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開 会

当番大学病 院長挨拶
文部科学省挨拶
議

事

(1)各 大学 か らの提 出議題
1)集 中治療部 の人員整備 につい て (弘 前大学
2)集 中治療部へ の 臨床工 学技士 と検査技 師 の配置 (群 馬大学
3)臨 床工 学技士 の配置 (千 葉大学
4)国 立 大学 が高次 (広 域 的 )救 命救急 セ ンター と して機 能す るための
)

)

)

集 中治療部 の役割 につ い て (金 沢大学 )

5)集 中治療部 のス タッフ、特 に臨床 工 学技士 の配置 と看護職員 の増員
6)集 中治療部宿直医 の勤務 時間の再検討 (浜 松 医科大学

(信 州大学 )

7)イ

(名 古屋大学 )

)

ンシデ ン トレポー トの統一 フォーマ ッ トの作成、デー タ収集について

8)高 次治療室 (High Care unit)に お け る特定管理料設定 の要望 鳥取大学
9)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 (鳥 取大学
(′

)

)

10)臨 床 工 学技士 の配置 (山 口大 学
11)集 中治療部における業務の効率化 (薬 剤、医用材料等の管理システムの構築)(山 口大学
12)教 官 。看護婦 ・ 臨床工 学技士 の増員要求 (徳 島大学
13)助 教授 の配置 (長 崎大学
)

)

)

)

(2)継 続議題及 び経過報告

1)教 育 カ リキ ュ ラム につい て (第 15回 協議会 の継続議題 )(広 島大学、名古屋大学
2)ICU機 能評価 プ ロジェク トにつ い て (名 古屋大学 )
.
14、

)

(3)国 立大学医学部附属病 院長会議へ の上程議題
1)集 中治療部 の教官 と看護婦 の増員 お よび臨床工 学技士 の配置 について
(弘 前大学 、群馬大学 、信州大学 、千葉大学 、山 口大 学 、徳 島大学 )

2)医 療事故防止に向けた国立大学病院共通 ガイ ドライ ンの作成

3)集 中治療部 の専任助教授 の必 要性 につい て
4)ME部 の設置 (長 崎大学
)

