教育 とい うのは, どれ
だ け教官が熱意 と熱意 を持 って時間を割 くか とい うこ とですので,教 育 のテ クニ ックもあるわ けで
す けれ ども,や は り現状ではそれよりもどれだけ面倒をみるか とい うことが重要 です。必ず しもこ
うい う教育 を各学校で全員に しなければな らない とい う立場 には私は立たないのです けれ ども。
☆大谷部長
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ほかには どうで しょうか。 ア ンケー トを私がそこにお配 りしてお ります ア ンケー トで, 2の とこ
ろが医学部学生 に対す る教育 とい うことで,そ れか ら卒後教育 とい う3、 うに分 けて,ず っと
質問 さ
せていただいてお りま して,医 学部 に対す る教育 を集 中治療部 として行 っていない大学 はあ
ん。42校 全部の大学でや ってお られ ます。ただ先生方 ご存 じの ように,講 義 とか実習 もそ

りませ

うですが

部 とい う,医 学部 の籍 でない者 に関 しては,正 規にそ こに振 り分 けては恐 らくないのだ とい うふ う
に思 うのですが, どこかの科 と一 緒 にやるとか, どこかの科 の時間を使わせて もらって
集 中治療部
がやる,救 急部 と一 緒 の所 は,救 急医学講座が 出来 た とい う大学 に関 しては,そ の救急医
学講座 の
中でや るとい うような形で,な かなか確かに今吉矢先生がおっしゃい ましたよ うに,大 学 によって
もい ろい ろ違 い ます し,ひ とつの教育 プ ログラムはこ うです よとい うの を作 って も,果 た して どう
か とい うこと も実際にはあるか と思います。 で もどこかの時点ではそ うい うものがで きるような
状
況 に しな ければい けな いのではなか ろうか とい うふ うに思 い ます。
それか らもう一 つ これで聞いてお ります の は,国 立大学 の集 中治療部 は卒後教育の場 として

,適

切 であると思 い ますか とい うの を聞 いてい るのですが,適 切であると思 って お られる大学 は12校

,

適切でな いが 17校 ,そ れか らどち らともいえない13校 あ ります。その適切 でない と思 う主 な理 由の
ほ とん どは専従スタ ッフが少な い と,

ICUの ベ ッ ドが少ない と,

こ うい うい ろんな背景がある中

で,教 育 を どのよ うに行な うか とい うことです ので, どうで しょうか, この教育 プ ログラム
を今確
かに作 るとい うような グル ープを作 って ワーキ ングを作 ってす るとい うの は,考 えるのはいい
かも
しれ ませんが,ち ょっと時期 尚早 ,武 澤先生 どうですか。
★名古屋大学

武澤先生

私 もよ くわか りません けれ ども,学 生が卒前教育 と卒後教育 と両方 にまたが って も別 にいいので
はないか と思 うのです けれ ども,特 に卒後臨床研修 の 中での集中治療 の果 たす役割 とい うの は
,結
構 あると思 うのです。だか らそ こに関 しては,き っち りとしたやは りある程度の,最 低限 の ミニ マ
ム コアプ ロ グラムみたいな もの はや っぱ り出すべ きだ ろうと思 うのです。
学生で もひ どい ものです。
卒業間際の学生が患者 と一 緒にきて,心 電図 これは何か と言われて不整脈が出てい るのに全然読め
なか った り,血 液 ガス を見て もさっば りわか らなか った り, どこで教育 してい るのか な と思
うよう
なのがた くさん ある し,か といえばシグナル トランス ダ クシ ョンだ けが20回 も講義 の で
中 組 まれて
みた り,い ろんな意 味で まだ未分化な のです。 システム として教育が されて いない とい
で,そ この 中に

ICUも ,そ んなにた くさんは時間はい らない と思い ますが,

うこ となの

こ ういった もの なの

かな とい うこと ぐらい は,や っぱ り教えるべ きだ ろうと,最 低限 どこの大学で もや っぱ

り教えるべ

きなので はないか とい う部分 もあると思 うのです。だか らその辺を検討 していただ けた らいい と思
うのですが。
★鹿児 島大学

吉村部長

よその施設で どの ようにな さってい るか知 りませんが,先 程吉矢先生か ら,卒 前 と
卒後 に分 けて
とい う話があ りましたので,ち ょっと思 いついた ままに 申 し上 げます。以前 は卒前教育の で
中 ,麻
酔学 の臨床実習の 中に集 中治療部の コマを入れて お りま した。 ところが最近では少 しスタイルが
変
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わ りま して,集 中治療部 と救急部 とそれに薬剤部 ,薬 剤部 とい うのは どうい うことをや ってい るか
とい う見学みたいな ものですが,そ れ ともう 1つ 非常 に大 きいの は,看 護部 での体験が加わ った。
そ うい ったことを実際にポ リクリの学生に 2週 間,他 の科 と同等 の コマ を割 いて,全 部包含 したや
つ をや らせるようにな ってい るのです。ですか ら,こ の集 中治療部 だ けで こ うい った もの をや るの
は可能であるか,あ るい は妥当であるか,ま た卒後 に重 きを置 くべ きな のか と力、 そ うい った論議
ではな くて,周 辺 のそ うい うものを学生 として,卒 業す るまでに,何 が どこまで 出来なければい け
ないのか,卒 業 した後 は,医 療団のチーム リー ダー として, どういった こ とがで きるようにな らな
ければ い けないか とい うモ テ ィベー シ ョンをつ けさせ る。 もっと綜合的に幅広 く考える必要が ある
ので はないか と思 い ます。
★大谷部長
他 にいかがですか。 この ことに関 しましては もう少 しご意見を いただ きたいのです けれ ども,少
な くともと言 い ますか,救 急部 と集 中治療部を一 緒,あ るい は今回のア ンケー トでかな りは っきり
して見えてきた ものが ひとつあ りま して,集 中治療部 は単独 でや られているとい うお答え もあ るの
ですが, これは病院全体の 中で どのようなことで単独 か とい うのはち ょっとわか りませんが,ほ と
ん どが救急部 と合体 しているか,あ るい は麻酔科 と合体 して い るか と, こ うい う 2つ の大 きな筋が
はっき りとして きた と思い ます。麻酔科 と一 緒 に しているとい うことですか ら,当 然講義そ の他 は
麻酔科 の講義 の 中で組み込 まれてい るのです けれ ども, この点につ きま して,麻 酔科 の教授 が部長
を してお られる所 に少 しお聞き したい と思 い ます。橋本先生 いかがで しょうか。
★東北大 学 橋本部長
ご指名ですのでお答えいた しますけれ ども, この集 中治療 医学 の教育 プ ロ グラムに関 しま して は
学部教育 ,並 びに卒後教育 ともに必要 ではないか とい う3、 うに私 どもは考えてお ります。
★大谷 部長
集 中治療医学だけの教育 プ ロ グラムの作成 とい うことについて は,少 し時期 尚早 と言 い ますか

