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★進行
ただい まか ら、第 15回 国立大学病院集 中治療部協議会を始め させて いただ きます。 本 日は文部 省
か ら高等教育局 の医学教育課大学病院指導室の 山腰第一病院係長に出席 していただいてぉ ります。
よろ しくお願 い します。
開会 に当た りまして、 当番大学 であ ります 東北大学医学部附属病院長か らの ご挨拶を申 し上げま
す。吉本病 院長よろ しくお願 い します。
★東北大学

吉本附属病院長

東北大学医学部附属病院長 の吉本 で ござい ます。本 日は、全国国立大学病院の集中治療部 の部長
さんを初 め、非常にそ うそ うたるメ ンバ ーの方 々を東北大学、仙台 にお迎えで きま して、我 々関係
者一 同非常 に喜んでお ります。
本 日の提 出議題を見 ます と、 ICUで も研修、教育、それか らガイ ドライ ン、評価機 能等 いろい
ろな問題があるわけです。本 日は先 ほどご紹介 いただ きま したように文部省 か ら山腰先生 もお見え
です ので、何 とぞ有意義 な会議を持 って いただ ければ幸 いであ ります。
我 々全 国 の 国立 大学病院 の人 間 に と りま して は、現在 は横 一 線 の 問題 といた しま して独立行政
法人化 とか、それか ら卒後臨床研修必修化 とか さまざまな問題 があ ります。集中治療部 というのは
やはり病院で も中心的な存在です ので 、 こ うい う
=、

うな問題 に対 して も非常 に影響力が大 きいわけ

であ ります。東北大学 で も、橋本先生初 めい ろい ろな方 々にそ うい う意味で はお世話 にな ってお り
ます。
この建物 の道路 1つ 隔てま して左手 に医学部があ りま して、右手 に大学病院があ ります。 もうこ
こ ら辺 は大学 のブロ ックの中 にあるわ けで ござい ます。東北大学 では新病院が今建設中で して、第

1期 工 事が この 3月 に終 わ ります。 18階 建てであ りま して、 その頂上 に行 きます と、仙台 は 100万
都市 です けれ ど も、高 い建物 もあ りませんので太平洋が見えて、あと東北 の 山 々が非常 に きれ いに
見えて、仕 事をす るの も嫌 になるほどで す けれ ど も、 もし時間があ りま した らば、雪 が降 っていま
す けれ ど も、その雰囲気で も味わ って いただ ければ幸 いで あ ります。

.

本 日はよろ しくお願 いいた します。
★進行
あ りが とうございま した。それで は、続 きま して山腰病院第一係長 か らご挨拶を いただ きます。
☆文部省

山腰係長

ただい まご紹介 いただ きま した大学病院ま
旨導室 の病院第一係長をや って お ります山腰です。 どう
ぞよろ しくお願 い します。病院指導室 にお りま して、た しか 2年 前 に集中治療部門会議へ 1度 来 さ
せて もらった と思 い ますが、 4年 間病院指導室で係長 をや って お りますが、 この 4年 間 いろ いろと
大学、それか ら大学病院 に関す る こと、多 々大 きな問題を抱えてお ります。 また後 ほど説明す る機
会 があ ります ので、簡単にご挨拶 させて いただ きたいと思 います。本 日はよろ しくお願 いいた しま
す。
★進行
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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 ります事務部を紹 介 いた しま
す。寺沢事務部長、」ヽ
沼管理課長、安達 医事課長、自鳥総務課長補佐です。私、本 国の進行役を務
めます総務課長 の北山です。 よろ しくお願 い します。
本 日は何分短時間 にた くさん の議題 が ございま していろいろ議論 され ると思 い ます けれ ども、議
事進行 によろ しくお願 い したいと思 い ます。なお、議事録作成 のために、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、氏名をよろ しくお願 い したいと思 い ます。
それでは、本 日の議長 は慣例 によ りま して東北大学医学部附属病院の集 中治療部 の橋本教授が務
め させていただ きます ので 、 よろ しくお願 い したいと思 い ます。
☆東北大学

橋本部長

本 国の議事進行を務 めさせていただ きます東北大学 の橋本 で ござい ます。
それで は、議事 に入 ります前に文部省 の大学病院指導室山腰病院第一 係長 か ら、お手元 に配付 さ
れています配付資料 に基づ きま して い ろ い ろご説明 して いただければ と思 い ます。 それで は、よろ
しくお願 いいた します。
★文部省

山腰係長

資料 は 2部 配付 されてお ります。 こち らか らお手元 に配付 させていただ きま した資料 は、平成 12
年度予算案 の概要 と、 昨年 の 9月 20日 に各大学 の学長、事務局長 にお集 ま りいただ きま して文部大
臣の方 か ら説 明 しま した国立大学独立法人化の検討 の方向 という文部省 のま
旨針 です。 もう既 に各大
学 の方 で先生方 の お手元で見 られて い ると思 います し、 また各大学 の方 で検討 されていることだと
思 い ますので、 これ らは参考資料 と思 って いただ ければと思 います。
この 4年 間、病院指導室で病院係長 をや っていま して、流れ とい うの はす ご く、私 自身 も来年文
部科学省 の人間になるなんてい うの は、 つい 4年 前 には全然思 って お りませんで した し、 国立大学
自体が独立法人 になる、国家公務員 の削定 を しよ うとい うのは、 4年 前 に病院指導室 の 3係 の係長
にな った ときは全然思 い もしなか った話 です。橋本内閣にな って行政改革、財政構造改革 に提示 さ
れ ま して、その年 は予算 が凍結 とい う形で した。小渕内閣 にな った途端 に、定員を削減 しまし ょう、
公務員 が 10%削 減です、独立行政法人を含 めて25%の 削減 です と。

｀

小渕内閣へ入 った当初か ら、国立大学 の独法化 とい う話 はず っと引きず って お りま して、一 昨年
の 5月 ぐらいに国立大学 は独立行政法人化を当面見送 ると。ただ、それに関 して は国立大学 の 自主
的な改革 を もって、 5年 間の猶予期間を考 えて、その後 に考 えま しょうとい う話 にな り、結論 は一
度 たな上 げにな ったわけです。昨年 まで の この会議 の時点 では、文部省 も一 貫 して独立行政法人化
に関 して は反対 し対応 して きたところですが 、25%の 削減、 10%の 削減 といいます と、 これ まで も
公務員 の定削はず っと続 いて きたわ けで ございますが、文部省で これまで定員削減 といい ます のは、
先生方 に関係 の教 (一 )に 関 しま して は定削 の対象外 とい う対応で、行政官、それか ら行政 のお手
伝 いを してお りま した、病院でいいます と看護助手 のよ うな方 々、 そ うい った方がや めて いかれた
ものに関 して不補充 とい うことで対 応 し、 さ らに新 たな大学 の新設、創設、大学病院 です と新 たな
特診を設置 して くる ことによって、国立学校 特別会計 の 中の定員 とい うの は純減 がなか った と。
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しか し、 2年 前 の予算 で初 めて 、定削 と大学 の予算案 を照 らし合わせた ときに、大学全体 と して
定員 の削減 ということが 出て きま した。その辺 も加味 して、 この まま淡 々 と国の施設 と して残 ると
い うことを国立学校 の特別会計、 さらに病 院 の特別会計 の 中で言 います と、新設医大 の規模で 2つ
の大学 ぐらいをまず減 らさな い といけないとい う事態 にな って お ります。その辺 もございま して、
独法化 とい う話に単純 に乗 るので はな くて、文部省 として特別立法 の格好 で対応 して はぃかが か と
い う案 もあ って 出た もので ございます。
この件 に関 しま して は、皆様方 もよ くご存 じか もしれ ませんが前病院指導室長で した杉野室長を
筆頭 に当局 の方 で も検討 してお りま して、来年度春早 い段階で文部省 と して の方針を示 したいとい
うことにな ってお ります し、各大学 も国大協を中心 に検討 しているよ うで ござい ます。
です ので この文書 2に 関 しま して は、皆 さん既 にご存 じだ と思います し、学教法 の国立学校設置
法関係 の変更で、各大学 において も評議会 の構成 メンバ ーの変更やあ と運 営協議会等 組織 と して大
学 と しての責任ある体制づ くりに取 り組 まれていることだ と思います。
平成 12年 度 の予算 の概要 とい うことで、 これは医学教育課 だけの概要をペーパ ー に してお ります
が、 これ以外 の分 でいいます と国立学校特別会計 の中で大学 の評価をす るとい うことで 、 これ まで
学位授与機構 とい うのが ござい ま したが、 この組織を改組・ 転換 して、 まだ仮称 で はござい ますが
大学評価・ 学位授与機構 に、教育 。研究面 に関 して 国立大学 を大学 の外部的 な評価機構 とす る組織
を新 たに平成 12年 度 よ り設置す ることとな ってお ります。
あ と医療をめ ぐる最近 の動向でいいます と、大学病院 に関 しま しては皆様既 にご存 じのよ うに21
世紀医学医療懇談会、浅 田先生を会長 にいただ きま して い ろいろ検討を報告 させていただ きま して、
これ まで第 4次 の報告 までを公表 させていただいたところで ございます。入学者選抜 の変更 。改善、
学部教育 の改善、それか らまた先 ほど病院長か らもお話があ ったように卒後臨床研修 の充実、医師
・ 歯科医師の対応 の見直 し等 いろ いろとございます。
卒後臨床研修 は、厚生省で はおおむね大学 の方 と話 し合 いがついたとい う格好で、今国会 に提出
され ることにな ろ うと思 い ます。必修化 に関 しま しては、 これまで国立 大学 では大学 の 中で非常勤
医師経費、医員研修経費 とい う格好で、 どち らか とい うと文部省で予算措置を して きた ところです
が、 これ は卒後臨床研修が国公私を含 めた全体的な話 とい うことにな って お ります ので、 まだ どの
よ うな形で厚生省側か ら経 費 の上乗せ分が 出るか とい う結論 には至 って お りません。 まず 制度 あ り
きとい うことで今国会 に提 出 されて、 2年 間の必修化 とい うことにな ろ うと思 い ます 。 そ して、研
修を受 けて いない者 に関 して は医業 の開設者 になれないとい うような扱 いにな るとい うも、うに聞 い
てお ります。
予算が平成 12年 度以降増額 の方向 に動 くとい うことはど う考えて も我 々の世界 で は考 え られない、
右肩上が りで これ まで国立 学校 は来 たわ けですが、 もう水平飛行 とい う格好 の もので ございます。
各大学 に行 く予算 とい うのが、特別 に これか ら え るとい うよ うな ことはござい ません。我 々 もな
=、

い知恵を絞 ってお ります ので 、本 日の協議会等で先生方 の豊富なお知恵 の 中か ら国立大学42大学病
院が今後進む方法、方向が出ていただ くことを非常 に期待 してお ります。 どうぞよろ しくお願 い し
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ます。
☆橋本部長
山腰 さん、 どうもあ りが とうござい ま した。 また議事進行中 にい ろ い ろ ご質問があ ると思います
ので、 よろ しくお願 い します。
議事 に入 ります前 に、特 に今 の お話 で これだ けはお聞 き したいとい うよ うな ことが ござい ま した
ら、二 、三 ご質問をお受 け したいと思 い ますが、 どなたか ござい ませんで しょうか。独立法人化 も
いよいよ もう間近 に迫 って きたとい う感 じもします し、財源 の問題 で も非常 に切迫 しているとい う
お話 で ござい ま したけれど も、特 にござい ませんで しょうか。 それで は、 またいろいろな議事 の中
で ご質問等 ございま した らば、その都度 ご質問 いただ きた い と思 い ます。
それで は、議事 の各大学 か らの提 出議題 の 1番 ですが、各専門医あ るいは認定医資格取得 にかか
わる ICU研 修の単位認定 についての議題を北海道大学、 よろ しくお願 い します。
佐 々木副部長

★北海道大学

この議題 の提案理 由 はここに大体 まとめた とお りです けれ ども(集 中治療部 の運営形態につ きま
しては各大学 さまざまだ と思います。 ただ、あ との方 の要求事項 に もあ ります よ うに、 どこの施設
で も教官が不足 していると思います。少 な くともJヒ 大で はかな り不足 してお ります し、 マ ンパ ワー
不足 とい うの は大体 どこも共通 の問題 じゃないか と思います。ただ、教官増員を粘 り強 く要求 して
い くこと も非常 に重要 だ と思います けれ ど も、公務員 の定員削減が 叫 ばれている現状では、そ うい
った要求 に対 して大量 の教官 の予算が どっとつ くことは、非常 に困難 であると思わざ るを得 ません。
それで 、実際にそ ういったマ ンパ ワー確保 の 1つ の方法 と して考 えた ことなんです けれ ども、関
連各科 よ りの

ICU研 修 が行 いやす い環境が もしつ くれれば、 マ ンパ ワー不足 の解消 の 1つ になる

のではないか とい うことで、 こ ういった ことを考えま した。
実際 に ICU研 修 に来 る診療科 の医師 の意見を聞 くと、た しかに ICU研 修 に来て非常 に役 に立
った とい う意見 もある反面、何かそれにや は リプラスアルファとい うか、実際 に中堅 どころの医師
にとって例 えば数 力月 の間 そ ういった

ICU研 修 に来 る、手術を しないとかそ うい った期間 は非常

に大 きい ものではあ ります ので、それに対 して何 らかの単位 の認定 とい った枠組 みがつ くれれば、
一般中堅 クラスの医師 も ICU研 修 に来やす い環境がで きると思 い ます。

2年 後 か 3年 後 かち ょっとわか りません けれ ど も、 スーパー ローテー トが開始 にな って、救急や

ICU研 修 が必修 になるとい うこと もお聞 き していますが、実際例 えば 1、

2年 目の医師が

ICU

にどっと研修 に来ま して も、戦力 とはな らず に教官 の負担 がむ しろぶ、
え るのではないか とい うふ う
に思われ ます。

ICU研 修 にどん どん来 るよ うになれば、一般医師にとって やや
もすれば敷 居 が高 いと思われ る ICUと の良好な関係づ くりに も役立 つ と思います し、 メ リッ トも
こ うい った中堅 クラスの医師が

大 きいので はないか と思 って提案 させて いた だ きま した。 これはこの場 で検討すべ き問題か どうか
はち ょっとわか りません し、どち らか といえば例 えば集 中治療医学会 とか、そ うい った場 で検討す
べ き問題 とも思います けれ ども、 1つ の提案 と して考え させていただ きま した。 どうか ご意見いた
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だければと思 います。
☆橋本部長
ありがとうございま した。先生の ところでは今度 の 3月 にベ ッ ドが 5床 か ら10床 に増床になりま
すね。
★北海道大学 佐 々木副部長
実際問題 としてそれに伴 う医師の増員はないです。
★橋本部長
この件 につ きましては昨年 もございま したけれども、徳島大学では集学治療病棟で ICU、 ハ イ
ケアユニ ッ ト、 ccu、 無菌室とい うことで36床 のベ ッドを運用 されていると聞きます し、そこで
は内科、外科か ら 7名 か ら9名 ぐらいの医師を派遣 して もらっているとい うことなんですけれども。
きょうは徳島大学 の黒田先生はおいでで しょうか。派遣医師所属は外科の ままで来 られているんで
しょうか。
★徳島大学 黒田副部長
所属 は もうもちろんその科のままで。
★橋本部長
もとの ところですね。内科の先生 も同 じように、医員の先生が ここへ参加 されているとい うこと
にな るわけですね。
★徳島大学 黒田副部長
そうい うふ うに してお ります。
★橋本部長
す ると、学会認定 とかそういう場合 の資格 の問題 とい うのは、 もともとの ところか ら出て いると
い うことで特 に問題 にはな らないわけですね。
☆徳島大学 黒田副部長
そ うです。
★橋本部長
北海道の佐 々木先生か らお話がありましたけれども、 これは学会、例えば外科学会 とか集 中治療
医学会 とかというような問題で もあるわけですけれど も、 この件 につ きま してどなたかご意見 ござ
いました らばお願 い したいんですけれども。
★東京大学 前川部長
参考まで に、 これは恐 らくそれぞれの学会が、例えば ICU研 修を専門医あるいは指導医あるい
は認定医の資格要件 として必要 としているか どうかとい う判断に係わるわけで、 これは もうまさに
他人任せの ことですのでなかなか難 しいと思います。例えて言 いますと、外科学会では外科の専門
医の要件 の 1つ として救急的な外科を、 もっとスペ シフィックに言 いますと外傷外科をやはり外科
医としては必要な要件 として認めて、そのボールを例えば日本救急学会 に投げて くるとい うような
ことが現実にありました。それと同 じように、例えば麻酔学会が指導医の要件 に ICUの 研修を認
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め るかどうか とか、そ うい う関連す る学会が 、