(4)次 期 当番大学選 出について
(5)そ の他
閉

会

17:00
‑1‑
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出 席

者

簿

名

文部科学省高等教育局医学教育課大学病 院指導室病 院第二係長
大学名

職名

北 海 道 大 学
旭 川 医科 大 学
弘

前

大

学
学

大

学

山

形

大

学

佐 々木 重 幸

京

都

大

学

副

部

長

足立

健彦

長

八竹

直

大

阪

大

学

副

部

長

妙 中

信 之

神

戸

大

学

副

部

長

夜久

英明

鳥

取

大

学

高次集中治
療部副部長

齋藤

憲輝

長

森竹

浩三

長

橋本

圭司

長

平川

方久

長

大谷美 奈子

講

師

山野上 敬 夫

部

長

前川

剛志

部

長

大下

修造

救急部副部長 黒 田

泰弘
員治

副

部

長

藤本

一弘

副

部

長

坪

敏仁

長

橋本

保彦

部

副

部

長

松川

周

副

部

長

田中

博之

長

青柳

優

部

冨J 音6 長

光

島根 医科 大 学
岡

山

大

学

広

島

大

学

長

水谷

太郎

長

後藤

文夫

長

国元

文生

長

平澤

博之

長

前川

和彦

香 川 医科 大 学

長

坂本

哲也

愛

東京医科歯科大学 部

長

今井

孝祐

部

長

遠藤

裕

冨1 音6 長

佐藤

一範

長

山崎

光章

長

稲葉

英夫

長

福田

筑

波

大

学

群

馬

大

学

大

学

東

京

大

学

大

学

副

部

エ
ユロ

葉

潟

部

部

千

新

副

部

副

部

富山医科薬科大学 部
沢

大

学

福井 医科 大 学
山梨 医科 大 学
信
岐

州
阜

大
大

学
学

浜松 医科 大 学
名 古 屋 大 学

立ロ

金

部

大

学

徳

島

大

学

学

副

部

長

土手健 太郎

高知 医科 大 学

副

部

長

神原

哲也

九

州

大

学

副

部

長

谷山

卓郎

崎

大

長

長

学

矢野

捷介

長

槙田

徹次

熊

本

大

学

部

長

木下

順弘

悟

大 分 医科 大 学

副

部

長

吉武

重徳

宮 崎 医科 大 学

副

部

長

濱川

俊朗

次期部 長

上村

裕一

副

長

垣花

泰 之

長

須加 原 一博

哲男

副

部

長

駒井

孝行

副

部

長

寺田

克

救急部副部長 奥 寺

敬

冨J 部 長 赤 松

繁

長

土井

長

部

口

小倉

藤林

副

山

部

長

部

部

急

部

部

部

救

副

副

副
エヱロ

田

部

氏名

長

日生

秋

部

功

見

職名

エユロ

東 Jヒ

大

副

大学名

氏名

高

媛

大

部

鹿 児 島 大 学

副

部

部

部

琉

球

大

学

副

部

長

伊波

寛

松幸

病

院

長

宮崎

澄雄

武澤

純

部

長

十時

忠秀

長

高橋

英夫

長

北川

範仁

佐賀 医科 大 学

副

部

巾
一

学

部

長

丸山

一男

講

高崎

光浩

滋賀 医科 大 学

部

長

野坂

修一

看護婦 長

蒲浦

博枝

三

重

大

一‑2‑

午後 1時 30分
1.開

開会

会

司 会 (佐 賀医科大学古川庶務課長 )
集中治療部協議会 を始めさせて頂 きます。本 日は文部科学省か ら文部科学省高等局医学教育
課大学病院指導室高見病院第二係長 に御出席頂 いてお ります。
開会 に当た りまして、当番大学 でござい ます佐賀医科大学 の官時病院長か ら御挨拶 を申し上
げます。

2.当 番 大 学 病 院 長 挨 拶
宮崎病院長 (佐 賀医科大学 )
佐賀医大 の病院長をしてお ります宮崎 と申します。本 日は ICUの 全国会議 に御出席頂 きま
してあ りが とうござい ました。 また文部科学省か らは高見係長にもお忙 しい中、御出席 を賜 り
ましてあ りが とうござい ました。昨 日、全国医学部長、病院長会議が東京で ござい まして、私
共 もこって り大学病院指導室長 さんか ら色 々指導 を受け まして、特 にリス クマ ネージメン トに
関 しましては、手術或 いは ICUが 関連 します問題を色 々議論が ござい ました。私 自身小児科
の出身でござい まして、小児科医 は少ないんでござい ますけれ ども、私共 の病院では現在 まだ

NICUは

ござい ませんが、関東や関西 の病院か ら小児科医 は余 っているんだけ ど、NICU

をす る医者が殆 どい ないので まわせ 、 とい うような手紙 をよくいただきます。いかにNICU
を ICUの 一部門、僅かな部門ではござい ますけれども、非常 にそ うい う点で要求は多 くても、
実際の労働時間その他か ら過酷な条件 を強い られているとい うのが現状 であろうかと思います。
私共の佐賀医大 の病院 も新設ではござい ますが、ようや く今年で20周 年 を迎えましたが 、だん
だん建物 も古 くな りましたので 5、 6年 後 には病棟の増改築がお願いで きるのではないかと思 っ
て準備 を進めてお ります。ただ十時教授 ともいつ も苦慮 してお りますのは、中央部門の ICU
とか NICU、 或い はH3Uの 酉己置を どのようにす るか とい うことで、なかなか結論が出ない
のが現状 でござい ます。本 日は先生方に色 々とご討議 を頂 きまして、私共 の今、申し上 げた よ
うなことに対 してもご享受 を賜れば と思 い ます 。せっか く佐賀 においで頂 きましたけれ ども、
時節が らあまり接待 が出来ず非常 に申し訳 ござい ません。佐賀 の地 も少 し西 の方 にまい ります
と有田の陶器な どいい場所 もござい ます ので、お時間がある先生は訪れていただければと思 い
ます。本 日はどうも御出席あ りが とうござい ました。

司 会
引 き続 きまして、お忙 しい 中を御出席頂 きました文部科学省 の高見病院第二係長か ら御挨拶
を頂 きたい と思い ます。よろしくお願 い致 します。
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3.文 部 科 学 省挨 拶
高見係長 (文 部科学省 )
文部科学省大学病院指導室病院第二係長 の高見 と申 します。よろ しくお願 い します。本 日は
先生方 はお忙 しい ところどうも御苦労様 でござい ます。佐賀医科大学の事務局 の方 々、多分大
変 だったと思 うんですけれ ども本当 に御苦労様 でござい ます。簡単 に最初 に挨拶 をさせて頂 き
ますが、資料 の方 はまた後 で説明させて頂 きたい と思 い ます。大学の方 も独法化だとか行政財
政改革 とい うことで、また総務庁 の方か らも色々行政勧告 とい うかたちで出てお りますなかで、
会計検査院の方 も大学病院は宝 の宝庫だとい うふ うなかたちで一生懸命見 てお ります し、大学
病院の環境 とい うのは本当に厳 しい、あ らゆる面で社会か らも高度医療、又 はいろんな面で注
目されてお ります。先生方につ きまして も、地域の中核 となる医療機関 とい うか たちで高度な
医療提供 をされてお ります し、又 よき医療人の育成 とい う重要な使命 も持 ってお られます。 日
夜御尽力 されているとい うことで本当に大変 だと本省 の方 も思 ってお ります。大変な時期なの
ですが、大学病院をよ くしたい、魅力あるものに したい と思 っているのは先生方 ももちろん、
文部科学省の方 も同 じで ござい ます。それで思ってい るんですが、なかなか希望通 りに、思 う
通 りに今 の財政事情、定員事情ではい きません。そ こで有効 に限られた財源 をどうい うふ うに
して使 うか、活用す るか とい うのは もう先生方のお知恵 を拝借す るしかない と思 ってお ります。
どうか本 日は色 々な ご指導 を頂ければと思 い ます。 よろしくお願 い致 します。