,

もう少 し全体 の 中で考えるとい う今 の吉村先生のお話 とも近 いので しょうか。
★東北大学 橋本部長
そ うな ります となかなか周辺 の こととの関連 もござい ます ので,集 中治療医学 の教育 プ ロ グラム
として は,あ る程度のひとつの方針は持 って お くべ きではないか とい うふ うに考えてお ります。
★大谷部長
とい うことは。私 が ここで そんなにはっき りと突 き詰めな くて もいいのか もしれ ませんが,教 育
プ ログラムを集 中治療部 として,ワ ーキ ングみたいな形でつ くるとい うことはやは り,ち ょっとこ
こでそ うしましょうとい うのは早 いのか な とい う雰囲気 だ とい う3、 うに解釈 を致 しますが, もうお
ひとかた ぐらい,お 話をいただ きたい と思 い ます けれ ども,で は救急部 と一 緒 の ところ,救 急 医学
講座 と一 緒の所 で前川先生 どうですか。
★山口大学 前川部長
救急部 と一 緒 とい う意味ではな くて,や は り今 の医療 その ものが非常 に専門化 されて きてい ます。
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学生 もそ うです し,我 々医者 もそ うなのです けれ ども,や は り患者 さんの全身を診ない ことが非常
に多 いのです。それで

ICUに 入 って くる患者 さんを もう少 し早 くか ら全身をみておいて くれた ら
,

良か ったのに とい うような,そ うい うケー ス も結構あ ります し,他 の病院か ら送 って くる患者 さん
も含めてそ うなのです けれ ども,そ うい う意味でやは り全身 を診 るとい うことを学生 に教え るな り
,

若 い研修医に教えるとい う意味で,ぜ ひ必要 だ と考えてお ります。
★大谷部長
教育 プ ログラム を作成す る人が とい う意味ですか。他に ご意見が ござい ますで しょうか。
☆大 阪大学

吉矢部長

ち ょっと舌足 らずで したので,追 加 させていただ きたぃのですが,私 は急性期 の ク リテ ィカルケ
アーの多 くは学部教育 として必 要 だ と思 って お ります。 ただそれを集 中治療部 だ けでや るか とい う
ことで はな くて,や は り救急部 ,あ るい は麻酔科 も含 めて,あ るい は内科系 の救急 をや ってお られ
た らそれ も含めて,全 体 としてのプ ログラム は必要 だ と思 ってお ります。
★千葉大 学

平澤部長

私 はこの問題 は, この協議会で検討す るとい うよりは,本 来 は 日本集 中治療医学会 にある委員会
で検討 す るべ き こ とではないか と思います。 とい うの は,プ ログラムに関 しては,別 に国立大,私
立の大学で違 うわ けではあ りません し,そ れで集中治療医学会 として もこの ことは大切 に考えてお
りまして,ア ンダー グラデュエ イ ト用 の教科書 もち ょっと予定 よ りも遅れて い るのですが作 りつつ
あ ります。大谷先生,当 番校 の名前 でそ うい う議題が挙が って検討 したので, もし検討す るな らこ
の協議会か らもメンバ ーをそ っちへ入れて もらいたい とか,一 緒 にや りましょうとか,そ うい う球
を投 げるとい うことを集 中治療 医学会 の方 にや られるとい うのが よろ しいのではないか な と思い ま
す。何か この協議会でプ ログラム,教 育 のプログラム全 体を とい うこ とまで,独 自で協議す る必要
性 はあ まりないのではないか な と私 は思 うのです。
★大谷部長
そ うですね。 いい ご意見を いただいた と思 い ます。ではこれは私 の方 か ら考え まして, また集 中
治療医学会 の理事会な りに ご相談を してみたい とい う3、 うに思い ます。
長崎大学の方 か ら臨床研修医 の受 け入れ等 について と議題が出てお りますが,こ れにつ きまして
長崎大学 の先生,い かがで しょうか。
★長崎大学

長谷場副部長

臨床研修 医 の処遇 の仕方 に関 しては,各 病 院それぞれ違 うところ もあるのだろうと思 い ます けれ
ども,今 回 さきほ ど文部省 の方 か らもお話があ りましたよ うに,研 修 の必修化 とい うことで,回 る
場所が 5箇 所か,指 定 され,そ れか らまた,い くつかを ローテー シ ョンしな くてはな らない とい う
ことで,今 まで集 中治療部 の方 には,各 診療科 に所属 して,そ こか ら必要 であるとい うことで,研
修 にみえていたのです けれ ども,回 る箇所が多 くなると,必 然的にその期 間が短 くな って,集 中治
療部がはず されるとい う可能性がかな り高 くな って きてお ります。 したが って,今 までの状況か ら
みて,例 えば先程 山口大学 の方 か ら,各 専門医は全 体を診て いな い とか,い ろんなお話があ ります
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ように, どうして も専門分化が進 んで くると,全 体的な こ とが診 られていない と,そ この所 に現在
総合診療 とかいろんな問題 ,課 題が挙が って きて い るのだろうと思 い ます けれ ども,そ の一 端 を担
う場所 としては,や は り集 中治療部 とい うのは,非 常 にいい救急部 と共 にいい場所ではな いか と思
ってお ります。従 って研修 の場 として,ぜ ひ救急部 , または麻酔科 とい う項 目があるみたいです け
れ ども,そ こに集 中治療部 とい うこと も加えて いただ ければ と思 ってお ります。
★大谷部長
これに関 しましては,確 か に公にスーパ ーローテーに関 しましての ことは,集 中治療部 は入 って
い ませんが, どこ も当然入れ るとい うことで よろ しい,い けないのですか。 いかがで しょうか。 こ
の問題 につ きまして,先 生何か ご意見を どうぞ。
★群 馬大学

國元副部長

群馬大学 の集 中治療部 の 國元 と申しますが, この長崎大学 の提案に共感す る立場 として,意 見を
申 し上 げたい と思います。現在救急 と集 中治療部が合併運営 して い るような所が,今 回の調査 で 出
て参 りま したけれ ども,ま った く別 々に運営 している施設 もあるわけです。文部省 の通達 として各
国立大学 に回 って きて い ますので, こ うい う3、 うに書かれてあ ります と,ス ーパ ーローテ ー シ ョン
の一部 に集 中治療部が入 ってはこない,つ ま り集 中治療部 には卒後研修 として,研 修医が来な い と
い う事態が起 こることが十分想定 されると思 うのです。文部省 の方 が こち らにい らしています ので

,

集 中治療部 とい う言葉を入 れて変更す る こ とは 出来 るか どうかお何 い したい。
★文部省

櫛 山課長補佐

このカ リキ ュラムの方 は病 院長会議 の方 で まとめていただ きまして,京 都 の福井先生が中心 にな
って まとめていただいたのです けれ ども,部 を,名 称を例えば,救 急,ま たは麻酔科 とあ ります け
れ ども,他 に も内科 とか い ろい ろな診療科名が入 ってお ります けれ ども,あ れは現在組織 がそ うい
うのが あるか らとい う組織 を念頭に置 いて,こ うい うものを作 られたのではない と思 うのです。卒
後研修で こ うい うことをや らな くてはな らない とい うのが あ って,そ れをやるために は例えば こ う
い う診療科だ とか い うような形ではないか な と思 っているのです。救急 また は麻酔科 とい うの もそ
の意見では, こん な話を聞 いたのです。救急部 と麻酔科 は全然別だか ら, これはまた はではな くて
コ ンマで 区切 って と,別 の ものだ とい う意見 もあるわけなのです。 そ こで救急部 で もやれる し,麻
酔科で もやれ るので,救 急 また は麻酔科 とい う3、 うに書 いたのだ とい う話ではあ ったのです けれ ど
も,そ うい うことですので, もし集 中治療部を追加 とい うこ とになると,何 をやるため に, こ うい
う卒後研修をや らな くてはな らない と,そ れがあるか ら,そ れは集中治療 部 でない と出来な いか ら
集 中治療部 を入れて くれ とい う
=、