ICu研 修を指導医 と して の要件 と して認め るか と

い うことにかか ってい ることなので、 なかなか ここで議論をす るのは難 しいので はないか と思 いま
す。
★橋本部長
あ りが とうございま した。 この議題 の 3ペ ー ジの一番下 に も書 いて あ ります よ うに、協議会 とし
ての決議事項 と してそ うい うことをや るの はなかなか難 しいとい うことで ござい ます。機会 が ござ
いま した ら関連学会等 の意見を聞 きま して、 この協議会か らもそ うい うよ うな ことが可能か どうか
とい うこと も話 し合 って もらうよ うに して い けば いいので はないか と思 ってお ります。その程度 で
よろ しゅうござい ますか。やは り人材 の確保 とい うことが根底 にあると思 い ますので 、各施設で い
ろい ろご苦労 なさって い るの は大変身 に しみてよ くわか ります。では、そ うい うことにさせていた
だ きたいと思 い ます。
次 の 2番 か ら 4番 まで は昨年 に続 いての議題 の ご提出です。 5番 のハ イケアユニ ッ トの設置 とい
いますのは、昨年香川医科大学か らもプ ログ レッシィブペー シェン トケアの考 え方 とか、浜松医大
か らもそ うい うよ うなお話が ございま した。 それ と共通 しているよ うな ところが ございます。そ こ
で、 2番 か ら 5番 まで。 まず名古屋大学です けれ ども、昨年 は余 り議論す る時 間が ございませんで
したけれ ど も、 この 1年 間先生 の ところでや られた院内の取 り組みとか財源確保、あるい は人材確
保 とか、 そ うい うものの知恵 といい ますか方策 とい った もの を中心 にお話 しいただ ければと思 い ま
す。
★名古屋大学

高橋副部長

昨年 も同様 の議題を提出させていただいたんですけれ ど も、具体的 に名古屋大学 と して新 たな試
み と して取 り組 んだ こととい うの は特 にないんです。実際例えば救急患者がS、 えているものです か
らPCPSの 回数がふえてい ま して、それに対 してMEは 1人

ICUに 配属 されて い ますけれ ども、

それ以外 に も手術場 の非常勤職員が回 して い るんですけれ ども、それ も医局 の私的 なお金のデポジ
ッ トか ら出 しているとい う状態です。実際 はその額 も十分ではないの は確かなんです。 ほかの大学
の方 々に聞かれて も多分同 じよ うな ことをや ってい ると思 います ので、 ここで新 たな方策が 出ると
い うふ うにはち ょっと考 えがた いんです けれ ど も。 もしほかの大学 の方 で何 らか の方法があるとか
い うことがあれば、それを教えていただ きた いん ですけれども、根本的には独立 民営化 とかそ うい
う遮、うにな らな い限 り基本的には解決 されない問題かとは思 います。
★橋本部長
あ りが とうございま した。それで は、 これ と共通す る一般議題 と思 い ます けれ ど も、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 について とい う、鳥取大学 のや はり昨年 の ご提案が
ござい ます。 そ して、 昨年 は 「大学か らこうい う話 は人事院 に持 っていかないとだめだ」 とい うよ
うな会場か らの ご発言 もあ りま して、今 の名古屋大学 の ご発言 と同 じよ うに、鳥取大学 の先生 は将
来的 には皆 さんで考 えてほ しいとい うよ うな ことで した。それにつ きま して先生、 よろ しくお願 い
します。
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★鳥取大学

齋藤副部長

昨年 の この協議会 で 同様 な議題 で継続審議 とい う形で ご協議 いただ きま した。昨年 、別に具体的
に これ とい った進展があ ったわけで はないんです けれ ど も、全国の大学 でやは リハ イケァュニ ッ ト
を設置 しよ うとい う施設が どん どんも、
えて きて い ると思 い ます。今司会 の方 か ら人事院の話が出ま
した けれ ど も、人事院 の方 には一応 提 出 いた しま して、断 られてお ります。
先 ほど文部省の方 か らもこれか らは水平 飛行 だ とい うことで、 なかなか難 しいことはわか るんで
す けれ ども、高次治療室をつ くった場合 にど うして も ICUと 同 じよ うな重症度 の患者が入 って く
るわけです。 ところが 、今で も一般病棟か ら傾斜配置を して看護婦 の数 をも、
や してお ります けれ ど
も、ハ イケアユニ ッ トとい うところは検査 とか手術 とかの 出入 りが非常 に多 くて、それか ら重症度
も軽 い人か ら重 い人 まで とい うことで非常 に忙 しいんです けれ ども、看護婦 の配置が十分 ではない。
しか も、 ICUで は調整額 というのが つ くんです けれ ども、 同 じ高次集中治療部 の 中でハ イケアュ
ニ ッ トの方 は調整額 がつかない。高次治療室、ハ イケアユニ ッ トの方 の看護婦 は、忙 しさとい うこ
とで は ICUに 引けをとらな い し、む しろ ICUの 方 は特定治療加算 で守 られている、十分で はな
いんです けれ ど も一応基準 があ りま して守 られているわけです けれ ど も、ハ イケアユニ ッ トの方 は
そ うい うものがない。忙 しい割 には調整額がつかない。それか ら、器械 も寄せ集 めで十分 ではない。
なかなか更新がで きな いといった、病院 にお けるい ろいろな矛盾 とい うのが どうも集中す る場所 に
な りやす い。 ということで、去年 に引 き続 いて看護婦 の増員、機器の更新、それか ら看護婦 の身分
保障 といいますか、調整額を何 とか していただ きた ぃ。
次 の議題 で滋賀 の方 か らも特定治療加算 はHCUの 方 で は何 とかな らないのか とい うことが 出て
お ります けれ ども、やは りこれ も ICUで は加算が つ くんです けれ ど も、高次治療室で は一般病棟
と変わ らないとい うことで、 いろ い ろと問題がある。先 ほど も申 し上 げま したように、 いろいろな
大学で高次治療室をつ くられよ うと している、あるいはで きて きている。その中で、 こうい う問題
とい うの を今後引き続 き話 し合 って いただ きたいとい うことで ございます。以上です。
★橋本部長
あ りが とうござい ま した。 それで は、文部省 の山腰 さん。

￨

★山腰係長
来 る前 に鳥取大学 の高次集中治療部 の人事 院 との協議 のペーパ ー とい うの はち ょっと見て きたん
です。その看護体制 は個別 の話 なので大学 の方 に戻 って考えていただ ければと思 い ます。
それか ら、先ほどか ら話題 にな ってい ます高次集中部 とい うよ りもハ イケアユニ ッ ト。各大学で
全体 的 な病院を新 しくつ くりかえ る際に、病床数があ、
えているとい うわけではないんですが、 1看
護単位 の病棟が整備 されて大 き くな ってい るとか、あ とどうして も特診をつ くってそ こに対 して看
護婦を配置 しなければいけな い と、病棟 の看護婦 の数をある程度確保 して重症 患者 の方を専門的 に
重点的に配分するとい うことで、各大学か らはハ イケアユニ ッ トをつ くりたい とい うお話 は聞 いて
お ります。
ただ、 これに手当てがで きるか ど うか とい うの は、人を厚 くして いただ くとい うことは我 々か ら
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はお願 い させていただ く話で ございます。あ とはこれが病院収入に直結す るか とい うことにな りま
す と、 これは また医療全体 の話、保険制度全体 の話 です のでなかなか難 しいか と思 い ます。 ただ、
ハ イケアユニ ッ トとい うの をつ くるときに、看護部長 さん方 と もよ く話 し っていただ
合
きま して、
今 まで この病棟 は16人 体制 でな ければ配置がで きな い とい うよ うな ところをハ イケアュニ ッ トで 引
き受 けるので、 じゃ、夜間を 2人 体制 に しま しょう、 3人 体制 に しま しょうとい うことで 1人 出 し
ていただ く、 とい うようにお願 い したい所存で ございます。
☆橋本部長
あ りが とうございま した。現実 には各大学で、いろいろな看護単位 その他を考えてや って ほ しぃ
とい うよ うな ことだ と思 い ます。私 ど もの ところで も、 こと しの 10月 か らハ イケアュニ ッ ト20床 増
床 し、重 症病棟 とい うの を 1フ ロアとりま して、そ こで管理を始めることにな ります。それで一応
病室 には術後 の リカバ リー とい うもの を置かないとい うことを前提 に して、病院 の中で例えば外科
系 です と手術後 の患者 は ICUで 診 て、それが軽 くなればハ イケアで診 て、それで病棟 に戻す とき
は もうそれぞれの病室 に戻す というよ うな ことで、看護単位を組みかえてお ります。
広 島大学 の大谷先生 の ところは13年 度か らハ イケアュニ ッ トをおつ くりにな ると。その辺の とこ
ろはど うい う計画で ござい ま しょうか。
★広島大学

大谷部長

広 島大学 は今工 事中で して、 これがで きますのが多分今 の ところ13年 度 の うちの どこかの時点 で、
最 もお くれれば 12月 ぐらいにな ると思 うんです が 、立 ち上が る予定です。 そ ういた しま した ら、
30床 の集 中治療ケア病棟 とい うことで 、その 中の 8床 が

ICU、 で HCuは

13床 と、あとは感 染症

とか熱 傷 とか とい うような病棟 の計画 にな ってお ります。
★橋本部 長
看護単位 の お話 とか とい うのはまだ具体的には出てないですね。
★広島大学

大谷部長

看護単位 は看護部 の方 で今 かな り精力的に考えて もらってお りま して、一般病棟 の看護婦 を随分
減 らす とい うことにな りま して、特殊機能 の病棟が この集中ケアに並 びま して、

1、

2と つ きます

のでそ うい う集中ケア。それか ら、特殊病棟。がん の末期 の人 の ケアとか、あるいは血液浄化 の患
者 とか、そ うい う人たちを 1つ フロアに集 め ると。 もう 1つ は、 リエ ゾンとい う精神科 の人が中心
にな ってや るとい うこの特殊病棟。 それに集中ケアとい う病棟 と、 この 3つ に重点的 に看護婦 を配
置 して 、一 般病棟 の看護婦 はかな り少 な くなるとい うよ うな ことを考 えて もらってい るよ うです。
具体的 にはっきりした もの はまだ進 行中であ ります。
★東京大学

前川部長

このハ イケアユニ ッ トの運用 とい うの は、最 も大変だ と思 うんですが、恐 らく看護婦 も大変 だろ
うし、 医者 の方 も大変だろ うと。 とい うの は、現在 いろいろなところで新 しく開発中の国立大学 は
ほとん どが PPCに 準 じた看護体系を組んでい らっ しゃると思 うんです。つ まり統廃合 が進んで い
ます か ら、それか らで きるだけ予算 ベ ッ ドと稼働病床 と近 づ けよ うとい うよ うな努力があ ります と、
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当然 PPCに しな い と今ある看護婦で最大 の稼働をす るとい うの は難 しいんです。私 も実 際 に東大
の再開発、広島大学 と同 じに来年 の秋 ごろには新 しい病棟がオープ ンしますが、そのハ イケァュニ
ッ トに対 して一番頭を悩 ま して い ます。一応 東大 の場合 には36床 、最 も恐 らく大 きいハ ィヶァュニ
ッ トがで きるんですが、看護単位 は完全 に 1つ の看護単位 にな ります。
最 も悩んで います のは、外科系の

ICUに 入 らな い、 CCUに 入 らな い患者 は術後 ほとん ど全部

ここに集 ま って くるわけで、毎 日何十人 かが 出入 りす るわけです。 そ うい う意味で は もう看護婦 の
方 も大変 だ し、 それか ら医者 の方 も大変 だ ろ うと思 って 、運用をどうや っていこ うか と今悩 んでい
るところなんです。 ただ、 そ うい うハ イケアユニ ッ トには、 ICUの よ うな基 準 が今あ りませんの
で保険上 の手当 ももちろんない。 そ うなると、新 しい病 棟 の形態 であるが ゆえに、何 の手当 もつか
ない とい う、非常 に矛盾 した状態 が今あるん じゃないか と思 うんです。それで一っの過渡期 の現象
だ と思 うんですけれ ども、 これ はぜひ文部 省 の方 も心 に とめておいていただいて、 ぃずれか何 らか
の形 で 予算上 の手当あるいは人件費及び物的な機器材 の予算措置をぜ ひ将来的 には考えていただ き
たい と思 います。
★橋本部長
今 の ご発言 は、 いみ じくも一般議題 の 5番 の滋賀医科大学か らご提出 されま したハ イケアュニ ッ
トの設置 とその特定管理料 の設定 とい うことに も関連 します し、集 中治療部 だ けで はな くて、今度
ハ イケアユニ ッ トがで きます と今 までの 2倍 、 3倍 のベ ッ ドがで きる。時によ ります とベ ンチ レー
タ、それか らモニ タのた ぐい まで非常 にた くさんが要 ると。そ うします と、 この一 般議題 の鳥取大
学 か らお 出 しにな りま した看護婦 の増員 と近 代化予算 の配備、 ということに も直結 して くるのでは
ないか と思 うんですけれども。滋賀医科大学 の方 か らお話をち ょっとお伺 い しま しょうか。
★滋賀医科大学

野坂部長

7ペ ー ジに提 出議題 と してあ ります けれ ど も、滋賀医大 の

ICUで は、長期症例が多 いために

集中治療特定看護料を徴収で きない症例 が、年 によって30%を 占めるに至 った と。 そ うい う意味で

ICUと 一般病棟 の中間施設、ハ イケアユニ ッ トがぜ ひ ICUの 有効利用 のために必要で はな いか
と。 さらには、家族 の方 が ICUの 治療 を望んでいれば、 ICUか ら一般病 棟 の転棟 とかな る場合
に、医療 への不信感が進展す る場合 もあ り得 るん じゃな いか。 そ うい う意味で、 この協議会 でハ イ
ケアユニ ッ トの概念 というか、将来像 とかそ うい う情報が得 られます と、滋 賀医科大学 の新病棟を
つ くる際の ドクター とかそ うい う人 たちに もある程度 そ うい う概念を説明 して、共感をより得 られ
るん じゃないか と思 って、協議 して もらうとい うことで提 案 いた しま した。
☆橋本部長
大変言 葉 は柔 らか いんですけれ ども、非常 に限 られたベ ッ ド数 で、皆 さんが重症の場合 に、新 た
な患者が入 るときにはどの患者を出す か とい うことが非常 に問題 にな ります。ハ イケアユニ ッ トが
で きま して も多分そ うい う患者が どん どんハ イケアュニ ッ トの方 へ移 りま して、結局今や っている

ICUは 例えば ICUが 5床 あ って、ハ イケアが 10床 あ って も、その 15床 全部がベ ンチ レー タをつ
けた患者 にな って しまうん じゃないか とい うよ うなおそれ も、実は持 ってい るわけです。 もちろん
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前川先生がお っ しゃった よ うに、術後 の患者が うわ っと押 し寄せて、 じゃ、だれを 出 して とかぃ ぅ
よ うな悩み ももちろん一方で はあるんです けれども。そ うい うよ うな ことで ご提案があ った もので
はないか と思 うんです。
それに関 して鳥取大学 の方 か ら機器 の定期的更新 とい うことで、去年 もほかの ところか らお話 し
いただいたんですが。文部省 の方 か らだ と思 いますが、 「大学 によって