司 会
どうもあ りが とうござい ました。大変恐縮ではござい ますが、宮時病院長 は所用 のため、 こ
こで退席 させて頂 きたい と思 い ます 。それでは確認をさせて頂 きたい と思 い ます 。まず資料 で
ござい ますけど、既 に配付 いた してお ります冊子 、 これは今 日お持ちになっていただ くように
なってお りますけ ども、もしお持ちでない方につ きましては、届けさせて頂 きますが よろ しい
で しょうか。それか ら本 日配付 の ものは上か ら 1、

2、

3の 通 ですが、 ござい ますで しょう
:り

か。更に集中治療部 の教育研修カリキュラム、10ペ ージ程 のと じたものが一つあると思います。
それと本学 の概要を添えてお ります ので、 ご覧頂 きたい と思 い ます。それか ら冊子の 2ペ ージ
をご覧頂 きたい と思 い ます。出席者名簿でござい ますけど、大学病院指導室、先程御紹介、な
らびに御挨拶頂 きました高見功病院第二係長に御出席頂 いてお ります。それか ら左側の下か ら

3行 日でござい ますけど、名古屋大学 の三浦看護婦長 さん、御都合 により御欠席でございます。
右側に参 りまして中程、香川医科大学 さんですけ ど、部長の前川先生、御欠席 で して救急部の
小倉員治先生に御出席 いただいてお ります。以上が出席者 でござい ます 。都合62名 の御出席 に
なってお ります。それか ら今 日の 日程でござい ますけど、議長選出後、高見係長に御説明頂 き
まして議事 を開かせて頂 いた後、討論 を進めさせて頂 きます。 3時 頃に20分 間程 コー ヒーブレ
イクを頂 きまして、議事 を再開致 しまして 5時 に協議会終了 の予定 と致 してお ります。何卒 よ
ろ しくお願 い致 します。
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4.議

長選 出

司 会
次に本 日の議長でござい ますけ ど、恒例 によ りまして佐賀医科大学集中治療部長の十時が務
めさせて頂 きたい と思 い ますので御了承 いただけます で しょうか。あ りが とうござい ます 。そ
れでは十時先生 よろ しくお願 い致 します。

議長 十時 (佐 賀医科大学 )
佐賀医科大学 の集中治療部 の十時でござい ます 。議長 を務めさせていただきます。 どうぞ よ
ろ しくお願 い致 します。本 国はどうも足元 の悪 い ところを全 国か ら沢山の先生方 にお集 まりい
ただ きまして誠にあ りが とうござい ました。限られた短 い時間ではござい ますが、有意義な会
にな ります ように願 ってお ります。また この協議会 のために色 々心を配 り準備 をして くださっ
た事務 の方 々にも心か らお礼 を申し上 げたい と思 い ます。それでは議事 に入 ります前 に文部科
学省 の高見係長か らお手許に配付 されてお ります資料 に基づ きまして御説明い ただきたい と思
い ます。よろしくお願 い致 します。

5.文

部科学省報告

高見係長 (文 部科学省 )
それではこちらの方か らは資料 を 3つ 出さしてもらい ます。まず最初に、医療事故関係か ら
なんですが、私 もまだ大学病院指導室 の方には来て 2年 程 しかたたないのですが 、特 に今年か
らですか、各大学、公私 を問わず重大な医療事故が重ねて発生 してい るとい うことで、私 も一
時期神戸大学 の方へ お りましたが、 こんなにあったのかなと思 うぐらい最近 はす ごいんですけ
れども、資料 1の 関係 で、 これは昨年 5月 に国立大学 の常置委員会、作業部会 の方で 中間報告
とい うかたちで出てお りますが、今 4つ のサブワーキ ンググループとい うのが動 いてまして、
更にこの 3月 を目途 にして報告を出そうとしている骨子案 となってお ります。特 に最初に事故
の関係で文部科学省 の取 り組みの関係 か らお話 をしたい と思 うんですけ ど、大学病院の固有 の
性格 とい うことで、まず はミスがあ り得 ることを前提 としたかたちで安全対策 をい うことと、
また事故防止へ の総合的な包括的なアプローチを行 なっていただ きたい と思 い ます。具体的 に
は先程言 い ました 5月 の病院長会議 の中で 中間報告 とい うのが 出てお ります。それは例えば病
院 として一元的な体制 とい うことで事故防止委員会 を設置 していただ くだとか、またはニアミ
ス、イ ンシデ ン トのようなかたちで積極的に報告 させるようなシステム、 とい うふ うなことで
それを中間報告 の中にも出ておるわけなんですが 、また文部科学省 の方で も会議 として 4月 に
国公私 を含めた会議 または厚生労働省 は厚生労働省 で特定機能病院の病院長 さんに集 まってい
ただいて 9月 に事故関係 でお願 い してお ります。また予算関係で言 い ます と今 回、安全管理を
担当す る専門職員 とい うことで看護婦長 さんを21名 、 これ も 2年 計画で42大 学 に整備 しようと
い うことで、 これは定員 で今 回21人 とつてお ります。それ と御存知か もしれませんが、非常勤
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の看護婦 とい うことで大幅な増員、約800人 、経費にな りますが、看護体制 を抜本的な強化 を
はかろ うとい うものです。人の関係 もあ りまして、また資質の向上 とい うことで医師の先生方、
また コメディカルの方 々 を含めたかたちで医療事故 の防止に関する専門的な研修機会 を大幅 に
充実 しようとい うことで、 これ も約6000万 程 の経費を用意 してお ります。更には今、サ ブワー
キ ンググループが 4つ と言 い ましたが、 この骨子案で言 い ます と、 3番 の診療録 の関係 のワー
キ ング、そ して 4番 の医薬品、 5番 の輸血 、 6番 の情報関係 のワーキ ングとい うかたちで更 に
具体的な提言 を盛 り込 もうとい うことで今、動 いてお ります。厚生労働省の関係で言いますと、
あちらは特定機能病院とい うことですので、昨年12年 の 4月 ですが特定機能病院に安全面 とい
うことを加えてお ります。それで医療審議会 の方で医療事故を起 こ した大学病院から事故の概
要 とか安全管理体制の状況等の ヒアリングを今、筑波大や 日大、三重大、神戸大、京都大 か ら
ヒアリングを聴取 して動 いているとい うかたちです。直接、医療審議会 に出てい るわけではな
いんですけれ ども、特 に問題 となってい るのは、問題 と言 い ますかよく聞かれるのは、まず報
告が遅 い とい うふ うな話 も審議会の場 で 出ているとい うことは聞いてお ります。医療事故 の関
係 につ きましてはこれ ぐらいですが 、次 に定員 の関係 を少 し先生方に御説明 してお きたい と思
い ます。 これは資料 にはござい ません。第10次 の定員削減計画 とい うことで 、 この13年 か ら