か いかないのではないか とい う

うな形でない と,組 織 があるか ら入れて くれ とい う形 にはなかな
うに思 い ます けれ ども。

=、

★大谷部長
確かに今回のア ンケー トで もそ うです けれ ども,集 中治療部はほ とん ど救急部 と一 緒か,あ るい
は麻 酔科 と一 緒なのです。そ うい うことを考えれば, こ う書 いて あれば入 るかな とい うこともあ り
ますが,い かがですか。
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★群馬大 学

國元副部長

比較的独立型の集 中治療部 も 3分 の 1ぐ らいあるのではないか と思 い ますが,い かがで しょう。
集 中治療部 は卒後研修部門 として優れた部門だ と思います。集中治療部 では重症患者の初期治療

,

生命維持 管理装置 の操作 ,心 肺蘇生等を行 ってい ます。卒後研修部門 として,非 常 に勧 め られる場
所 と考えて い ます けれ どもいかがですか。
★文部省

櫛 山課長補佐

別に集 中治療部が卒後研修 と力、 あるい は研修医を受 け入れた りとか

医員で も構わないのです

けれ ども,や って は駄 目だ とかは全然考えて いな くて, どん どん積極的にや っていただ きたい とぃ
う
=、

うには思 ってい ます。名前が載 っていないか らとい って,や っては駄 目だ とい うこ とでは全然

な くて, こ うい うことをや りま しょうとい うことが書 いて あるとい う,さ っき言 った よ うな感 じな
のです。ですか らもしそ うい うこ とであれば, この協議会の方か ら, これを作 られた ところは教育
研修問題小委員会 とい うのです けれ ども,京 都 の病院長 ,本 田先生が委員長なのです けれ ども,そ
こへ言われて もいいのではないか というふ うに思います。
★大谷部長
これは, どちらか と言 い ます と,確 かに文部省か ら言 われない と出来ない とい うこ とではい けな
いのです。今か らは各 大学 のその 自主性,あ るいは責任 を持 ってい ろんな ことをや りな さい とい

う

ような こと も先程言 われ ましたので,そ うい うことも晩 めば,各 大学で もう少 し積極的に大 学 の 中
で議論を して,取 り組 まなければいけない問題であろうか とも思い ますが,今 一応文部省 の話 を持
つてい ける所があると言われま したので,そ れ もち ょっと考えてみ ます けれ ども, どち らか と言 い
ます と,大 学 の 中でい ろい ろや っていただ ければ,い いので はないかな と思 うのです けれ ども,で
も一応文部省 の方 にその ことはお話がで きるか とい うこ とを検討 してみたい と思います。
★群馬大学

後藤部長

今週群馬大学の臨床審理会議で もローテ ー ションの ことが 出て,具 体的に委員会を作 ろ うとして
い ます。現実問題 として,内 科 0外 科・ 産科 。小児科・ 救急 または麻酔科 とい うことだ けで回そ う
とす ると,お そ らく産科 とか小児科 では回 し切れない。現実には もっと他の科 へ学生を, または研
修 医をば らまかな けれ ばな らない事実がある。ですか ら,実 際に 2学 年 の研修医をどうい う3、 うに
教育す るか とい うことを もっと具体的に検討すれば,当 然

ICUな どへ研修医が くる筈であ って

,

各病院で もっと積極的 に集 中治療部長が働 きか ければ,十 三分 に,む しろ来す ぎて困 る ぐらいの形
になる可能性が高いので はないか と思 ってい ます。
★大谷部長
そ うい う方 向で,ま ず はおや りいただ けた らとい うふ うに思 い ます。 この特別議題 をデ ィスカ ッ
シ ョンす るのは,ほ ぼ時間が きて い るのです けれ ども,あ との収 入増 とか,人 的な問題 とか とい う
のが あ ります。今回意 見をいただいた 中には,教 官を増や して欲 しい,看 護婦 を増や して欲 しい と
い うの もあ りました けれ ども,最 初 の文部省の方 のお話か らいた しまして も,増 や して しい とい
欲
うようなデ ィスカ ッシ ョンはち ょっとここで は,抜 きたい と,時 間の 関係 もあ ります ので そ うい う
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3、

うに思 い ます。それで収入増 の ことに関 しましては,山 口大 学 の一般議題 の 中で,集 中治療部 に

￨1先 生 ち ょっとご説明をお
おける経営改善対 策 ということで,議 題 をいただいてお ります ので,前 り

願 いいた したい と思 い ます。
★山口大 学

前川部長

先程 もち ょっとお話が出て きました けれ ども,最 終的な予後 があま り良 くな い状況で, ものす ご
くお金 を使 ってい るとい うの も現状な ものですか ら,で きるだ け効率 のいい形で無駄をな くす ると
い うことをやは りや っていかない とい けな い。それか ら各診療科の先生方が出入 りす る現場ですの
で,そ うい う所で き っち りと医療経済的な ことを考えるとい うこと も日常 の診療 の中に入れてお く
とい うのは非常 に大事 なことにな って きていると思 い ます。それで最近私 た ちがある程度や ってい
ることとい うの は,医 療費が月に 3百 万 円を越 したようなケースは,そ の次 の月に一応みんなに紹
介 して い ます。あ と注射薬は現場 で事後処理を しない とい けな い現状 だ と思 うのです けれ ども,そ
れを コ ンピュー タ処理できるような形 に しています。具体的には患者 さんのベ ッ ドサイ ドに勤務交
替毎