ICUの 規模や設備 が違 う

の で、 こ うい うあ、うに定期 的更新 とい うの を一律 にやるのは非常 に難 しいんだ」 とい うよ うなお話
もあ りま したけれど も、ち ょっとその辺 の ところをまたお話 しいただければ と思 い ます。
★鳥取大学

齋藤副部長

これ は多分よそか らも幾 つ か 出ていた と思 うんですけれ ども、 どうして もその機器を更新 して い
くの にあ る年限が決 ま ってお りま して、それを定期的 に更新 していかなければいけな い と。 ところ
が、 どうして も期限を超えて使 ってい くとい うことは、 どこの大学 で もそれは もう仕方がな いとい
うかオ ーバ ー して使 って お られ ると思 うんです。 うちの大学 で も高次集中治療部 の場合 にはよその
科 に比 べ ると配慮 していただいていて、集中治療部それか ら高次治療室 と もに 1つ の単位 と して、
普通 の科 よ りは倍早 く順番 と しては回 って くるよ うに していただいているんです けれ ど も、それで
も期限を超えて使わ ざるを得 ない。先 ほどか ら予算 の話 で もちろん非常 に難 しいことはわか ってい
る し、 これ書 いて もなかなか難 しいんだ ろ うとい うこと もわか って はいるんで すけれ ど も、その辺
を もうち ょっと何 か配慮で きた らとい う非常 に苦 しいお願 いといい ますか、そ うい うことで ござい
ます。
☆名古屋大学

武澤部長

ハ イケアユニ ッ トを計画 している大学、広島大学 と東大 の方 々にち ょっとお聞 き したいんですが、
ハ イケアユニ ッ トを設置 した場合 の例えば医療効果 といいますか、そのために在院 日数が短 くなる
とか、あ るいは外科病棟を含 めた患者 の数がふえ るだ とか、そ うい う検討 を しているのか とい うこ
と。それか ら、看護婦 1人 当 た りに患者何人で もって看護料が変わ って くるとい うよ うな こと も含
め ると、病 院全体 の経営 とい うか収益 と して、 もしか した らマ イナスになる可能性 もある。 マ イナ
スにな って も、けれ ど も例えば患者数があ、
えて、それか ら在院 日数 も短 くな って くるのな らそれは
一応 ペ イす ると思 うんですが、そ うい うよ うな検討をされ た上で、ハ イケアユニ ッ トをつ くった方
が いい とお考えなのか。 もしそ うだ った らば、そ うい う試算をされて い るんだ った らそれをち ょっ
と教えて ほ しいんです。
☆広島大学

大谷部長

先 ほどの私 の答 え方 でち ょっと誤解 を受 けたか もしれませんけれ ども、ハ イケアユニ ッ トと して
は表 に出 していないんです。集中ケア病棟 とい うことと特殊病棟 の

1、

2と 。 この 3つ に看護婦を

かな り集中 させて、一般病棟 は もうか な り、手薄 と言 って はおか しいです けれ ど も看護婦 の数を割
こ うと。 この 3つ をどのよ うに運営す るか とい うことの是非、それが広 島大学で今後 それが非常 に
うま く機能 して、大変 いいことにな るの か。 もた もたす るのか。多少時間 はかか ると思 うんですが、
一応 目指 していることはそ うい うことなんです。
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それで、集中ケアは30床 です けれ ど も、そ の中 には一応

ICUと い うことで加算がいただ けるの

は 8床 なんです。 それで、あと感染症 とか熱傷 とか とい うことで HCUが 13床 とい うことで、恐 ら
く先生が言われるように数 それか ら詳細 な検討、そ うい うことは特 に してお りませんけれど も、今

ICUが 7床 しかない ものです か ら非常 に患者が入れ られない。中 には十分 ハ イケアでいぃ とぃ ぅ
人 もお りますので、恐 らく稼働率 はかな り上が ると期待 で きると思 ってお ります。
入院 日数 もハ イケアに関 して は恐 らく短 縮で きるのではないか と。 これは特殊病棟の

1、

2を ど

の よ うに うま く使 うか とい うことに もかか ってお ります ので、そ うい うこと しか今現在 の ところは
申 し上 げ られない とい う現状です。
★橋本部長
あ りが とうございま した。 この機能評価 といい ますか効率 の問題 につ きま しては、また後で ご議
論 いただ きた い と思います。先 ほど山腰 さんか ら、病院 の評価 とい うのは大変難 しいけれ ど も、効
率 とい うものをこれか らも考えて いかな ければいけな い というよ うな ご発言があ りま したけれ ども、
その辺の ところはいかがなんで ございま しょう。 と申 します のは(や はり器材 で も看護婦 の配置で
もいろ いろな手当で も、そ うい うと ころは一 番 に関係す るよ うな ことだ と感 じてお ります ので ち ょ
っとお伺 い したいんです けれ ども。
☆山腰係長
今 の経費 の分 で機器更新費 とい う話が ござい ま したが、 これに関 して言 い ます と、数年前 よ りも
よ り鮮明な格好でお配 りして いるの はご存 じと思い ます。病院長裁量経費 とい う格好 で病院全体 に
どん と、文部省 としては数字を生 か して いただ くと、 またさせていただ きます とい う格好で配 分 さ
せていただいています。
つ ま り大学 の 中で ここが必要 です と、 ここを重点 化 してい きま しょう。先 ほどのハ イケアユニ ッ
トとい う組織をつ くった上で看護婦 を動 か します とい うの は、大学全体で、少 な くとも当該病院全
体で運営 しないといけないとい う話 にな るわけです。ですか ら、必 要 な予算措置、先 ほどの 内科、
外科等か らのお手伝 いの先生方 の話 も含 めて 、そ こは学内で どの よ うな位置づ けでどのよ うな運営
をや ってい くのか。それか ら、当然大学病院 という高度 な難病 の患者 を集 めるわ けですか ら、本来
でい う ICU、 集中治療部 とい うの は術後 の患者を受 け入れて、大学 の 中で も一番大変 なところだ
とい うあ、うに我 々は認識 して も、 そ こにだ け予算を というよ うな配分 はで きないと思 い ます。
それか ら、また人事的 な扱 い、看護単位 の体制、先 ほど鳥取 の ときにまた何 か方法 はあるん じゃ
ないか とぃ うような、逆 にた しか山 口大学ですか、看護婦 の体制 の とり方 によって、看護婦 の手当
の方をある程度 うま く運用 して い ると、 つ ま り正式な 1看 護単位 とい う格好で はな くて、ハ イケア
ユニ ッ トも ICUも 含 めて運営 して い るよ うな格好 で看護体制をとるといった方策等を踏 まえれば、
若干手当の方を見れ る場合 もあるで しょう し、その運営を大学 の 中で どうい う位 置づ けに して い く
か、特 に広島大学 もそ うです し、東京大学 もそ うですが、今病院が立 ち上が ろ うと して い ると ころ
は学内 の この建物 とい うの は文教施 設部 に言わせ ます と 100年 は持 つ施設を建てているんだ とい う
意 識を してお ります ので、大学 の 中で調整 していただ ければと思 い ます。
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★橋本部長
あ りが とうございま した。 どうぞ。
★東京大学

前川部長

先 ほどの武澤先生 の ご質問 に対す るお答えなんです けれ ど も、実 は統廃合 とい う問題が あ りま し
て 、東大 は 1,301床 を何 とか現存 の持 て る看護婦 で動 か さなければいけな い とい うことで、非常 に
単純 に計算を しま して傾斜をつ けます と、 ICU8床 、 CCU6床 、サ ー ジカル HCuが 36床 、そ
れか らMHCUが 10何 床、 プラスー般病床 と、そ うい う計算 にな ったわけです。
それか ら、あとは もちろん既 に もう中央化、例 えば医療機器の 中央化 とかMEセ ンターの配備、
それか らベ ッ ドもベ ッ ドセ ンターをつ くって消毒等をや るとか 、そ うい う付帯要素があ ります ので
どれ ぐらい入院期間が短 くな って、費用、資金 とそれか ら効果 との比が ど うなるか とい うシ ミュレ
ー ションは していません。かな り複雑 な要素があると思 うんですが、最初 にあ ったの は 1,301床 の
病棟を いかに動かすか とい う非常に単純 な発想で、深 い経済分析 は していません。
★橋本部長
ほかにご質問、その他 ございませんで しょうか。
☆千葉大学

平澤部長

ハ イケアユニ ッ トの特定管理料 の ことに関 して は、 これ はやは り厚生 省 に対 して
要望す るのが本
筋 だ と思 い ます し、それは外保連 か 内保連 を通 してでないと彼 らは聞 く耳 を持 ちませんので、実際
的なや り方 と してはこの協議会 か らで もいいんですが 、 日本集中治療医学会 の保険対策委員会 に皆
さん全部 の名前 で要望書を出 して いただいて、そ してそれを 日本集中治療 医学会は外保連 に属 して
お りますので外保連 に出 して、外保連 を通 じて 出 していただ ければ、 これ は設定 していただ ける可
能性があると思います。現在 の ところ私 は外保連 に委員 で 出ているんですが、ハ イケアュニ ッ トの
特定管理料 とい う話 は全 く出てお りません。
★橋本部 長
大変具体的 な示唆を いただ きま した。私 どもの この協議会 といた しま して も、それで はそ うい う
方向で学会 に働 きかけるとい うことでよ ろ しゅうござい ま しょうか。 それで は、 これは次回 の当番
校が中心 にな って検討 して いただ きた い と思 ってお ります。 ほかに ござい ませんで しょうか。
それで は、一般議題 の 6番 に移 させていただ きます。 6番 と 7番 は昨年 の宿題 とい うことで ござ
い ます。 6番 、広島大学 の大谷先生、 よろ しくお願 い します。
★広島大学

大谷部長

昨年広島でお世話をさせていただ きま していろいろ意見が 出た中で 、特 に教育 プログラム とそれ
か らガイ ドラインということで私 は宿題 を もらった と思 って お りま して、今回その回答を した いと
思 い ます。
前回広島でいろいろなお話が出ま して、結局教育 プログラムでは、 この協議会 とい うよ りも学会
との関係、 これは平澤先生 が発言 してお られ るんです けれ ど も、集中治療医学会 の方 にや られ るの
が よろ しいのではないか とい うことが ござい ま した。
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それで、今回 日本集中治療 医学会 の会長であ ります名古屋大学 の 島田先生 にお電 話でお話を した
わけです けれども、それで聞 いてお ります 日本集中治療 医学会 の見解 とい うの をち ょっとご報告 い
た します。
日本集中治療 医学会 にア ドホ ックで集中治療医学教科書編集委員会 とい うのがあるそ うで して、
これ は平澤先生が委員長であ ります ので あ とまた補足 して もらうて もいい と思 います けれ ど も、現
在教科書を作成 しておるとい うこと ですか らどうい うふ うな教育をす るのがよいの か、 とい うお
考え もこの 中 に盛 り込 まれ ると思 い ます。 この教育 に関 しま しては教科書 をつ くった らそれで終わ
りとい うことではあ りません ので、 この 問題 に関 しては将来計画委員会 とい うのがあ りま して、 こ
の ア ドホ ック委員会 は解散 され るんです けれ ども、 引き続 きま して将来計画委員会 の方 で考 えてい
くとい うことで ござぃ ま した。平澤先生、何 か これに補足 して いただ けると大変あ りがた い と思 い
ます。
☆千葉大学

平澤部長

教科書 は もうす ぐで き上が るんですが、教育 プログラムを学会 と して どうす るかは、将来計画委
員会 で まだ会長か ら諮問があ って や ってい るという事実 はございません。 ですか ら、会長 がそ うお
っ しゃれば集中治療医学会 の将来計画委員会 としてはやるとい うことにな ると思います。
★広島大学

大谷部長

この将来計画委員会 の委員長 は平澤先生 です よね。 これはそ う考えて い るとお っ しゃいま した。
★橋本部長
あ りが とうございま した。 この問題 が 昨年討議 されま したのは、卒後研修 に集中治療部 とい う、
具体的 に文字を入れ るかどうか とい う ことは別 といた しま して、そ こで研修 をす るためにきちん と
した卒後 のプログラムが必要 だ し、場合 によって は学部教育で もきちん と したプログラムをつ くる
必要があ るので はないか とい うことで 、そ うい う面か らで もご議論 を いただいた とい うあ、うに記憶
してお ります。 どなたか この教育 プログラムに関 しま して。
★名古屋大学

武澤部長

大谷先生 に言 いたいのですが、実 はこの 1年 間にやは りある程度 コアの もの をつ くってお くべ き
だ った と思 うんです。 もちろん いろい ろな理 由でつ くれなか ったんだ と思 い ますけれ ど も、来年 の
卒後臨床研修 は既 にかな りせ っぱ詰 ま って、 もうタイムスケ ジュール に乗 っています よね。全国の
病院長会議 が何 と言お うともう進んで い るわけです。 だか ら、実際に卒後臨床研修指定病院を国立
大学が とる気 であるんだ った らば、やは りかな りしっか りした研修 を組 まなければ いけないと。そ
の 中 に集中治療が どの ぐらい入 るか と、 これ はまたほかの議論があ ると思 うんです。ただ、学部教
育 も含 めて ゃはり集 中治療 とい うの は医者 にとっては必要 じゃないですか。 だか ら、特 に国立大学
は同 じよ うな共通 問題を抱え ているわ けですか ら、 日本集中治療医学会 とい う漠然 とした広 い組織
で はないわ けで、具体的に学生 が 出てい くと、その学生 にど うい う教育 を してい くか とい う中 の一
環 と して集 中治療があるわ けだか ら、それに対 してはやはりこの国立大学 の協議会 の 中で集 中治療
医学 の コアプ ログラムを、卒前 にこの くらい、卒後 にこうい うもの とい うの をやはりぜ ひ来年 まで
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つ くっていただ きたい とお願 い したいんです。
★広 島大学

大谷部長

実 は、去年 も武澤先生 はそのように言われて い るんです。私 がその 中心 にな って や って はど うか
と言 われたんですけれ ども。私 もその ときはっきりと結論が 出なか った とい うことがあ りま して、
私 といた しま して は平澤先生が最後 に言われま した この意見を受 けて、前回の を見ます と平澤先生
の意見を受 けて、私が 「大変 いいご意見をいただいたと思います」 とい うことで、集中医療 医学会
の方 が どうい うふ うにな っているか とい うの をまず 聞 こうとい う応、うにち ょっと玉を投げま した も
のですか ら、 こうい うことにな ってい るわけです。ですか ら、今 の問題を どのよ うにす るか という
の は ここで もう少 しお話を して いただいて 、 どうい うあ、うにす るか。それか ら集中治療医学会 の方
で も将来計画委員会 とい うのがあ って 、お考え とい うこと もあ ります ので 、悠長 には しておれない
よとい うのが武澤先生 の意図だ と思 い ます けれ ども、 もう少 しご意 見を出 して もらって、 どうす る
か とい うの を ここで結論を出 して いただ けた らと私 は思 うんです。
★橋本部長
これ はご存 じの とお り昨年名古屋大学 か らご提 案 にな った議題 で ございます。それで、 どうい う
も、うに取 り扱 うか とい うことなんです けれ ど も、 コアプ ログラムが必要 とい うことはどなた も思 っ
て らっ しゃることだ と思います。 どうで しょう、武澤先生 と大谷先生が中′
にな られ ま して、あと
とヽ
は個別 に必要な方を引 き抜かれて、それで来年 の本会議 までにで も。途中で ももちろん構 い ません。
で きま した ら資料を皆 さんの ところにお送 りいただ ければと。 どうで しょう、武澤先生。
★名古屋大学