5年 間出ておるわけなんですが、国の行政機関の職員 の定員について平成13年 度から10年 間で、
少な くとも10パ ーセン トの削減 を行 うとい うことで、独法化、独立行政法人の意向によりまし
て合計 で25パ ーセン トとい うところまで 出されてい ます。ですから、今後は人が増えることは
ない と言 い ますか、自分達の手足 を喰 っていかな きゃいけない。更 にどこかで 100人 増やす よ
うなことをすれば、 どこかで今言 った削減計画以上 に100人 を減 じなければ い けない 、 とい う
ことですね。100人 増やせば100人 減 じる。それでプラスマ イナスゼ ロ、更に今言 い ましたよ う
に10年 間で10パ ーセン ト以上の定員削減、 とい う話 です。だか ら非常に厳 しい と。今 日この会
議 で も色 々定員 の関係 の議題等出てい ますが、なかなか厳 しいですね。先生方、そうい うこと
をPBkま えて議論 をしていただければと。だか らいい知恵を出 していただいて、色 々教えていた
だければと思 うんですが。例 えば10年 間で10パ ーセン トとい う数字なんですけれ ども、国立学
校 の特別会計 でいえばその10パ ーセ ン トが13,500人 とい うことにな ります。ですか ら単純 にい
けば 1年 間1,350人 削減 とい うふ うな話になるとい うことです。今 までは先生方 といい ますか 、
教官が殆 ど考慮 されていない と言えばち ょっと語弊があるか もしれませんが、あま り入 ってい
ません。事務官 のところで定員削減が主に行 われてお ります。それが もうこうい う状況では も
ち こたえられない と言 い ますか、事務局に して ももうだいぶ先生方御存知 のように減 って きて
いると思 い ます。ですか ら教官 に対 して も新たに、大学附属病院について も教官にも削減 の対
象 と、いわゆる一切 の例外 をもてない と、そうい う状況 にきてい るとい うことです。第 9次 の
時 も0.4パ ーセン ト、看護婦 さん達を0.4パ ーセン ト、その他 の職員 で8.35パ ーセ ン トとい うか
たちで減 って きてお りました。それが教官 の方 々は今聞いてお ります のが2.74パ ーセ ン ト、看
護婦 さん達は業務の内容から鑑みて0.4パ ーセン ト、その他 の職員 は8.35パ ーセ ン トとい うか
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たちで進 められるであろ うと考 えてお ります。定員の関係がそ うい う状況 にあ ります。経費 の
関係につ きましても、厳 しい、厳 しい としか言 ってないです。 どれ ぐらいか とい うの もなかな
か難 しいんですが、国の借金 も660兆 円ですか、それだけ増 えてい ます。それ も先生方御存知
だと思 い ます。それで国立学校特別会計 の方で どうしてい るか とい うと、もう既定経費で義務
的に増 えてい く、増や さなきゃいけない とい う、 どう して も学年進行 とか先生方言葉御存知 か
と思い ますが、そういった義務的 なものは増や さざるをえない。それ と新規政策、例 えば今 回
非常勤 の看護婦 さん達800人 とい うかたちで増や したんですけれ ども、それ も総額約80億 円 ぐ
らい経費がかかってい るんですが、そういった新規経費の部分については認めましょうとい う
ので、基本的にはスクラップア ン ドビル ドと言ってい るんですが、 どっかを増やせばどっかが
減 じるとい うかたちで、もう今回の非常勤 の70億 円 と増 えててもどっかでだいぶ減 じてい ると
ころがあるとい うことで、基本的な経費 のスタンス もス クラップア ン ドビル ドで義務的経費 は
止むを得ない。また新規 です るところ もそれはいいで しょうとい うかたちで経費も重点化を図つ
て、限られた予算 を活用 しましょうとい う考え方です。今度 は資料 の 2で あ りますが、 こちら
の方へ移 りたい と思い ます。医学教育課 の予算 なんですが、中を見 ていただければわかると思
い ます。特 に病院の関係で言 い ます と、 7ペ ージか らですね、大学病院の整備 ・充実 とい うか
たちでそこに整備方針 を 1、