(8時 間毎)に 小 さなボ ックス等 が置 いてあ って,そ こに看護婦 さんは全てのア ンプルを入れ

るだけで,あ とは何 もしな くて いいのです。看護表 は書かな い とい けないのです けれ ども,そ の次
の 日に医事課 のパ ー トの方 が来 て全部 コ ンピュー タに入れ ます と医療費が請求で き,在 庫管理 もで
きます。 このプ ロ グラムは結構時間がかか ったのです けれ ども作 りまして,そ れで看護婦 さんの業
務 が随分減 りました。 そ うい うことをや ってい きなが ら現場 を動か しているとい うのが現状です。
それか ら直接 関係があるか どうかは分か りません けれ ども,病 院評価機構 に依 頼 して 山 口大 学 が 2
年 ぐらい前 に評価 を受 けまして,問 題点を ピ ックア ップ して いただ きました。 ICuに 関 した こ と
もある程度入 っていたのです けれ ども, これを見直す とい うことで も業務改善がかな り出来 るよう
にな って きて い ます。今年 に入 りまして,一 応合格 とい うお墨付 きを戴 きました。 以上です。
★大谷部長
あ りが とうござい ました。そろそろ時間です ので締 めたい と思 うのですが,今 の こ とに関 しまし
ては, ご意見をいただいた中では,そ の収入増を考え るとい うことよ りも,経 費 の無駄をな くす る
請求漏れをな くす るとい うような,あ るい は無 駄を省 く,そ の無駄を省 くにはい ろんな工夫が, コ
ンピュー タを取 り込 むな りして,い ろんな工夫が い るか と思い ますが,そ うい うこ とに全力を使 う
のがいい とい うふ うな ご意見が大変多か った と思います。今 の前川先生 の お話 も,山 口ではかな り
い ろい ろ新 しい試 みを してお られ まして,無 駄,あ るいは請求漏れがな くな って きて い ると, どの
大学で もある程度 は取 り込 んで お られる,工 夫 してお られると思 い ますが,思 い切 った ことがで き
るか どうか とい うことか もしれな い と思 い ます。以上 この問題 につ きましては,私 はここで最初 に
申 し上 げま した ように結論を出すつ もりはあ りません。 い ろい ろな ご意見をいただ きました。それ
とそれか ら書 いていただいた ものは,一 応みな さんにはお示 ししてお りません けれ ども, これは次
回 に担当 いただ きます,世 話人校 に も申 し送 りまして, この ことに関 しま しては議論 を もう少 しす
るか,あ るい は もうしな くて も,ほ ぼ結論めいた ものは出て しまうか とい うような こ とか と思い ま
す。 ただ私 は一応名古屋大学 の方 には,今 日ご議論 いただいた ことと, こ うい うことです とい うこ
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とを,経 過 の報告は―応 したいとい うふ うに思 い ます。最終的な結論 ということではないので,そ
れはまた次回 も引き続 き検討するとい うことにさせていただ きたい と思 い ますけれ ども, もしご依
存がなければ,そ れでよろしいで しょうか。 ご異議がなければそうい うふ うにさせていただ きたい
と思 います。
それではここで,一 応特別議題は終わらせていただ きまして,あ と一般議題 とそれか ら上程議題
とい うことに入 りますが,休 憩を取 りたい と思います。25分 まで休憩に したいと思い ますので,25
分か ら始めたい と思います。 5時 までですので時間があまりあ りません。 よろしくお願 いいた しま
す。
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★大谷部長
それでは25分 にな りましたので, 5時 までに終えたい とい うことです ので まだ全部 お集 まりでは
ないか と思 い ますが,再 開させていただ きたい と思います。 なお文部省 の櫛 山さん はち ょらと病院
を見たい と言われていま して,少 し中座 され まして また戻 って来 られ ますので,文 部省 の方 にお聞
きしたい ということに関 しましては戻 られてか らとい うことにさせていただ きたい と思 い ます。
それか ら忘れない うちに,私 が言 い忘 れて言 っていないことなのですが,特 別議題の ところの集
中治療部機能評価 に関 してです けれども, さきほ ど武澤先生 にお話 いただ きまして,全 て を一応武
澤先生 にお任 せ をいた しまして,武 澤先生 が大体 lヵ 月 ぐらいに渡 って まず試験的 と言 い ますかや
ってみて というよ うな ことか ら,順 次入 ってみ ようか とい うことで進みたい とい うことにさせてい
ただ きたい と思 うのです けれ ども,武 澤先生それで よろ しいですね。
★名古屋大 学

武澤部長

おそ らく協力 していただ ける施設 となかなか難 しい施設 とがあると思 うのです。ですか ら取 り敢
えず協力 していただ ける施設 の確認を取 らせていただいて,そ れで進め方 は先生が さっきお っしゃ
ったよ うに,ま ず最初 は,い ろい ろ入力 の 問題 とかあると思 うので,少 し lヵ 月 とか 時間を区切 っ
てや って みて,そ の整備を少 しずつ して い って,最 終的には否応な しに DRGが 入 って きた時には
これはず っとや らな くてはい けない,一 生や らな ければい けない問題 にな って きますので,そ れに
向けて ち ょっとず つ準備を して い けた らいいのではないかな と, もしお金 の 問題で,今 い らっしゃ
らないです けれ ども,お 金を出 していただ けるのだ った ら,そ れは参加 して いただ ける施設で全部
それを分配 してやれた ら一 番 いいです し,そ うい うことを考えてお ります。
★大谷部長
この問題 に関 しましては, この協議会 で一 応みな さまの合意がえ られた とい う3、 うな ことで,今
武澤先生か ら説明があ った とい うことの方 向で進めさせて いただ きたい と思 い ます。
★大阪大 学

妙 中副部長

すみ ません。今 ち ょっと特別議題 の方 に触れ られたので,ひ とつだ け僕 もお伺 い して おきたいの
です けれ ども,さ っきのガイ ドライ ンの件なのです けれ ども,い ろんな ご意見をいただいてあ りが
とうござい ました。 い ちい ち もっともだな と思 うことばっか りで,私 もそ う考えていた こと もあ っ
たので す けれ ども,そ の 中で前川先生 の方か ら私立大学 の

ICUは それでは どうなんだ と,そ っち

も話 し合 った方 がいいのではないか と,そ れか ら平澤先生 の方か ら学会 で も考えてい るか ら,そ っ
ち との整合性が どうか とか とい う話が出た わ けです。私が ここに提案 したのは,国 立大学病院集 中
治療部 の設置 のためのガイ ドライ ンを考えて いたわけですけれ ども,そ の方 向で進むのか,つ まり
協議会 としてのガイ ドライ ンでい くのか,あ るいは私 立大学 とい うか学会全体を考えてい くのか

,

その辺 の方 向性 だ け明 らかに していただいた方 が,次 に何を していいのか よ く分か りませんので

,

もし学会 で討議 してい くか ら,そ ち らの方で とい うので あれば,こ のア ンケー トの結果 と力、 この
案が どの程度 の重みになるか分か りませんが, これ もみんな学会 の方 に提出 して,そ ち らに もうお
譲 りしたい とい うようなふ うに も思 うのです けれ ども,で すか ら今後 の方向性 をちょっとはっきり
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とさせていただかない とと思 うのです けれ ども。
★東北大 学

松川副部長

私 自身 はこのガイ ドライ ンに も少 し立 ち入 ってい るわ けです けれ ども,こ のガイ ドライ ンは協議
会 で 出す ものだ というふ うに理解 してや ってお りました。学会は学会で当然ガイ ドライ ンは作 るべ
きで しょうし,但 し,そ れ とこの協議会 と別に一 緒 にす る必要 は全然な いのではないか とい うS、 う
に考 えてお ります。それでなければ この協議会でやる意 味 もなに もな いわ けですか ら,全 部最初 か
ら学会 の方でや っていただ ければいい とい うふ うに,私 自身 は思います けれ ども。
★大谷部長
確かに今松川 先生が言 われた こと も, もっともな事なのですが, 2つ 出て しまうと,や は り厚生
省 がでは見直 さないとい けな い と, どのガイ ドライ ンか を参考 に して とい うことにな ります と,そ
れがかな り重味を持つ とい うことにな りますので,協 議会 と学会 がえ らい掛 け離れて い るではな い
の とい うのは,や は りまず い ものなんだ と思 うのです。ですか ら平澤先生 どうですか。学会で作 る
のな らもうこれ を学会 の方 にお渡 しして とい うのは可能 ですか。
★千葉大学