武澤部長

大谷先生が主体 にな っていただ ければ、事務的 な ことは何 で もいた します。
★広 島大学

大谷部長

大谷です。 これは大事 な ことです ので 、調整役をす るにはやぶ さかではあ りませんが、 この学会
の将来計画委員会 の委員長 とい うことで平澤先生、 どうで しょうか、前川先生 もどうです か、 この
辺。私だけで これを進めて い くとい うの も、何かち ょっと不安 な ものがあるんですが。
★千葉大学

‐

平澤部長

国立大学病院集 中治療部協議会 と日本集 中治療医学会 というのは、武澤先生が ご指摘 にな った よ
うに これ は別 な組織 です。 です か ら、国立大学協議会 としてはこ うやるんだ とい う線 を出 して いた
だ ければ いいので はないか と思 うんです。ただ考えてみます と、 ここにお集 ま りの先生 も含 めて集
中治療医学講座 とい うの は、 どの大学 に もないわけです。 そ して、集 中治療をや ってい らっしゃる
先生で、集 中治療 だ け専任 してい らっ しゃる先生 とい うの は、教授 レベ ルで は多分 自治医大 の窪田
先生 ぐらいで あとはい らっ しゃらな い と思 うんです。そ うい うことで、なかなか卒前 の授業 の 中 に
集 中治療医学 とい うのを独立 して持 つ とい うことは、非常 に難 しいん じゃないか とい うよ うに思 う
んです。ですか ら、 コアプログラムをつ くるに して も、 そ うい うことをよ く踏 まえてつ くる とい う
ことが必要だ と思います。 とい うのは、去年お話 し申 し上げたか もしれませんが、 日本集中治療医
学会 で集 中治療医学 の教科書をつ くるときに、標準教科書 シ リーズに載せ ると安 くで きる ものです
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か ら医学書院にアプ ローチ を したんですが 、今私が最初 に申 し上げたような ことで、彼 らは標準教
科書 シ リーズとして は集中治療医学 をつ くるとい うことは現時点 で はで きません という話 で した。
現実的にはそ うい うことが あ ります ので、 コアプログラムをつ くるとい うことに関 して もこの部分
は例 えば救急で、 この部分 は麻酔科 で とか 、そ うい うことを含めて武澤先生 と大谷先生がつ くって
いただ ければそれでいいので はないか と思 い ます。
★広 島大学

大谷部長

つ くるかつ くらな いかは別 に しま して も、来年 に何 らかのいい答 えを 出せ とい うことで あ りま し
た ら、 ち ょっとまた私 いろ いろな先生 に ご相談 させていただいて、広島大学で世話を した ときか ら
引 き続 いて お ります のでや らせて いただ こ うと思 い ます けれ ど も、 それ はコアプログラムにな るか
どうか というのはち ょっと期待 しな いで ください。 どうい う結論を導 き出すか とい うのは、今平澤
先生が言われたよ うな こと も踏 まえて、それか ら私 も救急部 とい うこと、あるいは救急医学講座 と
い うことでず っとや っていま して、 もちろん集 中治療、重症患者 のケ アとい うの は大変大事です し、
救急 とも切 って離 せないんです けれ ど も、 ど うして も救急 の方 に 自分 の考 えが こう引 っ張 られて い
って しま うので、 それ は もう一緒 でいいとい うことにな るの か、 その辺 ち ょっと不安 に思 って い る
ところ もあ って今 申 し上げているわ けで あ ります。 いずれ にいた しま して も、私が来年 まで にその
ことは責任を持 って、プログラム はで きるか どうかはわか りません けれ ども、 きちん とどうとい う
ことを させていただ こ うと思 います。
★橋本部長
それで は、どうぞ。
☆広島大学

山野上副部長

で きれば 1つ だ けは っきりさせておいていただ きた いん です けれ ども、卒前 と卒後研修 の教育 と
分 けるのか。 ここにある教育 プログラム とぃ うの は両方含 めた もの をつ くるべ きなのか、あ るいは
卒後 だ けなのか、卒前 だ けなのか とい うところをち ょっとつ け加えてお いていただ けま した ら、話
がスム ーズかと思 うんです けれ ど もどうで しょう。
★名古屋大学

武澤部長

や は り集中治療 って専門領域 なんで しょう。だか ら、当然教育 システムの中 に持 ってい るべ きで
す よね。教育 システム を持 っていない専門家集団 なんていないわけで、それは一体 どこに始 まるか
とい うと学部か ら、学生 か ら始 まるん じゃないですか。 だか ら、それ は恐 らくもしか した ら小 さい
フ ィール ドか もしれ ないけれ ども、学部教育か ら入れた方 がいいと思 い ます。
★橋本部長
それで は広 島大学 の大谷先生、大変 ご苦労をかけます けれど も、よろ しくお願 いいた します。 こ
の 問題 はよろ しゅうござい ますね。
それでは、 もう 1つ 進 め させていただ きたいと思 い ます 。 それでは 7番 、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 ござい ます。
★広島大学

大谷部長

‑15‑

これ も前年度 の宿題 とい うふ うに考えてお りま して、島田先生 にこれ もお電話で一応 ご意見を聞
いてい るわけですが、安全委員会 とい うの があって、 これ島 田先生が委員長だそ うです。そ こで、
理事会 の意見を島田先生 は聞 かれて、国立大学 の人だけではな くて私立大学 の先生方 もお られて、
妙中先生がア ンケ ー トをまとめ られ ま した これでは、厳 しいといいます か、そ うい う意見 もあ って、
今 の ところこれ を協議会並 びに集 中治療医学会 の統一 見解 とい うことで出す とい うの はち ょ っとで
きな い と。む しろその リコメンデ ー シ ョンとして まとめて、望 ま しい方向 はこ うい うあ、うな方向で
す、 とい うことに したいそ うです。
それで、 日本集中治療 医学会が 開かれ ます けれども、 3月 2日 の昼食 の時間 に、会議を され るの
かち ょっとよ くわか らないんですが そ こで何か委員会をされ るとい うことで、 これに妙中先生 に加
わ って いただいて 、 この話 は集 中治療医学会 の方で継続 してお話を され るとい うことで した。妙中
先生、何か聞 いて お られ ると思 うんですが、 いかがで しょうか。
★大阪大学

妙中副部長

その件 に関 して は何 も聞 いて お りません 。
★広島大学

大谷部長

そ うですか。それでは、 まだだ と思 うんですが。妙中先生 は以 前 この委員会 の委員 のお一人だ っ
たそ うですけれど も、今回 は委員 でないんです けれ ど も、妙中先生 に参加 していただいて、 この委
員会を学会中に開 きたいとい うことで ござい ま した。
★橋本部長
それに関連 いた しま して、お手元 に資料 3が ござい ます。妙中先生、お話を いただ きた いと思 い
ます。
★大阪大学

妙中副部長

資料 3に つ いて ち ょっとご説明 させて いた だ きます。今大谷先生 か ら集 中治療部設置 のための
ガイ ドラインの策定 と、 これは前回の宿題であるというお話が ござい ま した。 もともと この事 の起
こ りといい ますか、 こ うい うことが問題 にな って きたのは、大阪大学で開催 した第 12回 の協議会 の
ときに、厚生 省 の集中治療部 の施設基準が現状 には もうそ ぐわな くな って きて い るん じゃないかと。
もちろんあれ は最低基準を決 めた ものだか ら、それはそれ としていいわ けですけれ ども。例えば病
室面 積 に しま して も一応 15平 米以上 とい うよ うな ことが書 いて あ って 、 しか し考 えようによ って は
15平 米あれば もうこれで十分 な のである、 とい うら、うな形で厚生省基準 が解釈 されて い るよ うな こ

と もあ ります。あの基準を集中治療をや ってい く環境 と しては非常 にいい環境 なんであるとい う、
そ うい ったガ イ ドライ ンとい うよ うな形 で解釈す るには、ち ょっとあの基準 自体 は古 くな ってい る
ん じゃないか とい う話が出て きま した。そ して、その 12回 の協議会で国立大学 の集中治療部全体 に

1度 ア ンケー トを とって、皆 さんが ど うい うあ、うにお考えにな ってい るか とい うの を、現状 と展望
とい う意味で調査を してはどうか とい うことにな りま した。
それで、私が 中心 にな って 1年 かか って調査をさせて いただいて、 13回 に報告を させて いただ き
ま した。去年その報告を踏 まえて、新 しい施設基準 とはこうい うものがいいん じゃないか とい うの
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を、ガイ ドライ ン案 とい うような名前をつ けて提案 させて いただいたわけです。 その ときの議論で、
や は リガイ ドライ ンとい うの は非常 に重 い もので あ ります し、その 間の議論が まだ不十分で はない
か とい う点で、 これはまだガイ ドライ ンと言 うには無理があるん じゃないか とい う指 摘が 1点 です。
それか ら、 もう 1つ は、国立大学 だ け じゃな くて集 中治療施設 とい うの は公立 大学、私立大学、
それか ら一般病 院 に もあるわけですか ら、そのあた りも含めて学会 との関連 で考えて い った らどう
か とい うことで、そ こにあ ります私たちワーキ ンググループか ら出 したガイ ドライ ン案 は前回は採
用 しない、あるいは継続審議 で行 くとい う形 にな って いたわけです。
学会 との関連 について は今大谷先生か らお話 があ った とお りです。
もう 1つ 残 された、ガイ ドライ ンと しての審議 が まだ不十分 じゃないか とい うことで、 ヮーキ ン
ググル ープで ももう 1度 考え直 しま して、そ してお手元 に配付 したよ うな もの をつ くり直 してみた
わけです。

2ペ ー ジか らがその内容です。今回 は世界各国で どういったガイ ドライ ンが あるのか とい うこと
を検 索を して、それを参考 に してい くとい うことをまず第一 に考えま した。 い ろいろ検索 したんで
す けれ ど もそんなにた くさんはな くて 、アメ リカ集 中治療医学会 とい うもの は、 これ は前 か ら持 っ
て いたん です けれ ども、あと ヨーロ ッパ の ものがち ょっと出て きま した。それか ら、オ ース トラ リ
ア、 ニ ュージー ラ ン ド、その あた りはどうもちゃん と した もの は出 していないみたいです。
そ ういった現状 なんですけれ ども、 このガ イ ドライ ンに対す る考え方 とい うか、 とにか くア ンケ
ー トを とらせていただいたわけです し、その 中か ら何 らかの もの は出 した い。 とい うことを考えて
そ うい うもの をつ くったん です けれ ども。 結局 こので き上が った形 は、ア ンケ ー トか ら出て くる各
大学 の現状 とそれか ら希望、 それを中心 に もちろん考 えたんですけれ ども、それをその まま採用 し
ます と非常 に荒唐無稽な ものにな る可能性 もあ ります し、そ こに我 々が収集 したアメ リカの もの、
それか らヨーロ ッパ の もの、 それか ら1998年 に学会 で これに関す るパ ネルデ ィスカ ッシ ョンが行 わ
れて い るわけです。そ うい うもの も含 めて、 ヮーキ ンググループの 中で はこの ぐらいは許 せ る範 囲
といいますか、常識的な範囲 なん じゃないか とぃ ぅよ うな形でまとめさせて いただ きま した:
これ は厚生省 の基準 に対抗 と言 うとおか しいです けれども、それをある程度横 に置 きなが ら、そ
れ に対す るもの と して 出 しま したので、アメ リカとか ヨーロ ッパ のガ イ ドライ ンとい う形で出て き
て い るものに比べ た ら物す ご く貧弱な ものです。そ ういった ところに出て くるガイ ドライ ンとい う
の は もっといろいろな詳 しいことが、 ドクター はど うい方、うにあるべ きだ とか、例 えば面積 とかに
しま して も、一 つ一つの部屋 の面積を大体 レコメンデ ー ションで書 いて あ った りとか、あ らゆると
ころにそ うい うものがあるわ けです。 これ はガイ ドライ ンとす るには今回の もので は全然 まだまだ
足 りな い とい うよ うな ことで、 とにか く協議会、 ここではワーキ ンググループか らの 1つ の提言 と
い うよ うな形 に して この程度 の ものが 欲 しい とい うよ うな、 いわば要望 とい うか希望 とい うよ うな
形 なんです けれ ど も、 こんな格好でまとめ させてぃただ きま した。
それで 、先 ほど教育プ ログラムの ところで もあ りま したけれど も、集中治療医学会 との関連 とか、
他 の私立大学等 との関係 もあ りますけれ ど も、 とにか く今回 は協議会で と ったア ンケー トで、それ
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を中心 に して私 たちが考 えた こ うい うもの を、学会 とは無関係 に協議会 と して の 1つ の提言 とい う
形 でぜ ひここで認 めて いただいて、 そ して これをどこかに協議会 か らの提言 と してち ょっと公 開す
るとい うよ うな ことをお許 しいただ きたい と考えます。
個 々の条文 について詳 しくは言 い ません けれ ど も、ち ょっと簡単 に言 い ます と 2ペ ー ジで は最初
の医師、看護婦、臨床工学技士 とあ ります。厚生省基準 には臨床工学技士が入 っていないので、そ
れを入れ ま した。 それか ら、病室面積 は少 し広 く考 えま した。 それか ら、器材室を有す るとい うこ
と も中 に入れ ま した。その他 の部屋 について も一応 コメン トといいます か、そんな形で入れ ま した。
医療機器に関 して も厚生省基準 に相当す るような もの を考 え直 しています。 それか ら、臨床検査、
電源設備、 そのあた りは厚生省基準 に も一応書 かれているよ うな ことです。あ と感 染防止対策 とか、
これ もバ イオ ク リー ンとい うのは厚生省基準 に も出て きます。ほかの部所 との位置関係、 これは厚
生省 の基準 には出て こないわ けです。ですか ら、全体 と してはそんなに大 きな変化で はないわ けで
すけれ ど も、 いず れに しま して も前回の ア ンケー トを中心 に、そ うい う経緯で我 々 は考 えたような
ものが こ うい うことにな りま した。以上です。 ご審議 ください。
★橋本部長
妙中先生 か ら今お話があ りま したが、 この協議会、大阪でや った ときは1996年 です ので あれか ら
もう 4年 た って お ります。その中で大変 ご苦労 されて この設置基準をつ くられ たわ けです けれ ども、
どなたか ご意見 ござい ませんか。
★東京大学

前川部長

私 も妙中先生 の意見 に賛成 で、 これは基 本的 にはデ ー タセ ッ トは国立大学病院集中治療部 なんで
す よね。そのデー タセ ッ トであ って、 しか もいみ じくも書 いて あるの は 「これ を国立大学病院集 中
治療部 は備え るべ き設備基準 と して提言す る」 と書 いて あるので、 どこに も私立大学あるいは国公
立大学 や公立病院 の集中治療部 はこうあ るべ きだ とい う方、うに書 いてい らっしゃらな いんです。 と
い うのは、 これ は 1つ は結局 は予算 の問題 に係 って くる ことで、例えば文部省が新 しい病 院 で集中
治療部 の予算 を積み上 げて い くときに、例えば この協議会で こうい うもの を出 して い ます とい うこ
とにな ります と、それを参考 に例 えば 1床 当た り20平 米以上が いいんだ とい うことにな リー
ます とそ
れ はと り上げて いただ ける可能性 はあると思 うんです。そ うい う意味で、 これ は普遍性 とい うもの
はないか もしれ ません けれ ど も、一応協議会で決 めた ことであ りますか ら協議会 と して発表 して、
これ はどっちに向けるか とい うとむ しろ文部省 に対 して 向けるべ き ことで 、逆 に厚生省 で はないと
思 い ます 。
☆橋本部長
あ りが とうございま した。 ほかにどなたか ご意見 ございませんで しょうか。大谷先生。
★広 島大学