2、

3と 。特 にこういった求 められてい る部分 を重点的に整備 を

していったとい うことです。また今、大学病院の使命 とい うか たちで、先端医療開発拠点 の整
備、今回は東大 の医科研 と京都 の探索医療 センターとい うかたちで認 められてお ります。あ と
関係す るところはと言 い ます と、10ペ ージ ロの集 中治療部 の看護要員 の整備 、 9人 、 これは
定員 です。非常勤ではあ りません。定員 で 9人 認められてい るとい うことです。それ と11ペ ー
ジ、本当に概要なんですが、経費面でこうい うふ うに歳入 と歳出、 こうい うふ うなかたちにな
つてお ります。歳入の方につ きまして もこれは先生方 にお願 い しているんですけ ど、毎年毎年
約200億 円増 ですね。 ここ 5年 間 ぐらいで1000億 ぐらい伸 びてい ます。本 当に色 々、先 生 方頑
張 って もらっている成果 だと我 々 も思 ってい ますが、13年 度 の方 もまた約 190億 円増 とい うか
たちで盛 り込 んでお ります ので、是非 また よろ しくお願 い したい と思い ます。その下に借入金、
これが大型 といい ますか高価 な医療機器、または再開発等 の原資になっている財投か らの分で
す。ですか らこれが今、溜 まりに溜 まって どれ ぐらいか とい うのは御存知ですか。管理課長 い
らっしゃい ますか。約 1兆 3000億 円 とい うかたちで文部科学省 の方に、11年 度末ですが きて い
ます 。やは り再開発 をされてい るところなんかはす ごいです。ちなみ に東大 だけで も1000億 近
くあ ります。他 に東北大や阪大、名古屋大、やは り立派な建物がで きます とそれだけ借金 も抱
えてお られるとい うことになってい ます。更に医療機器、一番大 きいのは再開発等 のそういっ
た設営面ですが 、医療機器 について もしか りです。検査院 はその医療機器が使 われていない と
思 ってい るとい うふ うなところで、 よ く各大学 の管理課長 さんは ご苦労 されてい るとい う話 を
聞いてお ります。それで歳出の関係 なんですが、一番下に国債整理基金特別会計繰入 とい うの
があ りますが、 これが1000億 、 これが毎年毎年 の借金返 しの方です。1000億 、毎年返 してい る
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と。 この うちの元金 の方が65パ ーセ ン トぐらいで しょうか、その残 りが利息 とい うことで、 こ
れだけ借金 を毎年返 していっているとい うことです。ですか ら大型の医療機械 を大学の方か ら
要求で文部科学省 の方に事務局の方 も来 られるんですが、皆 さんマヒされているような感 じが
しますね。簡単に 2億 、 3億 、 4億 、 5億 す るようなものを一言お願 い します と書類 を置いて
帰 られるんですけ ど、それが 1大 学、42病 院集 まるとこうい うふ うなす ごいことになって しま
うとい うことで、で きるだけ厳選 していただいて、且つ活用 していただきたい とい うのは私共
の方の本音 でござい ます。予算関連 はそ ういったかたちですかね。あ とは先生方 の方ですい ま
せんが見 ていただければと思 い ます。次 に経営管理指標 とい うのを大学病院では作 っているん
ですが、先生方 は御存知 で しょうか。 これ も資料 には ござい ません。本 日は出してお りません。
経営管理指標 とい うのを大学 の方で作 ってい ます。 これは先 日医学部長、歯学部長、病院長会
議で もこの11年 度版 とい うのを配付 いた しました。それでこの指標 とい うのは各大学 の経営状
況、他 の大学 と比較 で きるようなかたちで作 ってお りますので、比較等 していただいて自分 の
ところの経営状況をオ
巴握 していただ き、またそういった問題点なんかをあらい だ していただい
て今後 の経営改善 とい うのに役立てて欲 しい とい うものでござい ます。一度、先生方 も目通 し
していただ き、先生方の部署の担当の方 々にも一度周知 していただいて活用 していただければ
なと思い ます。最後 に資料の 3で すが、 これは間もな くといい ますか、つい先 日、指導室の方
か ら各病院の方に流 した通知分なんですが、先生方 もよ く御存知 だと思い ますが、東北の方で
筋弛緩剤 を不正に使用 した事件がマスコミで流れてお ります。その関係で言 うまで もない と思
い ますが、毒薬・劇薬 の管理 を適正 にお願 い致 します とい うものです。すでに適正な管理 とい
うかたちで されてい ると思 うんですが、更 にお願 い したい とい うものでござい ます。私の方か
らは資料等 の説明の方 は以上で終 わ りますが、何かいい話 はな くて経営改善 とか経営事情、経
費等、あまり面白 くない話 ばか りだったんですが、実際の状況はそうい う状況 だとい うことで
大変、先生方は大学 の方でご苦労 されてい ると思 い ます。高度先進医療、臓器移植 とい うかた
ちで先生方に頑張って もらっているとい うこともよくわか ってい ます。 しか しなが ら社会 は十
分、大学病院のことを注 目してい ますので、 これか らもよろしくお願 い したい と思 い ます。ど
うもあ りが とうござい ました。