平澤部長

今 の ご意見 も確かに もっともです ので,例 えば学会 の方 で私 が理解 している範囲ではまだ最終 的
な こ うい うガイ ドライ ンを作 るとい うような こ とにはな って お りませんので,協 議会 としてのス タ
ンスで,直 す所があるとすれば直 して いただいて,そ れで国立大学集 中治療部協議会 としては, こ
うい うガイ ドライ ンを作 りましたので,学 会 として もし作 る際にはそれ を参考 に していただ きたい
とい うような こ とを申 し入れていただ くとい うことで いかがで しょうか。 それな らばこの協議会独
自の もの とい うようにな ります し,学 会で作 る時にはそれ を反映 して とい うか,参 考 に して作 って
くれるのではないか と思 い ますが。
★大 阪大学

妙 中副部長

分か りま した。大体分か ったのです けれ ども,厚 生省 の基準 にそこ まで影響が大 き くある ものな
ので しょうか。 つ まりあれは最低基準 を決めたのであ って,我 々はこうい うのがいいので はな いか
とい うもの を作 ろうとして い るわけです。
★大谷部長
だか ら先生,そ こが分か らないわけです。 これを使われ ると我 々の首 を しめるので,首 を しめな
い ようなガイ ドライ ンとい うか。
★大阪大学

妙 中副部長

ですか ら厚生省基準 の ような,最 低基準を決めるよ うな ガイ ドライ ンに持 ってい くと首 を しめて
しまうと思 うのです。 だか らそ うではな い形 の ものを考えて いたのです けれ ども。
★大谷部長
また今度 は非常 に理 想 に近 づ けると,実 際 に作 る時には全 くそれが適 用 で きない とい う,絵 に描
いた餅 を とい うS、 うにな るわけです。 その辺が今回いろいろ考えてのガイ ドライ ンの難 しさだな と
い うS、 うに実 は私 も思 ってい るのです。 ですか ら, どの辺 で折 り合 うかな とい うこともあ ります。
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それで先程 もう僕 は と妙中先生 は言われ ましたが,今 の ことを踏 まえまして,こ のヮーキ ンググル
ープはその まま生 きていただいて,そ してその辺を もうい っぺ ん詰めて,次 回に結論的な ことに落
ち着 けたい と,そ の間にい ろんな先生方 とまた Eメ ールのや りとりとか い ろんな方法 もあ りましょ
うか ら,そ うい うことで ご意見をいただいて というょ ぅな こ とでいかがで しょうか。 よろ し くお願
いいた します。
ではあ と30分 とい うことで ござい ます。一般議題 と上程議題が ござい ますが, これを分 けず に一
緒 にや りたい とい うふ うに思 い ます。 とい うのはどうい う意味か といい ます と,今 までに既 に一般
議題 の 中の① ,②,③ は もう一応や りま した。それで後 は定員,ス タ ッフの充実 とか臨床工 学技士
の定員化 とかそ うい う問題 ,そ れか ら⑤ ,⑥ は鳥取大学か ら出てい る議題ですが,現 在集 中治療部

,

全国 の集 中治療部 の 中で高次集 中治療部 とい うのが付 いてい るのは鳥取大学 だ けだ と私 は思 うので
す。 これ もただ ここで みな さんの と言 って もちょっと難 しい問題があるので, これを例えば上程議
題 に盛 り込 んで あげられるか,あ るい は大 学独 自だか ら大学の 中でおや りください とい うことにな
るのか とい う問題 と,緊 急時の応援工 学技士 の 自宅待機費,時 間外出動 に関 して とい う問題 これを
上 程議題 の 中に どれを どう盛 り込 んでい った らよろ しいか と,そ うい うお話にさせていただ きたぃ
とい う
=、

うに思 い ます。 まず最初 に鳥取大学 の方か ら出てお ります。看護婦 の増員 と近代化予算 の

配備,並 びに高次集 中治療部 に勤務す る看護職員に対す る調整額の支給 ,一 応 ご説明 いただ けます
で しょうか。
★鳥取大 学

齋藤副部長

先程か らハ イケアユニ ッ トの問題 とか PPCと い うことで,ハ イケアユニ ッ トの問題が既 に出て
きて い ると思 うのです けれ ども,鳥 取大学 は一昨年 の 4月 か ら高次集中治療部 とい う形でハ イケア
ユニ ッ トと集 中治療部が一緒にな りました。今回一応集 中治療部協議会なのです けれ ども,問 題 と
な って お ります の は, どっちか とい うと,ハ イケアユニ ッ トの看護婦不足 と,ハ イケアュニ ッ トの
看護婦 さんの俸給 の調整額 の問題 で,集 中治療部 とい うことではあ りません。ハ イケアユニ ッ トの
方 は,看 護婦 さん を病院の 中で傾斜配給 を して何人か いただいているのですけれ ども,集 中治療部
が 2人 の患者 さんに 1人 の看護婦 さん とい うことに対 し,重 症度があん まり変わ らないあるいは準
重症で,非 常 に検査が多 い とか手術後 の 出入 りが多 いに も関わ らず, 6人 ぐらいの患者 さんに対 し
て, 1人 の看護婦 さんの配 置 とい うことにな って お ります ので,非 常 に忙 しい,こ れを一般病棟か
らさらに傾斜配置 しようと思 うと,今 度 は一般病棟 の方 に問題が出て くるとい うことで何 とか増 え
な いだ ろうか とい うの と,そ れか ら高次集 中治療部 として,非 常 に機械類が多 いの にそれの更新が
なかなか うま くいかない と言 い ますか,そ こが何 とかな らな いだ ろうか とい うこと,そ れか ら一番
大 きな問題 は,同 じ高次集 中治療部 の看護婦 さんで あ りなが ら,集 中治療部 の看護婦 さんには調整
額 がつ くのに,ハ イケアユニ ッ トの看護婦 さんには調整額がつかない, こうい う問題の 中で看護婦
さんがなんで我 々はつかないんだ とい うふ うな問題が 出てきて い る,こ れか らあちこちの大学でハ
イケアユニ ッ トが出来て い くだろ うと,そ の段階でおそ ら く同 じよ うな問題 に直面 されるので はな
いか と, もう既 に徳島大学に も出来て い ます し,他 に も先程か らいろい ろな所で作 られ るとい うこ
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とですので, この問題 にこれか らい ろいろ直面 されて いか れるだろうと思います ので,議 題 として
提出 させていただ きま した。
★大谷部長
この問題 につ きまして いかが で しょうか。 これはだか ら先生

ICUと ハ イケアュニ ッ トとい うこ

となのですね 。高次集 中治療部 とい うのは。 これは どこも他の大学 は認め られてはいないのですが
この ことについて,今 の例えば上 程議題に盛 り込むか,盛 り込め るか とい うような問題な のです け
れ ども, ご意見はいかがで しょうか。 これを どうい うS、 うにするか,先 生方 の ご意見はいか がで し
ょうか。 あるいはうちは高次集 中治療部を予算 を要求 しているよと言われ るところとか ござい ます
で しょうか。 これに関 しましては,そ れでは どうぞ前り
￨1先 生。
★山口大学