大谷部長

今 の前川先生 の ご意見 に賛成 です。島田先生 も、救急医学会 としては私立大学 の方 もお られ る し、
国立大学 の方 もお られ るので一緒 には出 しに くい とい うことで あ ります ので 、国立大学病院 の協議
会 で とい うことで 出す、提言す るとい う分 には一向に構わないので、 この辺で は っきりとそれ は出
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した方 がいいと思います。
☆橋本部長
ほかにどなたか。反対 といい ますか、 それ を含 めた ご意見 ござい ませんで しょうか。
☆山腰係長
基本的には国立大学 の中で 出 され るとい う話であれば、先 ほどの教育 プログラム もそ うです し、
今回の施設基準 というの も構わな いと思 い ます。逆 に我 々か ら言 い ます と、42大 学皆 さんお集 まり
ですが、大学 の中で 中診棟 にな るのか病棟 にな るのか。 各大学 の再開発を実施 してい く上で、各先
生方が こうい う
=、

うな もの は必 要 です と。大学 の 中で も必要数か らこれだけの面積が こ うだ という

ことが、大学 の中で建物 の設計をす る上で非常に重 要 な ものにな るんで はないか とは私 は逆 に思い
ます 。
★橋本部長
あ りが とうございま した。今 まで はご反 対 の意見 はないんですけれ ども。坪先生、何か ございま
せんか。賛成ですか。あ りが とうございます。それでは、 この提言 とい う形で この協議会 で採択す
るとい うことでよろ しゅうござい ま しょうか。 それで は、 これ を採択す ることに決 めさせて ぃただ
きます。 どうも妙中先生、長期間あ りが とうござい ま した。今度 の会 の ときにはこれが もう生 きる
ん じゃないか と思 ってお ります。大谷先生 もどうもあ りが とうございま した。
それで は、 これよ り20分 休憩を いただ きま して、 3時 半か らまた議事を再開 させていただ きた い
と思 い ます。

★橋本部長

8番 か ら始 めたい と思います :8番 と 9番 、集中治療部の感 染症患者 の配置 とい うことと、 これ
は 2番 の上程議題 に も関係す ることです 。 それか ら、集中治療室 にお ける脳波測定 の環境整備 と工
夫 について。 8番 、 9番 を続 けて いた したいと思 います。香川医科大学か らよろ しくお願 い します。
★香川医科大学

小栗部長

毎年通 りもしな い要求ばか りして い るの もどうか と思いま して、今回 は もっと実務的 なところで
協議願えた らとい うことで 出 しま した。

1番 目の感染症患者 の増加 は、時 には感染症の患者が集 中治療室全室、全病床を埋めて しまうと
い うこともあるわ けであ りま して、そ うします と、 これは先 ほど妙中先生 にご説明 いただ きま した
ガイ ドラインの感染防止対策 とい うことに も、当然引 っかか って くるわけです。感染防止対策 とし
て個室を有す ること。 この個室を有す ることとい うの は、感染者をそ こへ入れようとい うの か、逆
に じゃどの ぐらい個室があ った らいいの か とい う問題 とか、そ うい うことを含めて もうち ょっと具
体的であ った方 がいいと思 い ます。
諸外国のガイ ドライ ンとい うのは、 もっと詳 しい と先 ほどお っ しゃいま したけれども、学内でそ
うい う建築計画を事務官 とか施設 の技官 とかそ うい う人たちを説得す るために も、感染対策を どう
して い るか というよ うなア ンケー トな り、あるいは最 も有効なそ うい う感染症を減 らす方策を、や
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はり我 々協議会で も模索 して い く必要があるので はないか と思 い ます 。
もう 1つ 、 9番 目の 問題 は、私 ど もの病院 も臓器提供施設にな って お りま して、現実 にはまだ提
供す るような方 はないんですけれ ども、脳死状態 の患者 は もう何人 も発生 してお りま して、そのた
びに 5倍 感度 で フラッ トな脳波 を とるとい う試みを、県下 の 同 じく提供施設 のや って い る病 院 の先
生方 と一緒 に勉強会を実際 にや って お るとい う状態ですが、 これが非常 に難 しいです。脳波をとる
とい う電極か ら器械 までの問題 だ けで はな くて、ゃはり施設 の基準 にかかわ って くる問題があるん
じゃないか と思 ってお ります。 したが って 、やは りこれ もガイ ドライ ンの 中 に何 らかの形で、単 に
電源設備 とい うことで無停電装置があ るとい うだけではな くて、例 えば 1人 当 た り何十 ア ンペ アな
ければいけな いとか、 どういう形 の シール ドであ ることが望 ま しいとか、そ うぃ うことも含んで考
えていただ きたぃ とぃ うも、うに思います。以上です。
★橋本部長
あ りが とうございま した。 これ は集 中治療室 のい ろい ろな施設 に関係 した ことで すが、最初 の

MRSAを

含 めた感 染症 について は皆様方 の大学で どんな工夫をされて い るか と、ア ンケ ー トを と

った らどうだ というよ うな話 と、それか ら脳波測 定 に関 しま しては、脳死状態、脳波 にいろいろハ
ムが入 って 困 ると、 5倍 感度で もち ゃん ととれ るよ うに したいとい うよ うなお話で した。 どなたか
ご意見 ござい ませんで しょうか。武澤先生。
☆名古屋大学

武澤部長

ア ンケー トの ことなんですけれ ども、ち ょっとここで言 っていいのか どうかよ くわか らないんで
すが、一応私 どもの施設か ら各国立大学 の イ ンフェ クションコ ン トロールナ ース (感 染専門看護婦 )
に、実 は月曜 日ぐらいにア ンケー ト用紙 をお配 りして、

ICTあ るい は感 染対策委員会 の活動状況

とか、先生 さっきお っ しゃったよ うにいろい ろな施設で例 えば治療法が違 うとか、 隔離方法が違 う
とか、手洗 いが違 うとか皆 さんす ご く悩んで い ると思 うんです。その辺 の情報をまず取 り上げて、
現状が どうな っているのか ということを一応 ア ンケー ト調査をす るんです。一応 これはボランテ ィ
アでや ってい るものです か ら、別 に文部省 の許可 を もって や ってい るわけで はないです。一応対象
は国立大学 の感染対策委員会、特 に ICUへ の とい うことで や っている ものですか ら、 もtよ けれ
ばそのア ンケー トの結果を、皆 さん

ICUの 施設 の方 に もお配 りす るとい うことはや って もいいん

だ ろ うと思 うんです けれ ども。部外 に別 に出すわけ じゃないですか ら、 どこかの学会 で発表す ると
かそんなん じゃない ものですか ら。かな り詳細 なア ンケー トの内容な ものです か ら、結果を ち ょっ
と検討 して、集計結果を よければそれを皆 さんにお配 りす る、 とい うことは一応可能 なんです。 た
だ、先生が 問題 にされてい る、 じゃ消毒 どうす るか とか、手洗 い どうす るか とか、 そ うい うことに
関 してはまた これか らの問題 なので、 い ろい ろな ところで何かや っていかな ければ い けないとは思
うんです。ア ンケー トに関 してはそ うい う形で恐 らくフ ィー ドバ ックす ることはで きると思 い ます。
★橋本部長
大変貴重なお話、あ りが とうござい ま した。 まず、各大学 で どう対応 しているか とい う現状 の把
握は これでで きるん じゃないか と思 い ます。小栗先生、 まず第 1の ステ ップと していかがで しょう
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か。 それを利用 させていただ くとい う。
☆香川医科大学

小栗部長

それを利用 させていただ くの は非常 に結構だ と思 い ます。 それを検討 していただいて、先 ほどの

ICUの ガイ ドライ ンと同 じように、国立大学 の集中治療部協議会 として もこの方法 で行 くのが望
ま しいとか、そ うい う検討を してい くのがやは り学内で いろ いろな人を説得す る上で大 いに役立 つ
ので はないか と。単 にこれはどこそ こか ら出たア ンケー トです とい うよ りは、非常 にそれだけ余計
説得力が大 きくなると思 うんです。 そ うい う作業をどん どんいろいろな分野 でや ってい く必要があ
るので はないか と、そ う思 い ます。
★橋本部長
それ はまた次 の段階 とい うことにな ると思 いますけれ ど も。
☆東北大学

松川副部長

東ゴヒ大学 の集中治療部 の松川です。今 の こととち ょっと関連す るんですが、協議会 と して いろい
ろな ことを して集 まるの は年 に 1回 しかないわけで、 そ うい うことを話 し合 う機会 とい うの はほと
ん どな いわけです。次 の会 まで持 ち越 しに結局な って しまうとい うのは、余 りに もこの時代遅過 ぎ
るとい うあ、うに思 うんです。 もし、皆様 の ご賛同が得 れれば、部長 と副部長 の メール ア ドレスをい
ただいて 、それで連絡をす るとかい うような ことを、今回当番校 とな って連絡 しな くちゃい けな い
とい うことでいろいろ思 ったんです が、結 局 なかなか個 々の方 々に連絡す ることはで きな い と。 こ
れだ けメールが行 き渡 って きて い るので、部長 か副部長か どち らかは多分 なさってい ると思 うんで
す。 もしなさ っていな ければ、どなたか集 中治療部 の 中でなさってい る人 の メール を いただいて、
そ こに連絡す るよ うに していただ くと、今 の よ うな話 もす ぐほかの大学 で も話題 にで きる、あ るい
は何 らかの反応がで きるとい うふ うに思 うんですけれ ども、いかがで しょうか。
☆橋本部長
例えば いろいろ情報を、あそこの大学で今度 こ うい うものが新設 になるんだ けれ ども設計図 はど
うだ とか、人員 の配置 はど うだとか とい うことを具体的 に聞 くこと もで きます ので 、ぜひそ うさせ
ていただ きた い と思 い ますけれど もよろ しゅうござい ま しょうか。 それでは、今 の 8番 の 感染症 に
関 しま してはこれで終わ りにさせていただ きます。
今度 は、集中治療部で この脳死状態 の人 の脳波をとるとい う施設か ら何か。普段で も脳波を とら
れていると思 います けれ ど も、 5倍 感度で とるとい うことは普段 はないと思 いますけれ ども。何 か
ござい ませんで しょうか。
★東京大学

前川部長

基本的には先生、幾 らシール ドして も中に機械が入 ってい る限 りはだめです。 です か ら、脳波室
で と らない限 り、 まず脳波室 にいって も機械 は中 に入 って しまうとだめなわ けで、簡易的 に シール
ドす るシー トとカバ ーがあ ります よね。あれ もお使 いにな って もだめです か。
★香川医科大学

小栗部長

実際 にはかな りいい ところまで技術 は向上 しているんですけれ ども、例えば私 の施設なんか個室
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だ とかえ って具合が悪 いんです。個室で しか も人が た くさん入 り込んで見学な どとい ぅことでゃ る
と、 もうとて もじゃな いが とれな くな って しま う。多分私 の施設は割合 といい方 だ ろ うと思 うんで
す けれ ど も、本当に脳死状態 の患者が発生す るであろうこういう各施設 は、それだ けの設備がで き
ているとい うも、うに思 って 申 し上 げて い るところです。
☆橋本部長
それで は、山口大学 の前川先生。
★山口大学

前川部長

厚生省 の脳死判定 のマニ ュアル をつ くったメンバ ーの 1人 なんです。あの 中 に多分入 っていない
か もしれな いんです けれ ども、ああ い う現 場 での脳波 の とり方 の多分今一番 いいや り方 は、船橋市
民病院 の唐沢先生がつ くられているABCマ ニ ュアル とい うものがあるんです けれ ど も、それでや
ってだめだ った ら、 もう多分だめだ と思 うんです。ですか ら、ちょっとそれを参考 にされた らいか
がで しょうか。例えばポ ンプか ら出て くるノイズが どうだか と、そ うい うことまでいろいろ全部調
べ てや ってお られ ますので、 もうあれ以上 の もの は多分 ないと思 います。
★橋本部長
前川先生、 これ は何か本かなんかにな っているんで しょうか。
★山口大学

前川部長

船橋市民病 院 の脳外科 に唐沢先生 とい う方がお られ るんです。 その先生がつ くられて い ま して、
ち よつとマニ ュアル はあるんですけれ ど も、改訂版 も何 ばか あ って、一番最近 の は多分去年 につ く
られています。皆 さんが一度 にわ っと請求 された ら大変だと思 います けれ ど も。場合 によってはそ
れをいただいて、 どこかでつ くって配付す るとい うことを許可を いただいて 、配付 された ら多分一
番 いい ものだ と思います。
★橋本部長
あ りが とうござい ま した。 ほかにござい ませんで しょうか。各施設で いろ いろ工夫 はされている
よ うですけれ ど も、お話 の 中ではやは りどうして もノイズが入 って きて しまうとい うことが最大 の
悩みになるんではないか と思 います。今 山 口大学か らお話あ りま したよ うに、 この ABCマ ニ ュア
ルを私 どもも入手で きれば、何 らかの方法で先生方 の お手元にはお届 け したいと思い ます。先生方
も独 自で入手 されていただ きた い と思 い ます。小栗先生、そ うい うことでよろ しゅうございますか。
★香川医科大学

刀ヽ
栗部長

この脳波 の測定 に関 して は、各地区に脳神経外科学会 のそ うい う脳死状態 の脳波 に関す るア ドバ
イザ ーがお られます。例えば私 たちの地 域 で は徳島大学 の脳神経外科 の助教授 がそのア ドバ イザ ー
で、そ うい う方をお呼 び して勉強会を開 いて い るんです。その先生方 にいろいろ教えて いただいて、
多分 その 中 にそ うい う構造 とい う面で欠陥 の ある施設 もあるん じゃないか と思 うので、や はりそ う
い うことも施設基準 の 中 に何 らかの形で含めてお く必要があるん じゃないか と思います。
★橋本部長
あ りが とうございま した。 いかがで しょう。 この問題 はこうい うことで、 ほかに ご意見等 ござい
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ませんで した らば次に移 らせて いただ きます。
次の議題 10は 、山口大学か らご提 案 されて お ります。 これ もち ょっと拝見 しま
す と、医療効率 に
関連 してお りますので、まず最初 に名古屋大学か ら ICU機 能評価 ワーキ ンググル ー プの
お話を い
ただ きま して、それに何 か補足す るとい う形で 10番 の議題 とあわせて
ゃ りたい と思 い ます。武澤先
生、お願 い します。
★名古屋 大学

武澤部長

スライ ド〕
〔
去年 の集中治療部 の全 国協議会で、 ICuの 機能評価 に関 しては文部省 のパ イロ ッ ス
ト タデ ィに
応 募 した らど うか と文部省 の櫛山 さんか らサ ジェスチ ョンをいただ きま した
。実 はいろいろ施設を
募 りま して 、 この東北大学、千葉大学、東 京大学、名古屋大学、大阪大 学、山口大
学 と広 島大学 と
い うことで、 この国立 大学附属病院パ イロ ッ ト事業 の中の全国
国立大学病 院集中治療部機能評価 モ
デル事業 とい うもの にアプライ しま した。一応 文部省の方か ら承認を
された もので

すか ら、それに

従 って今少 しずつ仕事を進めています。 その途中経過を皆 さん にご報告 したいとい
ぅ

ぅに考えま

=、

す。
ス ライ ド〕
〔
まず、医療の質をどうい うち、うに私 たち は管理す るか とい う問題 。それか 2番
ら

目は、効率。お

金がないとぃ うことが盛んに言 われ ますが、効率 の問題。経 済的にペ イ るか とい
す
うことです。そ
れか らもう 1つ は、国際競争力が 日本 はない と言われて いますが この 3つ の
、
観点で、 じゃ Icu
とい うの は一体 どうい うお、うに評価 され るか とい うことを問題 に ることが
す
目的 と考えます。
質 の評価 は何か といいます と、 これ は医療全般 に言われ ることですが生命 予後。 つ まり、
治療す
ることによって患者が助 かるか どうか と。