議 長
大変あ りが とうござい ました。高見係長 は所要のため 3時 頃に、退席 をされますので、なる
だけその間にいろい ろな事 を聞いていただいていろいろなことを質問 していただ きたい と思い
ます。係長 さんか ら御説明があ りましたが、何か質問をしたい とい う先生がお られましたら、
いかがで しょうか。それでは しばらくこの席 においでいだ きますので、その都度 ご助言 をいた
だ きたい とい うふ うに思 い ます。議事 を始めます前 に本学 の陪席者 を紹介 させていただきたい
と思い ます。私 の隣にお りますのが集中治療部の副部長の北川範仁 です。それか ら業務部長の
波多野省三です。庶務課長の古川文紀 です。会計課長の深澤博昭です。医事課長の川口幸一で
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す。庶務課 の課長補佐 の井手正男です。 どうもあ りが とうござい ました。それか ら本 日は何分
短時間に大変盛 り沢山の議題が ござい ますので、 どうぞ議事 の進行にご協力いただきます よう
お願 いいた します。議事録 を作成いた しますので発言 される時 はマ イクを使用 していただきま
して、大学名、氏名を述べ てから御発言 いただ きたい と思 い ます。なお本学のワイヤ レスマ イ
クは同時 に電源を入れます と混信 いた します。話す時 には電源 を入れ、話 し終わったら電源を
切 っていただ きたい と思 い ます。 どうぞ よろ しくお願 いいた します。それでは議事 に入 ります
が、先程、高見係長 さんか ら色 々御説明があ りました ように、人 とお金の話 はなかなか厳 しい
とい うことでござい ます ので、我 々 も協議会 の資料 にござい ます ように、定員 を増や して欲 し
い、いろいろ配置 して欲 しい とい うのが現場 の声 でござい ますけれども、 これは後程 また係長
さんに読んでいただ くことにいた しまして「我 々 ICUで もこのように企業努力をしている。
」
と申しますか「こうい うことを一生懸命や っている。
「そ して効率化 を上 げ よ う と努力 して
」、
いる。
」 とい うことを毎年や ってお りますので、継続議題及 び経過報告か ら始め まして ここ ら
へ んを少 し高見係長 さんに聞いていただきたい とい うふ うに思 い ます 。それか らそれが終 わ り
ましたら各大学 からの提出議題 を御発表 いただ きたい とい うふ うに考えてお ります。それでは
まず第一 に継続議題でござい ます教育カリキュラムについてとい うことで広島大学の大谷先生
お願 いいた します。

大谷 (広 島大学 )
広島大学の大谷です。16ペ ージに教育 カリキュラムにつ いてとい うことで第14、 15回 協議会
か らの継続議題 とい うことで 出さしていただいてお ります。卒前教育 と卒後教育に分けてお り
ます けれ ども、卒前教育に関 しましては、私 もいろいろな先生にお話 を聞いた りして考えまし
たけれ ども、集中治療医学会 の方で教科書 を現在、作 ってお られまして、それの委員長 は平澤
先生でござい ます。卒前教育 に関 しましては平澤先生 に御説明、お話 をいただ くとい うことで
お願 い をしてお ります。それか ら卒後教育に関 しましては、本 日集中治療部教育研修カリキュ
ラム試案 とい うのを出させていただいてお ります。 これは広 島大学の方で作 りましたけれども、
このことに関 しまして これを実際に作 りました山野上講師が同席 してお ります ので、彼 の方が
ら説明をいた します。それでは平澤先生 よろ しくお願 いいた します。