前川部長

今 の看護婦 さんの手 当てに関 しては,人 事 院にお話 を持 っていか な い と決着がつ きません。例え
ば結核 病棟があ ります と,結 核病棟 の看護婦 さんた ちは危険手当的な ものが ついています。そ うい
う手当て の交渉は大学単位な り,本 協議会で議決がで きるので あれば,

ICUの 看護婦 さんの手当

てに相当す るものをハ イケアの部分をや って欲 しい とい うことを人事院に持 っていか な い と決着 は
付かない と思 い ます。
★大谷部長
そ うい うことを考え ます と, まだ先生の鳥取大学 しかないのです。
★鳥取大 学

齋藤部長

一 応人事 院に話 は持 っていったのですけれ ども,難 しい とい うこ とだ ったのです。それで これか
らおそ らくこうい う大学 は増えて くるので,今 す ぐ上 程 とかそ うい うことで はな くて,将 来的 にこ
うい う問題 もみな さん一 緒 に考えて欲 しい とい うこ とで。
★ 山口大学

前川部長

たぶん議題 としては 出 して いかない と, これは通 らないのです。
★大谷部長
とい うこ とは上程議題 にとい う意味ですか。
★山口大 学

前川部長

人事院 まで動かそ うとす ると,国 立大学全体で とい うことで上 程議題 として もらわな い と通 りま
せん。各大学が個別にや るので あれば,鳥 取大学できっち りとや られない と通 らない と思 い ます。

★大谷部長
ですか らHCUと い う形で部 としてついてはない けれ ども,ど こに ももうHCUを 今 つ けて きて
い るわ けです し。広島大学に もHCUは 作 るわけです。徳島大学 も既 に作 って お られるとい うよう
な ことで もござい ます ので, この 問題 は鳥取大 学 だ けの問題 ではないか もしれな い と思 うのです。
ですか らデ ィスカ ッシ ョンは引き続 いて しない とい けな い と思いますが,こ れを今回に上 程議題 と
して上 げるのがいいのか, もうち ょっと時間を待 って,HCUが もう少 しつ いて きてか ら,そ うい
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う意見 を集約 して とい うことで,上 程議題 の方へ 出す のがいいの力、 どっちが どうかな とち ょっと
早 いか な と思 って,少 し見送 らせていただ けますか,そ れで よろ しいで しょうか。 いゃいや 出せ と
言われれば,出 して も余 り効果がない ような感 じもしますが。
それでは引き続 いて議題 として残 して, この問題 に関 しましては,各 大学で

ICUも HCUも

い

ろんな感染症 とか も盛 り込 んだ病棟 にこれか らは各大学がな って くると思 うのですが,そ うい う中
で, この HCUの 問題を どう考えてい くか とい うことで,今 回は ここまでにさせていただ きた ぃ と
い うスヽうに思 い ます。
それでは次 に,定 員,あ るいはスタ ッフの充実 とい うことで,定 員増 とい うこ とです けれ ども
,

集中治療部 ス タ ッフの充実について とい うことですか ら13ペ ー ジです。弘前大 学 と高知医科大学 の
方 か ら出てお ります。 まず弘前大学 の方 か らご提案 いただ きましたご説 明をお願 いいた します。
★弘前大 学
弘前大学です けれ ども,こ の書 いて ある通 りで ござい ましてやは り現在 の人員ではいかん ともし
がたい とい うことで,ぜ ひメデ ィカルス タ ッフの充実を求 めたい とい うこの通 りで ござい ます。
☆大谷部長
あ りが とうございました。 それでは高知医科大学 の方 か ら。
★高知医科大学

神原副部長

高知医科大学です けれ ども,特 に,こ こに書 いて ある通 りであ りまして,ス タ ッフの充実 の一 環
として とい うこ とです。
☆大谷部長
それで助教授 を とい うことが書 いて あ りまして,実 は前回の平澤先生 の ところでや りま した協 議
会で助教授を含 めた教官及 び看護婦 の増員並 びに臨床工学技士 の配置について とい うの を上 程議題
として 出 しているわ けですが,平 澤先生 これに関 しまして何かいしV情 報 とか何か ござい ますか。
★千葉大 学

平澤部長

いい情報 はあ りません。出そ うとい う結論 にな りましたので,千 葉大 の病院 の総務課 を通 じま し
て,全 国病院長会議 の上程議案 としては出 しました。 ただ今 までの一般 的な経過 とい うこ とに関 し
ては,出 したか らといって,そ の上程議案 に関する こ とが 1年 間で決め られ るとい うこ とは, まず
ほ とん どな くて,連 続性を持 って何回 も出 して,そ の うちにそれを取 り上 げていただ けるとい うよ
うな こ とが多 いの ではないか と思 い ます ので,上 程議題 もある程度連続性 を持 って 出 していただい
た方 がいいので はないかな とい うふ うに思 い ます。
★大谷部長
それではそれに引き続 きまして,上 程議題 の ところにあ ります,教 官,看 護婦 の増員及 び臨床工
学技士 の配置について とい うのが あ りま して,こ れは全て人 員 の増 とい う ことで ござい ます。それ
でいろんな議論 もあ りました。 それか ら文部省か らのお話 もい ろい ろ聞 いた上で,継 続 してやは り
出す とい うこ とも必要 だ とい うことで ござい ますので,前 年度 に引き続 きまして, この集 中治療部
スタ ッフの増員,あ るいは看護婦 さん もそ うですが,並 びに臨床工 学技士 の配置 と,今 回私が ア ン
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ケー トを出 しました 中 に,こ れを調 べ て ござい ます。 これを見 ます とかな り臨床工 学技士 とい うの
は, 1名 専任でついているとい うこれは院内措置か もしれ ませんが 4校 あ ります。それか ら 2名 専
任 の人が い るとい うのが 2校 あ ります。 1名 兼任 しているとい うのが 4校 あ ります。従 い まして

,

全校ではあ りません。 あるいはそ こへつ けな さい とい うそ うい うことで もらってはいないに して も
ついてお ります。従 い ま して, これにつ きまして も引き続 き上程議題 として,提 出させていただ き
たい とい うS、 うに思 い ます。 たぶん これにつ いて はご異議 はないのだ ろうと思 い ます けれ ども。
☆鹿児 島大学

吉村部長

マ ンパ ワーの ことで,実 は私 はこの会議 に出席 させていただ くの も今 日限 りとな ります ので一

言

発言 したい と思います。実は先程 高知 医大 の方 か ら,助 教授 の話が 出ましたが,数 年前 に私 もそ う
い う意向をこの会 で述 べ た ことが ござい ます。その時は後で個人的に指導室長 の高杉 さんか らい ろ
い ろ話を聞 きました。文 部省 としては,実 際 は どうい うお考えですか とい うところまで。そ の時点
では少な くとも看護体制 とかそ うい った諸 々の現実か ら見て,救 急部 とは別に集 中治療部 を運営 し
ていて も,集 中治療部 にさらに助教授 を作 るとい うような意 向はちょっとないよ うな,そ うい う個
人情報で した。我 々のサイ ドか ら見 ます と,や は り組織 の強化 といい ますか,実 際にや ってい る人
た ちの労働意欲 を高 め るために も振 り替 えで あ って も結構 だか ら,助 教授 とい う職をその シチュエ
ー シヨンに応 じてぜ ひ作 っていただ きたいのだ と,私 は申 しました。それな らば大学 として