2番 目には、助か らな くて も例えば生活の質 が上が るかど うかと、 クォ リティが上が るか、ある
い はADLの 改善が見 られ るか とい うことで、最終的 な
評価をすると。 したが って、高血圧の人 に
血圧が下 が る薬を投与 して血圧が下が って も、死亡率が上がればこれ は
高血圧 の治療 とは認めない
とい うことが 1っ の医療 の質あるいは生 命予後 の評価基準 とい うことにな
ります。それか ら、効率
の問題 に関 して は、どれだけのお金 を投 下 して、 どれだけの
医療効果が得 られたか とい うことで あ
ります けれ ども、投下 した資本、金、医療 費 に関 して どの ぐらいの生命
予後 の改善、あるいはAD

Lの 改善が見 られたか というテ クノ ロ ジー アセ スメン トとい うんですが、そ うい うものに

関 して評

価を しな ければいけないと。

3つ 目は、国際競争力。 日本集中治療 医学 会あるいは国立大学 の集中治療
のペーパ ーが、一体 どれだ け世界 に通用す るペーパーになってぃ

部 か ら出て きた 日本語

るか どうか とい うようなことに関

して、 これ も 1つ の集 中治療部が診療だけで はな くて、特 に国立大学 の
集 中治療部 はある意 味 では
研究 とい うこと もしなければいけませんか ら、そ うぃ ぅことに関す る 1つ の
評価基準であると。 そ
れか ら、 出て きた ものに関 しては批判的 に吟味を してい くとい う形で
評価 を してい くと。 この 3つ
を頭 に描 いて機能評価をや ってい きます。
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スライ ド〕
〔
それで 、機能評価をす るときに 3つ のステ ップがあ ります。 1つ は構造。 その システム 自身が ど
うい う構造を持 ってい るか と。 じゃ、その システムが進んで い くときに一体 どうい うよ うな意 味が
あるか と、 どうい うように評価す るか。 3つ はその結果何が起 こったか。それは もうどんな工 場 で
も行政で もなんで もそ うです けれ ども、全部そ うです。例えば

ICUで いい ます と、面積 とか人員

とか設備 とか、 これは妙中先生 の ところで提言をつ くって 、その 中 に大体、最低 これだ けの構造的
な ものは要 ると、それがな ければ恐 らく ICUと して機能 しな いだ ろ うとい うようなことで、構造
とい うことも非常 に大事 にな って きます。
それか ら、次に じゃ、最終的 なアウ トカム はわか らな いけれ ど も、 その機関でなんか評価す るも
のがないか と。例えば患者 が来 た ときに人工呼吸 の期間が長 い施設 と短 い施設があれば、 当然短 い
施設 の方 がいいに決 ま ってい ると。それか ら、在室 日数が短 ければ いい と。それか ら、合併症 も少
ない方が いいだ ろ うと。それか ら、院内感 染 もそ うい う意味では非常 に 1つ のプロセ ス評価 にな っ
て きます。
最終的 にス トラクチ ャー とプ ロセスがょ くて も、 アウ トカムが悪 ければ意味な いだ ろうと。 アウ
トカム は何 か といいます と、 もちろん医療ですか ら ICUの 中での死亡率 が少 な くなると。あるい
は、病院内の死亡率 が少 な くなると。あるいは、在院 日数 も最終的にそ うい う意味では少 な くなる
と。医療費 も少なければ厚生省 は喜ぶで しょうと。文部省 は悲 じむか もしれ ませんけれ ども。 こ う
い う形で もって 3つ に分 けて評価 を してい くことにな ります。
スライ ド〕
〔
それで 、具体的にど うい う入力項 目を とるか といいます と、患者 の属性 デ ー タ。 これは何 で も一
緒 です けれ ど も。それか ら、疾患 の属性 デー タ。主要病名 は何 ですか と。例えばア メ リカです と、
主 要病名 で もう医療費が決 ま って きます。盲腸 だ った ら幾 らとい うぶ、うに決 ま って きます。主要病
名 は何か ということが第一。 それか ら、その疾患 の重症度 は何 か とい うこと も大事です。 もともと
何 か合併症を持 ってい るか と。 これ もまず入れていきます。 それか ら、 どんな治療を したかも処置
あるい は手術。 これ も全国同 じよ うな コー ドでゃ っていかないと比較が で きません。 ですか ら、 コ
ーデ ィ ングということ ももちろん大事 にな って きます。
転帰 デ ー タとして は合併症。 さらに何 か合併症を起 こしたか と。生 命予後 はど うな りま したか と。
在院期間 はど うですかと。 医療費はどうですか とい う形で もって患者情報を入れていきます。
スライ ド〕
〔
それで 、 どんな ことを出力す るか とい うことにな りますが、1つ は施設 の機能評価をす る。 IC

Uに はい ろいろな患者が来 ますか ら、例えば心臓疾患、急性心筋梗塞 とか決 ま ってないわ けです。
い ろいろな疾患が来 ますか ら、それをある意味でケ ースの疾患 の種類 と重症度 で もって、ある程度
分離 を しなければ いけな いとい うことにな ります。 けれ ど も、最終的 には施設間評価を した い と。
東北大学 の

ICUと 名古屋大学 の ICUを 比 べ た ら、名古屋大学 の ICUの 方 が例えば悪か った と。

治療成績が悪か った とい うことの比較 もやは りしなければ いけな い と思 い ます。
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それか ら、原疾患別。例えば東北大学 の心臓外科 の手術 と名古屋 大学 の心臓外科 の手術を見 ると、
重症度 を加味 して も東北大学 の心臓 外科 の手術 の成績が悪か った と。そ うす ると東北大学 の心臓外
科医 は腕が悪 いん じゃないか とい うよ うな ことにな りますが、そ うい う評価 もで きるのではないか
と。
それか ら、ある特定 の手術 に関 して も手術 の ちゃん と登録を していけば、それ も評価がで きます。
それか ら、治療法別。 これは例えば新 しい治療法をや るときに、その治療法をや った症例を全部
登録 してい くと。簡単 に言 えば、例 えばナイ トリックオキサイ ドの イ ンフ ァ レーシ ョンセ ラ ピーを
やろ うと思 った らば、その症例 は全部登録 してい くと。その結果患者が どうな ったか とい うこと も、
このデー タベースの中で見ればある程度 の予測がで きます。で きたな らばラ ンダマ イズ コ ン トロー
ル トライアルをすれば、最終的な施設 の治療法 の評価 も可能になるとい うことにな ります。ですか
ら、 この 3つ に関 してやはり ICUの 中の機能評価 としてアウ トプ ッ トして い くとい うことにな り
ます。
スライ ド〕
〔
例 えば院内感染でやれば、 リスク別 の院内感染発生率。例えばカテーテルがた くさん入 っていれ
ば、その人 は感染を起 こすわけですが、 カテ ーテルが 1本 入 っている人 と 3本 入 っている人 とやは
り上ヒ較す るの は難 しいとかそ うい うことが あ ります。感染に関す る リスク因子をち ゃん と層別化 し
て、その上で感染 の発生率。率ですね、数で はあ りません、率を必ず比較す る、 出す と。そ うしま
す と、 名古屋大学 と東北大学 で ど っちが院内感染 の発生率が高 いか と、 同 じリスクで もど っちが高
いか とい うことが わかれば、高 い方 の施設 はど うも感染対策 が悪いんで はないか とい うことが わか
るとい うことにな ります。
それか ら、当然重症度 によって も層別化 を しな ければ いけない。
それか ら、いろいろな薬剤耐性菌が今 た くさん 出て きて いますけれ ども、それによって一体 どの
ぐらい発生頻度が違 うか と。 うちの病院 はど うも多剤耐性 の緑膿菌 が非常 に多 い と、そのために死
亡す る患者、あるい は合併症を起 こす患者が多 い と、 しか し東北大学 は非常 に少 ないとい うよ うな
こと も比較がで きるとい うことにな ります。
それか ら、院内感染 によ る例えば患者 の死亡率、 ICU内 死亡、病院内死亡、それか ら医療 費、
在院 日数、そ うい うことがすべ てわか ると、 こうい うよ うな情報 も出力項 目と して とれ るとい うこ
とにな ります。
スライ ド〕
〔
例 えば 、 これは感染症 に対す るサ ーベ ラ ンスで 実際 には何 がわか るとい うことをち ょっ と見て
み ます と、48時 間以上

ICUに 在室す る患 者数が

267名 。 9施 設 ですが、平均年齢がわか ります。

ICUで 治療 した感 染症 は27例 、感染症 と診断 されて入 って きて い るのが 14例 で、獲得 した感 染症
は13例 。1カ 月間 に 9施 設 の中 には、 ICUが 入 って きた48時 間以上滞在 した患者 の数を ち ょっと
サ ーベ イ してみます。
ス ライ ド〕
〔

‑25‑

いろいろな ことがわか ります。在院 日数、 こ うい うの は計測す るだけです。起炎菌で も、昔 で言
えばキサ ン トム ラス・ マル トフィ リア とかMRSAと か、 こうい ういろいろな感染症が 出て きます。
ア ンダー ライ ンの部分 は薬剤耐性菌 によ る感 染。
ス ライ ド〕
〔
それで、あ っと驚 くのが、 16歳 以上 の患者 を分析 してみます と、その期間 に全症例 で 245例 あ り
ま した。 アパ ッチス コアをとると14。
死亡 したの は23。 3%、

9。

この全症例 の予測死亡率は17.6%で す。 ところが病院内で

ICUの 中で死亡 したの は12.4。

です か ら、予測死亡率 に比 べ てち ょっと高

いか とい うくらいです。
しか し、 ICUに 入 って くる前 に既 に感 染を起 こ して きた患者を見ます と、予測死亡率が27.9%、
病院内死亡率 は実 に50%で す。 ICUの 中 の死亡率 は少 ない。
で は、 ICUに 入 って きて、その後感染を起 こ した らどうなるかと。予測死亡率 は20.3%、 病院
内死亡率が42.9%。 つ まり、 ICUに 何 らかの形 で感 染を持 って きて いて

ICUで 感 染を発生す る

と、病院内死亡 は実 に 4割 か ら 5割 まで上が って しま うと。実際には25%ぐ らい しか死亡 は しない
はずなんですが、感 染を起 こす とこれだ け上が って くるとい うことが実 は数字 と して 出て きます。
これを例 えば施設別 に分 けると、 うちの施設 と東北大学 の施設 とが一体 どうなのか とい う比較が
で きるとい うことにな ります。
ス ライ ド〕
〔
じゃ、アメ リカと比 べ てみよ うと、国際比較を しよ うと思 い ます。例 えばニー ス、ナ ショナル・
ノソコメ リア ング、 イ ンフェクシ ョン・ サ ーベ ラ ンス システム と、有名 な世界で一番 サベー ラ ンス
がち ゃん とや られて い るところですが、そ こでの データと比較 してみます。尿路感染 はノベ デ ィバ
イスデ ー × 1,ooo、 同 じ分母 なんです が 、そ うします と本邦 の

ICUで 尿路感染 は極 めて少 ないと、

肺炎 に関 して もち ょっと少 ないと、けれ ど も院内肺炎 に関 してはほとん ど一緒、菌血症 は約半分。
日本 の

ICUは 非常 に感 染 に関 して は治療が上 手 だ とい うことがわか ります。

スライ ド〕
〔
今度 は感染を起 こす と医療費 が どうい うも、うにな りますか。 これは一部 の医療費が とれた施 設で
すが、 ICUで の平均医療費は この ぐらい と。 Icuで 獲得す ると大体 50%ぐ らいも、
え るとい うこ
とがわか ります。 つ まり、感染症起 こす と医療費 はあ、
え る、当たり前 ですね。 だれが喜ぶか、だれ
が悲 しむか は別 です けれ ども。
スライ ド〕
〔
それで、 これは医学 へ の 日本人 の貢献度。私が調べ たんで はありません けれ ども。 そ うす ると、

New England J Med, British J, L ancet,

」AMA,

American J, Annals of

l nternal Medicineな どとあ りますが、著者 に 日本人を含む論文数、全原著論文数を割 ります
と、平均す ると基礎医学系では臨床医学で は 0.6%。 日本 の GNPHは 世界 の 14%と 言 い ますが、
世界 の重要 な ジャー ナルに貢献 している日本 のペーパ ーの数 は、臨床系で もって 0.6%。 これ はほ
とん ど内科系ですが、基礎医学系で 3.4%と い うデ ー タがある大学か ら出て います。 どこまで本当
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かど うかわか りません けれども。
つ まり、学会あるいは集中治療部の全体の協議会 とかそういうことに関 して も、何 らかのやは り
こうい う評価が必要だろうと。つ まり、論文の抽出率をどうや って評価す るかとい うことですが、
もちろん これ以外にクリティカルケアメデ ィスンとか、tヽ ろいろそうい う業界誌があ りますけれど
もそれ ももちろん評価基準 に入れるべ きだと思います。
スライ ド〕
〔
今度 はほかの学会でやった ものをちょっと紹介 します。数を集 めると一体 どんなことがゎかるか
ということです。 これは呼吸療法医学会でや ったデータですけれども、1年 間データをとりました。
30施 設です。大体 6,207症 例 ぐらい。つ まり、 これは人工呼吸を した症例を集 めて きて一体どうな

ったかとい うことを調べています。
スライ ド〕
〔
そ うす ると、総数で 5,738例 。1歳 未満までの人工呼吸管理症例をすべて集 めました。平均年齢、
性別が男がやはり多 い。予測死亡率は27.5%。 実際の病院内死亡率は20.9%。
%。

ICUだ けだと13.4

つ まり、 これは何が言 いたいかといいます と、アメ リカのデー タに比べ ると日本の ICUは 治

療が上手だと。アメリカは予測死亡率27.3%。 同 じ患者を日本で治療すると、 日本は実際 には20.9

%し か死なないとい うことがわか って きます。 ところが、平均病院滞在 日数 は55と 。 これは長いで
す。 ICUは

5。

9日 。平均人工呼吸 日数は 3.1と

。

スライ ド〕
〔
それで、アパ ッチスコアで もって層別化 します と黄色が予測死亡率で、 これは日本のデータです、
この青が実際の死亡率。つ まり、すべての層 にわたって 日本の ICUの 治療成績はいい ということ
がわか ります。
スライ ド〕
〔
施設によ ってどの ぐらい人工呼吸をや っているかと、 こう見ると、 このいろいろな施設で、 もち
ろん個別 の名前は出てきませんけれども、症例数がかなりば らついているとい うことがわか ります。
ひどいところになると、年間 9症 例 しか人工呼吸管理を していないとい う施設 もあるとい うことが
わか ります。
スライ ド〕
〔
それで、施設間における成績をどうや って評価するかとい うことをちょっと見ます。最終的には
スタンダライズ ド0モ ータ リティ・ レー シオ と、先 ほど言 いま した予測死亡率 と実死亡率の比をと
ります。
スライ ド〕
〔
そうすると、これは 1年 間を通 じての平均ですが、予測死亡率 と実死亡率で、 これはそれぞれの

1個 ずつの施設です。 1年 間の平均です。45度 というのはこれはアメ リカの線です。 日本は全体 い
いですか ら、パ フォーマンスいいです か ら45度 の線 よりも下 に来ます。
ただ、かなり施設 によってばらつ きがあると。つ まり、平均 よ りもす ご くいい施設 もあれば、 こ
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こ もいいですが、悪 い施設 もあるとい うことがあ ります。ですか ら、全体 の

ICUの クォ リテ ィー

とかパ フ オーマ ンスをよ くしよ うと思えば、一 番 いいの は全 国平均をやはり出 して、その値 と自
分
の施設が どの ぐらい違 うか と。 よければ安′
とヽ
して いいです し、悪 ければ頑張 るとい うよ うな客観的
な数値を出 していって、それで