平澤 (千 葉大学 )
千葉大学 の平澤です。日本集中治療医学会 に教科書編集委員会 とい うのが ご ざい まして、先
生方御承知 のように、現在医学部のアンダーグラデュエ イ トの学生が一番使 ってお ります各専
「標準教科書 シリーズ」とい う、医学書院か ら出てい るものでござい ます。最
門領域 の教科書は
初 はその一環 として集中治療医学 の教科書 を作 ろ うとして、出版元の医学書院に話をしたんで
す力]、 なかなか話の折 り合 いがつ きませんで、日本集中治療医学会が独 自に作 って、それを日
本集中治療医学会雑誌 を作 っている雑誌社 に頼んで発行することになってお ります。原稿依頼
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をしてか らかな り長 くかか っているんですが、実は明後 日、最終的な委員 によるチ ェ ックを行
い まして、今年 の集中治療医学会総会 がある時には刊行す るとい うことになってお ります。 こ
れは先程、大谷先生がお っ しゃったように、あ くまで も医学部の学生を対象 にした授業 で使 う
教科書で ござい ます。そ してカリキュラムに関 しては広島大学 の方で素案 を作 っていただいた
とい うことですが、日本集中治療医学会 といた しましては この ア ンダーグラデュエ イ ト用 の教
科書が一段落 しましたら、今度は研修医、ポス トグラデュエ イ ト向きの 日本集中治療医学会が
監修す る教科書 を今 日のこのカリキュラムを参考にさせていただきなが ら編集 しようとしてい
るところであ ります。以上です。

議 長
どうもあ りが とうござい ました。それでは追加の説明をしていただけますか。 どうぞ よろ し
くお願 い します。

山野上 (広 島大学 )
広島大学の山野上で ござい ます。お手許に配っていただきました集中治療部教育研修 カリキュ
ラム試案 とい うのを作 って まい りました。大谷先生 の指示で作 って参 ったんですが、ただ作れ
といわれて もモチベーションも何 もあ りませんので、私 な りにこの協議会 の議事録 の流れを見
させて もらって、 この協議会 が全国国立大学病院長会議につ なが っている会 であるとい うこと
や、全国病院長会議が研修 のための共通 カリキュラムとい うのを平成10年 に出 して、その後 も
その討議がなされてい るとい うことか ら、 この 目的は何か とい うの を調べ ましたら、臨床能力
の高い医者 を養成す ることだとわか りました。それは何 の為 か とい うと、社会 のニーズ 、患者
さんのニーズ に応えるべ く医者 を育てることだとい うことにどうもあるようであ ります。その
カ リキュラム を見 てみます と、総合診療部 の先生 、たぶん京大 の福井先生なんかが中心 になら
れてい るんだと思うんですけ ど、す ご くいい カリキュラムができてお りまして、 この とお りに
いけば,10年 後 には今 よ りも随分 いい医者がで きるような気がす るんですが、ただ人工呼吸 を
始 めと しまして集中治療医学 にふれる部分はほ とん ど記載 があ りませ ん。 とな ります とその
10年 後 に非常に立派な医者がで きても、一旦重症化 した患者 をいつ挿管 したらいいかわか らな

い、人工呼吸器がい じれない、呼吸循環管理が重症 の場合 は出来ない、 とい う医者がで きたん
では臨床能力の高い医者 とい うにはちよつと片手落ちの部分があるなとい う気が してい ます。
それで この協議会でカリキュラムを作 るんで したら、それを病院長会議、あるいは福井先生 の
ところの協議会 につ ながるパ イプを作 ってい き、それで共通カリキュラムに加えるのか、別の
物 を作 るのか とい うことは私 はちよつとよ くわか りません。けれ ども、ここで共通 カリキュラ
ムを補強 して集中治療の専門家か ら見たら研修時代 にもうち ょっとここを強 く補 っておいてほ
しい とい うものがそ こに結 び付けば、 この協議会でエ ネルギー を使 って作 る意味があるん じゃ
ないか とい うふ うに思 い まして作 ってみま した。それが一点。二点 目はお手許 の資料 の 1ペ ー
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ジ ロの 3番 目の段落に書 いてあるんですけ ど、集中治療部 の対象疾患、病態カリト常 に大学 ごと
に異なってい るだろ うと思 われます。術後 の患者が多 いところ、それ も′
さ臓外科が多い ところ、
あるいは救急が多い ところ、 コロナリーカ'多 い ところ。ですか らミニマム リクワイアメ ン トと
い う言葉が この協議会 で も今 まで出て きているんですけ ど、あま り疾患 を特定 した り細かい と
こに立ち入 り,う ちではそうい う症例 はない とい う議論 を始めます と、 ぐちゃぐちゃになって
しまうと思 うんです。 しか しなが らやっば り人工呼吸 はキチ ンとで きるとかですね、ベースの
部分 とい うのはどうい う対象疾患 が何であろ うとベースの部分 とい うのはおそらくあって、皆
さんそうい う意味で今 までいわれて きて るんではないか と思 い ます。また、各論 に入 ります と
いろいろ御意見がいろいろだとは思 うんですけ ども、そうい う呼吸循環患者 を中心 とした重症
患者管理学の ミニマム リクワイアメン トで 3カ 月の研修で、何 をで きて何 を見て何 を知 ってい
るか とい うことを一応 目指 して作るのが いいの じゃないかなとい うふ うに思 い ます 。それか ら
三点 目ですけど、カリキュラムには必ず評価があってフイー ドバ ックがあ って、そのため にカ
リキュラムを作 るのであ りますけれども、 この協議会 でその評価基準 まで作 ることがふ さわ し
いか どうかち ょっとよ くわか りません。あ くまで各病院で研修 カ リキュラムとい うのが動 くわ
けで して、病院の中であるか らこそ フイー ドバ ックがかかって次 の年 にもっといい ものがで き
るとい うのが あるんだと思 うのですが、 この場 でその作業が本当にで きるのか、あるいはふ さ
わ しいのか どうか とい うのは また皆 さんの御意見 をお伺 い しない といけない と思 い ます。それ
か ら 4番 目に卒前の学生教育なんですけれども、 これは本当にこうい うかたちで作 るのが正 し
いのか どうか、予備校 ではないわけですか ら、決まったことを全部教え込むとい うのが本当に
大学 の講義で正 しいのか どうかとい うのは、協議会 の流れを見 ましてもちょっと賛否両論ある
みたい なところ もあ ります。僕 自身も研修医の方 を先 に作 りまして、同 じ項 目の技術 のところ
を知識みたい なかたちで、 と りあえず作 ってはみたんですけれ ども、あまりふ さわ しいのか ど
うか よ くわか らないわけで、これはまた御意見 をお伺 い したい とそうい うふ うに思っています。
したがい まして 2ペ ージか ら 6ペ ージまでに一応試案 を作 って参 りました。 7ペ ージ以下 は一
応、学生の為 の もの として作 りましたけれ ども、 これは僕 自身本当にいいのか どうか よ くわか
りません。そういったところです。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。先程、高見係長 もお っ しゃい ましたが 、や は リスクラップ
ア ン ドビル ドつ まり改組再編 とい うことが大切 だと思 い ます し、今後 ICUは どうあるべ きか、
や つぱ りこれは全 国の皆 さんの英知 を集めない といけない と思 い ます 。そ この 中で教育 のカ リ
キュラムの整備 をし、 ICuは どうあるべ きか、国立大学ではどうあ るべ きか、資源を有効 に
利用 して、人的パ ワー を有効 に利用す るために もこの教育 カ リキュラムの整備 とい うのは非常
に大切ではないか と思 い ます。武澤先生、 これについて何か コメン トござい ませんか。
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武澤 (名 古屋大学 )
多岐 にわたって網羅的に書かれてあって非常にいい と思 うんですが 、実 は去年 ですか、 ヨー
ロ ッパ の ICU学 会 で卒後臨床研修 とい うんですかね、卒後 の レジネ ン ト教育プログラムがで
きたんです よね。 これはオックスフォー ドの教育学 をやっている人間を間に入れて、それで ヨー
ロ ッパ の ICUを や っている人達が 3年 位かけて作 ったプログラムなんです よ。 CD―