,概算

要求 とい うような形で,出 してみては とい う話で した。 本 日は櫛 山課長補 佐 さんがおいでですか ら
,

その後文部省 として,私 が何 った 時のよ うなそ うい った情報 ,そ れか ら変わ った ような動 きが ござ
い ますで しょうか。せ っか くお いでですか らその辺 の こ とをお聞きして おきたいな と思 ってい るの
ですが。
★文部省

櫛 山課長補佐

要望が た くさん あるので まとめて もいいの です けれ ども,今 の助教授 の話 はたぶんその状況 と変
わ りはな い と思 うのです。ただ国 の予算 とい うか人員がだんだん減 ってい るとい うところなので

,

どこにつ けるか とい うところが,同 じ数を とって,そ の説 明がつ きやす い ところにつ けて くるとい
うかた ちで要求 を してい るのです。ですか ら看護婦 も要求 してい るのは,集 中治療部 は病床数 も当
初予算でつ けた よ りも,ず っと看護婦 さんは少 ないですので,そ れぞれの大学 の

ICUな りCCU

が どれ くらいあるか調 べ て,そ れに対す ると 2対 1で す ので,こ れだけ要 るのだ とい うふ うな形で
べ らぼ うな数 に,何 百人 とい う形 にな るのです けれ ども,そ んな形で毎年
,毎 年要求を していると
い うような状 況です。今年 は22人 つ きました。そ うい う形で要求 しているところなのです けれ ども
助教授 について,純 増で 1人 つ けて くれ とい うのは,た ぶん無理 だ と思 うのです。
★鹿児島大学

吉村部長

私が この 間申 し上 げたの は,振 り替えるとい う話です。
★文部省

櫛 山課長補 佐

振 り替えでや る時にたぶん今助教授がついてい るところはないので はないか と思 うのです けれ ど
も,な ぜ助教授が必要なんだとい う理屈が通れば,振 り替 えであれば,で きる可能性 はあ ると思い
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ます。ただ振 り替 え財源を どうや って 出すか とい うところであ って, どこかの助教授 を

ICUの 助

教授 に持 って くるとい うのだ った ら,そ の まま横移動 の振 り替え だか ら,別 に人件費が余分 にかか
るとい うわけではな いか ら,割 と楽 だ と思 うのですけれ ども,助 手 を振 り替えて助教授 にす るとな
ると,そ れだけ分 お金がかか るとい うことにな るので,そ こ ら辺 も最近 は厳 し くな って きて い るの
で簡単 にはいかない とい うも、うには思 い ます。
それか ら臨床工 学技士 の話があ りました けれ ども,臨 床工 学技士 も手術部 の整備 とい う形で,要
求 してい ます。 これ もその臨床工 学技士 が必要 だ と思 ってい まして,た だ手術部 に もい る し,材 料
部 でエ ミーの管理 を していれば材料部 に もい る し,今 集 中治療部 もい るしで,あ ち こちでば らば ら
要求 して も,病 院 としてはひとつの病院で管理 をす るわ けなので,将 来的 にはMEセ ンター とかそ
うい うS、 うな構想 をそれぞれの大学が持 つのだ と思 い ます ので,集 中化す るのだ と思います けれ ど
も,取 り方 として,あ まりこう部 をば らば らに して とるとい うのはなかなか と りづ らいので,今 は
手術部 の整備 とい う形で,手 術 の機械 が人工心肺装置があるとか,そ うい う装置がた くさん あるの
で,手 術 中にいたむ と患者 さんが死んで しまうとい うような理 由を して とって きてい るわけなので
す。手術部で とった として も,手 術部で使 って くれ とい うことで はな くて,取 り方 として手術部で
とっているのであ って,そ れは大学病院の 中で, うまい こと使 って くだ さい とい う

うな言 い方を

=、

してい ます。今年 は臨床工 学技士 が振 り替え も入れたのです。行政職 Ⅱ,今 年 は行 Ⅱか らの振 り替
えを出 して いただいて,無 理矢理作 ってい るのですけれ ども,出 せ る所 は出 していただいて,要 は
行 Ⅱの人が今現在 ,そ うい う仕事 をや ってい ると,そ れで免許 も持 ってい るのでぜひ医療職 に して
欲 しい とい うような理 由を付 けて,取 って きてい るので す。それが今年 は全 国で 13人 取 って きます。
そ うい う形でできるだ けとれるような所で とって きてい るとい うのが,臨 床工 学技士 の状況です。
★大谷部長
ありが とうございました。臨床工学技士 につ きましては, どん どん と言 い ますか,予 算化 されて
い るとい うことで ござい ます ので,引 き続 きこれは上程 議題 に上 げておきたい というS、 うな ことで
よろ しいで しょうか。
設備更新費の予算化 について とい うことで,長 崎大学 の方か ら提案が ござい ます。長 崎大学 の方
で ご説明をお願 いいた します。
★長崎大学

長谷場副部長

19ペ ー ジに鳥取大学 の方か らも近大化予算 とい うことで議題が出てお ります けれ ども,そ れ と同

じように,設 備 も10数 年 た って くると機械 の老朽化が激 しい と,現 在,予 算請求 とい うのが,概 算
要求の額 とい うのが,か な り上 げ られてお りまして,そ の下に くるもの と,各 診療部門に配分 され
る年間予算 との間の機械 。器具がほ とん ど更新できな い とい う実情 にあるので,そ の辺 を踏 まえて
予算化をお願 い したい とい うこ とです。
★大谷部長
この こ とにつ きましては,お そ らく各 々の大学での こ とになるのではなか ろ うか と思 うのです け
れ ども, これを協議会 として,例 えば病院長会議へ の上 程 とかそ うい うこ とに出来 るのか どうか と
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い うのは どうなので しょうか。私 はち ょっとそれは無理ではないかな と,各 大学でその予算 を どの
ように とい うことで はな いかな と思 うのですが いかがで しょうか。
★長 崎大学

長谷場副部長

鳥取大学 の方 では近大化予算 とい うふ うに打 って あ ります けれ ども, これは10年 ぐらい前 にこ う
い う各大学 に順番で 5年 間 ぐらい回 っていった と思います けれ ども,そ れを復活 とい う意味 もある
と思 うのです けれ ども。
★大谷部長
この こ とに関 しまして,他 にご意 見が ござい ますで しょうか。やは り病院長 に上 程 とい うことに
な ります と,全 体に普遍 的 と言 い ますか,と い うような ことでない と,予 算 が きて,そ の予算 を ど
のよ うに,各 部 ,各 大学 の 中で振 り分 けるか, どう使 うか とい うことが 1点 と,そ れか ら最初 か ら
文部省か らもうこれは こ うい うこ とで使いな さい というような形 の予算が くるか とい うこ とです。
先生 はですか らそれを期待 して,出 されてい るわけですね。そ うい うことに関 しま しては どうで し
ょうか,文 部省 の方 で櫛 山課長補佐 の方 で何か ご意見が ござい ますで しょうか。そ うい う出 し方 と
言 い ますか。 こ うい うの は各大学 の 出 し方 だ と思 うのです けれ ども。
★文部省