ICUが どの ぐらいことを、私たちは国民 や ら患者 に提供 してい る

のか ということをやはり示す必要が あると。
これは前 の前の協議会 の ときの結論 だ った と思 い ますけれ ど も、人 くれ、物 くれ、場所 くれ とい
うのは、それだけで は もう通 らな い時代 にな って きたと。 自分 たちが何を どの ぐらい提供 している
か とい うことをやは り自分たちのデー タで示 さなければ、文部省 もそれだ けお金 は くれな いで しょ
うし、文部省 の裏 にはた くさん の国民 が い るんだか ら、その国民を納得 させな ければ き っとお金 は
くれないで しょうとい うことで、やは りい ろいろな形で

ICUの パ フ ォーマ ンスをみんなで 出 して

い きま しょうと。 それを基 礎数値 に して、 これか らのいろ いろな協議会 の活動、あ るい は学会 も含
めてそ うですけれ どもそ うい う活動 の一 つの基礎デー タに した らいいので はないか とぃ うことで、
文部省 のパ イロッ トス タデ ィを このよ うに転化 していってい る最中です。
もし、 このパ イ ロ ッ ト事業 に賛同 していただ ける施設があ りま した ら、最後 に もう 1枚 申 し込み
の紙 があ りますが、入力の フォーマ ッ トもほとん どで き上が っています ので、 CD―

ROMで お配

りします と。それに入れて もらえば、それを集計 して平均値を出 して、各施設にお返 しします。お
返 しす るのは、平均値 とそれぞれの施設 のデー タだけです。感染に関 して、それか ら予測死亡率 と
実死亡率 に関 して、そ うい うデー タを とりあえずお返 しします。
もしも、手術 とか疾患名 とかが ち ゃん と日本統一 の コーデ ィ ングが されれば、 もっと細 かいデー
タが蓄積 されていけばす ぐ出ます。ただ、デ ー タの所属 とか コ ンフィデ ィシャ リテ ィー とかその辺
が ち ょっとまだ問題 が残 っています けれ ど も、 とりあえず そ うい う形で もって進 めて い きたいと思
い ます ので、 もしご賛同 いただ ければ、その紙 に書 いていただいて、 CD―

ROMを

とりあえずお

送 りして、 とい う形で進めさせて いただ きたぃ と思 い ます。以上です。
★橋本部長
どうもあ りが とうございま した。 どなたか ご質問等 ござい ませんで しょうか。山口大学か ら先 ほ
どの独立法人化 の ことで、 これに関 しま して何か ご追加 され ることは。
★山口大学

前川部長

武澤先生がお っ しゃった ことにほ とん ど もう入 ってい ると思 うんです。やはり、大学全体がそ う
だと思 うんですけれ ども、 国立 大学 の き っち りとそ うい う評価を して い くとい うの を今 か らや って
いかないと、多分国立大学だ ってい って どん と座 ってい るわけには もういかない時代 と。 その 中で、

ICUと い うのがあ る意味で一 番お金 を使 う場所 で、それで助 けて も助 けな くて もわか らな い とい
うか、そ うい う場所 な もんです か ら、そ うい うところで きち っと収支を こ う計算 してみて、少 な く
と も自分たちが どうい う治療を しているか とい うことをやは り知 っておかな い とい けない。 そ うす
ることによって、例えば文部 省 にこ うこ うこうい う状況だか らこういうサポー トを して ほ しいとい
うことを言えば、多分文部 省 として もいろいろな予算 を請求 してい くときに、大蔵 省 も納得 で きる
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よ うなデ ー タが 出 して いけると思 うんです。ですか ら、今武澤先生が出された資料 に してで

も、多

分 ここにお られ る先生方 が物す ご く頑張 って 、それでイ ンターナ ショナルに評価 して もちゃん と非
常 にいい成績 とい うことなので、やは りそ うい うことを言 っていただいた ら、私 たち も日夜物す ご
く頑張 ってひどい思 いを しなが らや って い るわ けですか ら、やは りきち っと したデー タを出 してい
きた い と、そのよ うに思 います。
★大分医科大学

野 口部長

これで きれば非常 にすば らしい仕事 だ と思 うんです けれ ど も、前 の呼吸療法学会 の ときに
、実際
に打 ち込むのは結構大変 だ と。 これ はまず先 に参加 します、 しません とい うの を聞 いて、それか
ら

CD― ROMを 送 って もらうのではな くて、 cD― ROMで

どの くらいの仕事量があるか とい うの

を見せていただいて、実際の人が参加で きるか どうか というのを聞 いて み ると。僕が ここで参加 し
ます と言 って も、後で実際に打 ち込む人がプト常 に大変 なのか もしれな いので。先 に送 っていただい
て、それか ら参加 します、 しません とい うの を検討 させていただ くことでいかがで しょうか。
★名古屋 大学

武澤部長

結構です。お送 りします。皆 さんそれでよ ろ しければ、 まずすべ ての人たちに CD―

ROMを お

配 りす るとい うの は可 能 です。
★山口大学

前川部長

正 直 な ところ、打ち込むの はそれな りに大変です。大変ですけれ ども、やは り自分たちが どうか
とい うの もよ くわか ります。
★橋本部長
ほかに ございませんで しょうか。 それで は、 この件 につ きま して、 山腰 さんにち ょっとコメン ト
を いただ きたいと思 い ます。
★山腰係長
冒頭か らお金があ りません とい う話ばか りを していて あれなんですが、独立行政法人化 にな った
と して も、現在 の国立 大学病院が 自前 の収入でや って いけるというぶ、うには認識 もしていません し、
我 々 も認識 は していません。ある程度一般会計 な りの経費を注入 しなければな らな いだ ろうとい う
ことは当然 の話 であ ります し、高度医療 を実践 してい く、研究医療を実践 して い くとい う上で も当
然お金が必要 だ とい うぶ、うに認識 して、 もともとがで きるので あれば国立病 院 と同 じときに独法化
になればいい じゃないか とい うよ うな議論で終始 してい くわけです けれ ど も。 ただ、今後独法化に
なる 。な らな いは別 と して も、 いずれ に して も大学病院における医療 とい うの はある程度 の税金を
もって しな ければな らない ところとい うの はあ るわけです。そ こで、当然我 々お役 所 の人間だけを
説得す るのではな くて、国民 に広 くわか るデ ー タ的な もので 出 していただ ければ と思 い ますので、
ぜひ この まま続けていって、頑張 っていただ ければと思います。よろ しくお願 い します。
★橋本部 長
あ りが とうございま した。武澤先生、お金 はまた 1年 ごとに申請 されている。
★名古屋大学

武澤部長
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いや いや、 昨年度 だ けです か ら 1年 で終わ りで、 もう 1年 で十分 です。 これで入 力の ソフ トが全
部で き上がれば、後 はただ入れるだ けですか ら。後 は集計す る費用がかか るか もしれません けれ ど
も、一 たんパ ター ン化すればそんな大 した問題 じゃないので、それは要 らな い と思 い ます。
★橋本部 長
そ うですか。
☆名古屋大学

武澤部長

ほかの有効 なところに使 っていただ ければ と思 い ます。 もしパ イ ロ ッ ト事業をや るんで した ら。
☆橋本部長
ただ、 これ は続 けてず っとや って いただ ける。
☆名古屋大学

武澤部長

や って い きたい と思 います。で きた ら国立大学 だ けではな くて、本当は ICU学 会全体が こ うい
う形で もってデー タを残 してい くような ことが本当 は必要なんです。 とりあえず、国立大学 はそ う
い う意味で は先行的 に物事を提起す るやは り義務があると思 います ので、 まずあるべ き姿 は国立大
学 の 中だ けで見せてい くとい う形で進 めてい きた ぃと思 います。
☆橋本部長
で は、 また来年 の協議会で も進行状況を ご報告 していただ きたぃと思 い ます。
★東北大学

松川副部長

東北大学 の松川 です。 この協議会 に先立 って皆様 にア ンケー トをお配 りしたのを、 ご記憶なさっ
ていると思 い ます。その趣 旨は、 この武澤先生が出 された ことに一応 の っとって といいますか、そ
れを念頭 に置 いて実 はや ったことなんです。私 どももこのパ イ ロ ッ ト事業 の施設 の 中 に入れていた
だいてい るんですが、正直言 って先 ほど前川先生がお っ しゃったよ うにかな り大変です。先 ほどス
トラクチ ャー とプ ロセ スそれか らアウ トカム、その 3つ に分 けて評価す るというよ うな話をな さっ
て いま した けれ ど も、現時点で何か もっと簡単 にぼん とわか らないか と思 って あのア ンケー トをお
配 りしま した。けれ ども、まだ回収が十分で はない ものですか ら、 もうち ょっと しっか り集 ま った
時点で、皆様 に個 々の大学 にみんなのデー タを集 めてお渡 ししたいとい うも、うに考えてしヽ
ます。で
すか ら、 この席 ではち ょっとあの ア ンケ ー トの結果 はお 出 しいた しません。
それか ら、提案 といいますか、ち ょっと皆様 に考 えていただ きた い ことが あるんです。武澤先生
が 出されたプロジェク トに参加す るか しないか はち ょっと置 いてお くと して、 ICUに 限 りません
が

ICUで どれだ けのお金を使 っているのか とい うことは、近 い将来 に何 らかの格好 で 出 さな くて

はいけな い。 コス トと結果 と。そ うい うぶ、うに考 え ると、今 どこの大学で も恐 らくコ ンピュー ター
化 とい うことを考えているんだ と思 い ますが、 Icuで どの くらいかか っているか と算出す るの は
とて も大変 というか、今 の ところは うちの大学で は人 力 といいますか、事務 の方 々に多大 な労力を
強 いて や らな い と出せないよ うに状況 にな るわ けです。ぜひと も皆様方、

ICUと

い う立 場 か ら、

あ るいは救急 もや ってい らっ しゃるか ら救急 とい う立場で もいいんですが、 自分 の ところの施設が
一体 どの くらいお金を使 ってい るとい うことを 出せ るような病院の コ ンピュー ター システムにぜ ひ
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していただ きた ぃ。
そ うじゃないと、 この コス トをどの くらいかけたか とい うことに関 して全 くわか らない。 だれか
が声を挙げて いかないと、 き っとこうい うことはいかないんだ と思 います。 もう民 間で はどん どん
これ は進んでい ることです ので、 ち ょっと一言提案 といい ますか、お願 い といいますか 申 し上 げて
お きた い と思 います。
☆山口大学

前川部長

武澤先生 は もうお金要 らな いとお っ しゃったんです けれ ども、実 は入 力 とい うの は非常 に大変な
ところで、 このデー タとい うのは非常 に有効で しょうし、大切な部 分 なんです。例えば山口大学で
県がや っている事業で救急医療情報 システム とい うのがあるんです けれ ど も、その端末か ら基本的
にデ ー タが入 るかどうかで、 その組織 とい うか、その情報が信用で きるか どうか とい うのが決 ま っ
て きます。 そ うい うことです ので 、多分 た くさん の施設がやは り入 りたいと思われた と思 うんです
けれ ど も、実際には大変だ と思われ るところが あ るんで、例 えばそ うい うところのサポー トという
か、そ うい う予算措置、そんなに大 きなお金 にはな らな い と思 うんです けれ ども、出て きたデー タ
とい うのが非常 に大 きな意味を持 ってい ますので、ぜひ文部省 の方、 そ うい う意味でのサポー トと
い うか、非常 に難 しいんで しょうけれ ども研究費 としてそ うい うものを出 して いただいた ら、デー
タと しては非常 に母集団が大 き くな ります ので いい ものが 出て い くと思 うんです。人件費 と して 出
そ うといった らそれは無理だ と思 うので、研究費 と して 出 していただいた方 が いい と思 うんです。
★橋本部長
あ りが とうござい ま した。武澤先生、 もう 1年 これ を請求す るということはど うなんで しょうか。
予算 をパ イ ロ ッ ト事業 に。
☆名古屋大学

武澤部長

いや別 にいいんですけれ ども、参加 して くれ た施設 で頭割 りにすればいいとい うことです よね。
★橋本部長
それは後 の問題 としま して。
☆名古屋大学

武澤部長

実際問題 として軌道 に乗 るの はき っとあ と 1年 ぐらいかかると思 うし、解 析 の仕方 も最終的に完
全 に もうで き上が ってい るわけではないですか ら、 まだデ ー タ入 力の ところまで しかで きてない も
の ですか ら、そ うい う意味で は別 にパ イ ロ ッ ト事業 で また 出 しますか。通 して くれ るか どうかはま
た別問題です けれ ど も。
★橋本部長
ぜ ひ出 していただ きた ぃと思 い ます。
★名古屋大学

武澤部長

わか りま した。
★山腰係長
今 の は非常 に通 しに くい とい うか、趣 旨と してち ょっと異 なるパ イ ロ ッ ト事業 の運営費です ので、
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そ こは先 ほど申 しま したよ うに、本当に学 内で の話が主 にど うして もな って しまうんです。研 究費
とい う部 分 というのは、病院運営費 の 中 には非常 に病院 の中 には少 ないわけで 、そ こは実態 の運営
を しなければな らな い とい うところで、そのサポー トの仕方 も各大学 によってかな り異 な ると思 う
んです。非常勤 の方を新 たに入れて、ず っとつ けて、ォペ レーターの よ うに入れないとぃ けな い と
い うよ うな大学 があるか と思えば、 いやそんな ことは しな くて もいいとい うよ うな大学 もあるか も
しれない。そ こはち ょっと研究費 とい うの は難 しいん じゃないかとい う気が しますね。
★橋本部長
ほかにどなたか ご意見 ござい ませんで しょうか。
それで は、今までの ことで 、ぜひ うちの施設 に も資料を送 ってほ しい、あ るい は参加 したいとい
うよ うな方が ございま した ら、 Eメ ール の ア ドレスを こち らで整理 いた しま して、な るべ く早 くお
送 りいた します ので、それを通 してお尋ね いただ きた い と思 います。それで は、 これで この議題を
終わ らせていただ きます。
長崎大学か らご提案が ございます。 11番 で ござい ます。 この ことにつ きま して は もうご存 じだ と
思 い ます けれ ども、昨年 の文部省の櫛 山 さんのお話 です と、現在臨床工 学技士 は手術部整備 の一環
と して毎年少 しず つ定員化 されているとい うような ことが あ りま して、各箇所 でば らば らに運用経
費 で もなかなかとりず らい ところが文部省 と して もあるので、MEセ ンターな どでそ うい った集中
化 の 中で要求 していかない と無理だ とい うよ うな ことを踏 まえての ご提案 だ と思 い ます。 ご説明を
お願 い します。
★長崎大学

長谷場副部長

大筋 は今議長 の橋本教授か らお話があ った とお りです。先 ほどの文部省 の方 か らの予算 の説明の
中で 、社会的要請 とい う言葉が使われてお りま したけれ ど も、 それを踏 まえて臨床 工学技士 という
制度 はで きたんだろうと思 い ます。 これが徐 々に定員化 されているとはいえ、既存 の例えば透析 セ
ンターの透析技士、あるい は手術部 の人エ リ
とヽ
肺技士 と、そ うい う人たちに割 り当て られて い って、
なかなか新 しい人の採用 とい うことが 出て こない ということがあ ります。 したが って、先 ほど東京
大学 の方 か らME部 という言葉 が 出て きま した けれ ども、そ うい う新 しい部をつ くって いただ くと
い うことが 1つ の解決 の方法で はないか と思 うんです。
ただ、先 ほどか ら新 しい部をつ くるの は、今 までは文部省 の路線計画 とい うものがあ った けれ ど
も、 これか らは大学 の特殊性 とい うもの を考えてつ くってい くとい うこと、あるいは病院 の収入が
上が るか どうかとい うことが大 きな課題 にな るみたいですけれども、や はり生 命維持装置 とい うの
は人 命 にか かわることで あ ります し、最近 の 医療器械 というのはます ます複雑化 して きているので、
保守点検 とい う面で も非常 に重要な ことです ので、ぜひこれを他 の 中央診療部門 の協議会 に も呼び
かけて、病院に一 つME部 位 とい うの をつ くって 、そ こで今 か ら定員化 され る人、今 まで は人をも、
やすん じゃな くて ただ資格 だ けをもヽ
やす とい うことなので しょうけれ ど も、そ この ところをどうに
か して 、人 をも、
や していただ けな いか とい うことです。以上です。
★橋本部長
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あ りが とうございま した。た しかに例 えばベ ンチ レー ターっ を取 り上 げて も、 1カ 所 に病院全体
のを集めてそ こで管理す る。そ うい う方が効率 の面か ら考えて ももちろん いいわ けで、そ

うぃ ぅ方

向 にはだんだん進 まなければいけないと思 うんです。やはりこれ も 1つ の部門で考え るとい うより
も、病院全 体 で こうい うこと も考えて いただ きた ぃ と思 うわけで ござい ます。 これにつ きま して ど
なたか ご意 見 ございませんで しょうか。 こ うい うもの を置 くとい うことは どなた も反対 されてい る
わけではない し、そ こに人をつ けるとい うこと ももちろん必要 な ことだ とい う
=、

はお ると思 うんです。

うに、感 じられて

これはそれでは問題提起 とい うことで 、やはり 1つ の部門、あるいは 1つ の協議会だけの問題 で
はござい ません。先 ほど申 しま したよ うに病院全体で考 え るべ きことか ら、協議会で総 合 して考 え
るべ きことということ、 いろいろ取 り扱 い上 の問題 もあると思 います。 ほかに ご意見 ござい ません
で しょうか。
これか らもこの問題が大変身近 に、例えばハ イケアュニ ッ トとかそ うい うものが立 ち上が って ま
い ります と、非常 に現実 の問題 にな って まいると思 います ので、私たち もこれ を続 けて こうい うこ
とを頭 の 中 に入れておかな ければ い けない とぃ うことでよろ しゅうござい ま しょうか。では、そ う
い うことで この議題を終わ らせて いただ きた い と思 います。
それで は、最後 にな りま して、今度 の 国立大学医学部附属病 院長会議 に、高知大学が当番校 にな
ってい ると聞 いて お ります けれ ど も、 そ こに上程議題 とい うことで 2題 が 出されてお ります。 これ
は今 までの各大学 か らの提 出議題 の 中で討議 された ことで ござい ますけれ ど も、昨年 は教官・ 看護
婦 の増員、それか ら臨床工学技士 の配置、設備更新費 の予算化 とい うことで病 院長会議 には出 して
い ます。
先 ほど ICuの 機能評価 とい うよ うな ことが これか ら大切 にな るとい う話があ りま したけれど も、
今度上程 議題 にな ります と非常 に現実的 な問題 に立 ち返 って、やはり人間 とお金が欲 しいというよ
うな ことにな って しまいます。昨年 の この提 出議題、それか らこと しの この 2題 を含 めま して、 も
しよろ しければ私 どもの方 にご一任 して いただ ければ、 これをとりまとめて今度 の病院長会議へ上
程議題 と して 出 させていただ きた いと思 いますが、 よろ しゅうござい ますか。特 に何か これにつ け
加えた い とぃ うことが ございま した ら、お話 しいただ きた いんですけれ ど も。 どうぞ。
☆名古屋 大学

武澤部長

この 2題 で全然問題 ないと思 うんです けれ ど も、 2番 の感染症 の患者 の増加 に伴 う集中治療部施
設 の改善 について とい う題名について。集中治療部 の感染対策を含 めた施設 の問題 ですか ら、小栗
先生が先 ほどお っ しゃっていた例 えばそれの消毒法 とか、隔離 の方法 とかに関 して とい う意味合 い
と、それか ら建物 自身 の ち ょっと換気 とか個室をどうす るか という、そ うい う大 きな意味で いえば、
集中治療部の感染対策をどうす るか とい う院 内感染対策、そ うい う趣 旨だ と思 うんです。ですか ら、
もし小栗先生がよければですけれ ど も、そ うい う集 中治療部全体 の施設 も含 めた、構造 も含 めた感
染対策を。 これ どうす る、上程議題 って どうす る、要求す る っておか しいです よね。病院長会議 に
言 ったって病院長が答えなんか出 しません ものね。改善 について何を要求す るんですかね、 これ。
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★香川医科大学 Jヽ 栗部長
先 ほどの協議事項 の中 に も同 じもの を入れてい るのは、結局 ガイ ドライ ンの よ

うな ものの 中 に感

染症 対策 の もうち ょっと強 力な もの を入れて、それでむ しろガイ ドライ ンその の
も が病院長会議 に
上 ってい くとい う形がいいん じゃないか と思 うんです。そ うす ると、逆 にそ
れが協議 されな くて も
各大学で何か内部の施設を再開発す るとい うときに、 こんな ものが協議会であ
ります とかぃ ぅのを
もう一 々我 々が持 っていかな くて も病院長が既 にそれを知 っているとい うことにな
れば、それ は非
にそ
常
れな りの効果 はあると思 うんです。 だか ら、 どちらか とい うとそ うい
う形で二段論法で、だ
か らたちどころに出す のに は、先生お っ しゃるよ うに非常 に しいとい も、
難
う うには思 い ます。
★橋本部長
そ うします と、 この感染症患者 の伴 ういろいろな施 設 の改善 とい
とい う去 年大谷先生の方 か ら提 出され ま した ものに引 っか けま して

うことは、設備更新 費 の予算化

、何か考えて こち らで 出 したい

と思 います。 よろ しゅうございま しょうか。 どうぞ。
★弘前大学

坪副部長

た しかに増員 とい うことは大事 だ と思 うんですが、救急部 と
合併 されてい る施設 の先生 は余 りお
感 じにな らないか もしれないですが、特 に集中治療部で はポ ジシ ョンの
最高位が講師なわけです。
集中治療部 の治療 とい うの は原則的 に各科 の医者が集 まりま して、対等 の立
場 で こう話 し合 って治
療を決 めてぃ くので ござい ますが、最近で きる部 門 とい うの は大体全部
助教授がついてい らっ しゃ
い ます。 ポジションが違 うと、対等 になかなか うま くいかない
場合 も出て くるとい うことで、特に
若 い先生が多分な った場合 にはかな りのプ レッシャーを感 じて 、なかなか
運営に も差 し支えが 出て
くると思 うんです。 どぅい うゎけか ICuは これ まで は講師 だ けなんで ござい
ますが 、 ち ょっと増
員 もいいんですが、特 に集中治療部が独立 して らっ しゃるところは、質 とい

うこと もそろそろ大切

な問題 にな って くると思 うんですが いかがで しょぅか。
☆橋本部長
これ昨年 は先生 の方か ら提 出された議題でなか ったで しょうか。そ
りま して、そ ぅい う議論 も多少あ りま した。文部省 か らは 「もちろん

うい う話 はとにか く昨年 もあ

純増 はだめだ し、助手 の振 り

かえ も振 りかえた後 に もお金がかか るので予算化 は非常 に しいJと い
厳
うょ ぅなお話があ りま した
けれ ど も、そ うい うこと も含 めま して、それでは増員 とい う点で
。入れ られ ま した
と も考えたいと思 い ます。 ほかにございません で しょうか。 ど うぞ。
☆群馬大学

ら、そ うい うこ

後藤先生ですか。

後藤部長

群馬大学 の方 は前 の上程 議題 1の 方 にな ってぃ るんです けれ ど も、 いずれ に しろどち
らの上程議
題 に して も、今 まで討論 されて きたよ うに結局実績 があるのか ないのか
とい うことが一 番 の問題 に
な って くるわけで、MEセ ンターに関 して は、 またはME技 士の
配置に関 しては集中治療部 はどれ
だ け実績 が あ るのか。現実問題 として、例えば群馬大学で は全
病棟 の レス ピレー タは全部集 中整備
して、それで また全病棟 に返 しているわ けなんです。各施設で どの
程度 の実績があ って 、 こ うい う
必要性があるか らこうだ とぃ うよ うな ことをまとめて上程 しないと
、余 り重みがな くな って きて し
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ま うのではないか とい うような感 じが します。ですか ら感染症 自体 に対 して も、 またMEの
び

活動及

ICUの 医師・ 看護婦等が どれだ け病院全体 に対 しての活動及 び重症患者 の管理 に働 いて実績を

持 って い るのか ということをまとめた上での上程 とい うことが必 要 と思 い ます。その辺 の ところの
考えを逆 にお聞 き したいとい うか、 またはこれ全体か ら集めるか、そ うい うよ うな こと も必 か と
要
思 い ます。
★橋本部長
あ りが とうございま した。実 は、 そ うい ったァ ンケー トを いただいたんですが、先 ほどお しし
話
ま したよ うにまだち ょっと不十分な ところが ござい ますので、それを各大学 の一 覧表をなるべ
く早
くお送 りしたいと思います。 それを ご らん にな るといろいろ細か いことが、それか ら興味深 い こと
もあ ると思 います。そ ういった ことを踏 まえま して、 こち らで作文 したいと思 ってお ります。 ほか
に特 にご要望、それか らこの際ぜひ聞 いて お きた い とい うよ うな ことが あれば、文部省 の に ご
方 も
質問 いただ きたい と思います。それで は、 ど うぞ。
☆信州大学

寺田副部長

上程 議題 の ところに入れ させていただいてぃ るんです けれども、なかなか臨床工学技士の方 の配
備が うま くいかないとい うことで、病院 の方 にはで きるだけそ ういったMEセ ンターみたいな もの
を設 けて運 営 していただ けないか とい うことでお願 い しているんですけれ ど も。実際に今 い るスタ
ッフの方 たちの話を聞 きます と、それぞれの部門の ところでの仕事その ものがやは りかな り忙 しい
とい うことで、中には もうこれ以上手を広 げてで きな い とい う方 もい ます し、 ただ 中 には
今や って
い る以 外 の ことに も手を出 して、 いろいろ こ う広げて い きた い と思 ってい る臨 工
床 学技士 の方 たち
もい るんです。純増 はとにか く無理 に して も、MEセ ンター化す るときに今 ここに出席なさ ってい
る大学 の方 たちで、 もしセ ンター化 して い る病 院があ った ら、実際 にや ってみて の メ リッ トといい
ますか、それ とデメ リッ トみたいな ものが もしおあ りで した ら、お聞かせいただ きた い とい うよう
に思 うんですけれども。
☆橋本部長
どち らかの施設、 ござい ま しょうか。 ど うぞ。
☆大阪大学

妙中副部長

私 の病院では、 1993年 に大阪市内か ら吹田市 に移転 したわ けですが、その ときにMEセ ンターを
一応つ くるとい うことで、動物舎 の職員 の方 とそれか ら材料部の職員 の方 で 臨床工学技士 の試験 に
合格 された方 がお られたので、その 2人 を配 置がえす るとい う形でMEセ ンターを開設 しま した。
レス ピレー タとか シ リンジポ ンプ とか輸液 ポ ンプ、あ とは持続吸引器 とか 、そ うい った もの を
10種 類 ぐらい中央化 して、 そ こで 扱 うよ うに しま した。 その状態が大体

5年 ぐらい続 きま して、

私がそ この現場責任者で務 め ま した。そ して 、 3年 ほど前 に手術部 に臨床工学技士 の方 が、 阪大 の
場合 は結構お られたんですがその方 々 と、そのMEセ ンターの 2人 の技士 の方 とを統合す る形で、

CEセ

ンター に組みかえを して い るわけです。その 間、新 たに定員がついた とか、そ うぃ うのでは

な くて、配 置換えで ここまで進 行 して きたわけです。最近 もしか した ら 1人 ぐらい方、
えているか も
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しれません。現在 は、手術部の部長が そ このセ ンター長を兼ねて い ま して 、手術部 の職員は医者 で
す けれ ど も、その人が副部長で現場 を見て い ます。
メ リッ ト、デメ リッ トなんです けれ ど も、やは り中央化す ることで器械が効率的に使用で きると
い うことです。 それか ら、器械 が全体 が どこにど うい うも、うに行 ってい るか と、それを把握で きま
す し、それは病院 にとって も非常 なメ リッ トだ とも思います し、何か買 うときで も一括 して購入す
るとい うよ うな こと もで きます。ですか ら非常 に効率が いい ということと、それか らあと現実問題
と して は整理が非常 に行 き届 くし、故障が少 ないと。例えば人工呼吸器で コ ンプ レッサ ーのつ いた
よ うな ものだ と昔 は部屋 のほこりを吸 い込んで、それだ けで フィル ターが詰 ま って 、 コ ンプ レッサ
ーに負荷 がかか って、 コ ンプ レッサ ーが故障す ると。 1回 30万 円 ぐらいの修理費が要 るとい うよう
な ことが頻発 してお ったんですが、 そ うい うこと も一切 な くな りま した。
残念なが らこの経済的効果 について はどの ぐらい上が ったかはちゃん と出 していないので、わか
らないんです けれど も、 しか し現場が受 ける感覚 と しては もう全 く故障 は減 って い ると。 それか ら、
あ と例 えば新 しい看護婦が来 られた りとか研修 医が来 た ときの教育、病棟 の教育 とか も全部や って
くれます し、です か ら非常 にメ リッ トは多 いよ うに思 い ます。
中央 に医療機器滅菌装置のよ うな大型 の もの を入れた りとか、そ うい うこともして 、やは リセ ン
ター と して要求 してい くと、病院 もそ こにお金 をつ けやす い とい うよ うな形ですべ てが非常 に うま
くい くと。技士 のや りが い とい うの も非常 にあるみたいで、中か らいろいろな研究的 な ことを技士
がや っているとい うような こと も生 まれて きて い るようです。ですか ら、多 分 メ リッ トはた くさん
あると思 い ます。デメ リッ トは余 りないと思 うんですけれども。器械が非常 に便利 に使え るので、
病棟が器械 を使 いたが って幾 らで も器械 が要 るとか、何かそ うい う形 の、そ こは 目を光 らして いれ
ばいいと思 うんですが。余 リデメ リッ トがな くて 、 メ リッ トの方が多 いとい うよ うな、病院全体 か
ら見れば多分そ うじゃないか と思います。
★橋本部長
あ りが とうございま した。MEセ ンター を設立 す るとメ リッ トが非常 に大 きい とい うことですが、
それな りの時間 もかけなければ、なかなか こ うい うも、うに円滑に運営で きないん じゃないか と気 も
いた しま した。 ほかにございませんか。何か全体 の ことで もよろ しいんですが。 よろ しゅうござい
ますか。
それで は大変長時間にわたりま していろいろ ご討議 いただ きま して、あ りが とうございま した。
本 日用意 した議事を終了す ることがで きま した。
最後 に 3番 の次期当番大学選出についてで ござい ますけれ ど も、今回は こち らで ご内諾 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 きたいと思 い ますが、 よ ろ しゅうござい
ま しょうか。拍手がな いよ うですけれ ど も。 (拍 手 )き ょうは雪で大変 で したので、今度 は暖 かい
ところと思 い ま して、佐賀医科大学 にお願 いいた しま した。十時先生、 ご挨拶をお願 いいた します。
★佐賀医科大学

十時部長

佐賀医科大学 の集中治療部 の十時で ござい ます。次回の この協議会を佐賀でお世話す ることにな
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りましたので、どうぞよろ しくお願 いいた します。 きょうは大変寒 うございますけれ ど も、来年 は
暖かい九州、佐賀で先生方をお迎え したいと思 います。 この協議会はまだ いろいろ多 くの問題を抱
えているように思います。先生方のお知恵をいただ きなが ら、 1年 間準備を して有意義な協議会に
来年 したいと思いますので、どうぞよろしくお願 いいた します。どうもありが とうございました。
☆橋本部長
どうもありがとうございました。
★進行
これを もちまして、全国国立大学病院集 中治療部協議会を終了 させていただ きます。あ りがとう
ございました。
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