櫛 山課長補佐

設備 はそれぞれの大学が概算要求をす るときに,普通順番をつ けて出 します。 そ れはそれでいい
ので しょうけれ ど も,た ぶん予算 の要求 の仕方 としては,更 新費,要 す るに古 くな ったか ら更新 し
て欲 しい とい う予算だ となかなかつかない と思 うのです。ですか ら鳥取大学が言われたよ うな近代
化 とい うような形で何 か を考えた方が いい とは思 うのです けれ ども,昔 や ったよ うな形で またお願
い します とい うの も,何 か あれなので なにか理 由がな いですかね。

ICUが 5年 前 ,あ るい は10年

前 と比べ て こん なS、 うに変 って きたので,こ うい う新 しい設備が い るのだ とか,あ るい は例えば分
か り易 い例 を言 うと,MRIが 出た時にはMRIと い うのは非常にいい機械 だ と,今 までの X線 と
は違 って,大 学病院はぜ ひ必要 だか ら,全 国の大学病院に入れようとい う3、 うな形が言えるわけで
す。そ うい うような形があると,た とえば今補 正 予算 とかあるので,そ うい うような理 由 とかなん
かがあれば,何 か考えておいていただ くと,補 正 とか何かがあった時には, うちの方か らも話が 出
しやす い とい う話 にな ります。
★大谷部長
いかがで しょうか。 これはどこの協議会な どで も,設 備更新費 とい うような ことで例えば病院長
に上程議題 として,出 すか出さな いか とい うような ことは議論 にな ってい ることか とも思い ます。
この問題 は どうで しょうか。
★九州大 学

谷 山副部長

今 い ろんな大学で出 されてい る問題 とい うの は,や は り基本的に集 中治療部が例えば,30年 前か
ら訓令化 されて きた 中で,最 初 と同 じような人員でや ってい るとい うことが,根 本的な問題だ と思
うのです。それで最近病 院 の中で,集 中治療部 の薬剤師をつ けて いただいている九州大学の例です
と, 2年 前 につ けて いただいたのです けれ ども,そ れ もこれは病院全 体で使 いな さい と,そ うい っ
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た ご指摘 , ご指導があるわけです。ですか ら集 中治療 の この協議会で もやは り,全 国国立大学 の集
中治療部 とい うのが今 の時代 の大学病院が特定機能病院 として,動 く,そ れか ら高度先進医療のそ
れに見合 った病院 として動 くための集 中治療部 はやは り, もっと充実 しな くてはい けな い とい うこ
とで,議 論 していただ きたい と思 うのです。文部省 の今後 の方針 もい ろい ろあるか もしれ ません。
そ こに 出て い るア ンケー ト調査で も,救 急部 と合体 してや っとや ってい るとい う状態ですか ら,実
際は集 中治療部独 自だ けで も,本 来は動 かな ければい けないのです けれ ども, どっちつ かずの馴れ
合 いでず っと くっついて や ってい るとい うのが現状 だ と思 うのです。ですか ら本来 は集 中治療部 だ
けで も大変な院内の患者 さん を扱わなければい けないわけですか ら,そ の分 にみあ った もの をやは
り集 中治療部で これは使 うのだ とい うことで (人 員を),つ けていただ きたい と思 うわ けであ りま
す。病院全体で何 とか 院内措置でや りなさい とい うことにな ります と,い つ までた って もなかなか
充実で きな いので はな いか とい う
=、

うに,私 は思 うのです。ですか ら出 し方 を こ うすればいい とい

うので はな くて,本 質 をやは り出 していただいて,集 中治療部 はこれか ら先 これだけ (人 員 ,設 備
が)要 るのだ とい う3、 うな話で持 っていっていただ きたい と思 うわけです。
★大谷部長
他 にござい ますで しょうか。ではあ りませんので, このこ とに関 しましては,今 先生が言 われ ま
したことを踏 まえ まして,人 員 だ けとい うので はちょっと寂 しい気 もいた します ので,世 話人 をさ
せていただ きます私並 びにまた何人か,長 崎大学の先生方 ともお話を しまして,何 らかの形で上程
議題 に一応上 げてみたい とい うふ うに思 い ます。それで よろ しいで しょうか。
それで は最後 にな りました けれ ども,名 古屋大学か ら緊急時応援技士の 自宅待機費,時 間外 出勤
に関 して, これについてお願 い します。
★名古 屋大学

武澤部長

これは どっちか といった ら本当は救急 の全国協議会 の方が いい と思 うのです けれ ども,た だ さき
ほ どの文 部省 の お話だ と,い ろんな意味で法改正 も含めて,病 院の新 しい機能 に向けて,制 度改革
等 々を含めて とい う積極的な ご発言があ りましたので,お そ らくこの辺 の ことに関 して も,善 処 し
ていただ けるのではないかな とい う感触 を得 ました。特 に働かなければい けな い時間に働かな いで
外 で働 いてい る医者が片一方 でお りなが ら,夜 中に出て きて働 いている人に対 してお金がでない と
い うこ とに関 しては,絶 対おか しいと,こ ん な形で,例 えば大学病院の卒後臨床研修 なんかの救急
なんかで きな い とい うこ とをち ょっと付 け加えてお きたい と思い ます。
★大谷部長
これに関 しましては,確 かに救急 の方 で も問題 とい うか話題 にな ることだ と思 い ます けれ ども
,

一応 これは こ うい うことで,文 部省 の課長補佐にも聞いておいていただ きまして,よ ろ し くご配慮
をいただ きたい とい う
=、

うに思 い ます。

大変長 時間にわた りまして,ご 議論 いただ きまして,ち ょっと私のいろい ろ不手際で迷 い迷 い き
ましたけれ ども,何 とか一応終 わ ることがで きると思 い ます。最後 に次期当番大学を決めてお きた
い と思い ます。 たぶん立候補 され るところは毎年ないか らな い と思 って お ります し,一 応 こち らの
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方で内諾 をいただいている大学 が ござい ますので,そ こにお引き受 けいただ きたい とい うふ うに思
い ます。東北大学 にお願 いを して ござい ます。橋本先生何か一言お願 いいた します。
★東北大 学

橋本部長

東北大学の橋 本保彦 です。第 15回 の 国立大学病院集 中治療部協議会 を引き受 けさせていただ きた
い と思 い ます。期 日は平成 12年 の この 時期 にな ると思います。広島よ りも多少寒 い ところで ござい
ます けれ ども,ま たみ なさま方 ご参集 いただ きます ようお願 いいた します。 よろ し くお願 いいた し
ます。
★大谷部長
では大変長時間にわた りまして,あ りが とうござい ました。本 日の会議 はこれで 閉会 させていた
だ きます。櫛 山課長補佐 には最後 までお付 き合 いいただ きまして,ま た大変詳細なお話,並 びに ご
助言 を いただ きまして,大 変 あ りが とうございま した。 この会議中,長 時間にわた って活発な ご討
議 をいただ きま したことを厚 く感謝 いた します。 どうもあ りが とうござい ました。
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