ROM

で 出来上が っていて、実物 は見 てい ないんですけれ ども、いろいろその話 を聞 くとかな りいい
とい うことで、で きればそれを組織的に購入 して、それ を参考 にしつつ我 が国の実情 にあった
そうい う卒後臨床研修プログラムですか、それを作 ってい ったらいいん じゃないかなと思 うん
ですけ ど、一 回参考 に手 に入れられたらいいん じゃないか と思 い ます 。ブカーデイー とい う ド
イツの先生の ところで最初 に教育 プログラム を作 るとい う話が出て、それで彼が去年、た しか
会長 だったと思 うんですけ ど、その時 に出来上がったとい うことだと思 い ます。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。

前川 (山 口大学 )
山口大学の前川 です。
実 は全 国国立大学病院長会議 の下 の組織 で卒後研修 のプ ログラム を文
部科学省 の方で作 るとい うことで京都大学 の福井先生が中心になってやっていて、そのメンバー
には入つてい ます。平成16年 度か らスター トす るので早 く作 らない とい けない とい うことで
10月

か ら毎月 1回 会議をや ってお りま して、 3月 までに作 るとい う話 になってい ます。集中治

療的な何かを入れる とい うことで したら、ひな型を作 っていただいてお りますので、それを皆
さんが いい とい うことであれば、この協議会か ら入れてほ しい と言 っていただいた方が良 い と
思 い ます 。もちろん私 の言 える範囲では言 ってお きますけど、他 の組織か らきているものと し
て、
病理学会か らきているようです。ですか らやは り個人的に言 うよ りは、この協議会 で言 った
方が いい と思 い ます。また、早 くしない と間に合わない とい うこと、それか らこれは法律化 さ
れたわけですか ら、 どうして もや らない といけないわけです。
基本的には厚生労働省 の もので、
国立大学 の附属病院 はこれか ら一応はずれてい るとの ことですが、文部科学省 の方で も大学の
附属病院で基本的に卒後臨床研修をやるとい うことで した。この間も課長補佐 さんが来 られて、
卒後臨床研修は独 自にやるということを言 っているので、法律からははず れてはい ますが、国
立大学病院の方が キチ ッと卒後臨床研修 をや らない とやは り問題があ ります。とにか くいい プ
ログラム を作 るように と言 われました。全国的に共通 のカリキュラムで ミニマム リクワイアメ
ン トをキチ ッと作 り、それか ら各大学 の附属病院でプラスアルファをしてやってい くとい う形
になると思い ます。以上です。
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議

長

どうもあ りが とうござい ました。何 か質問はござい ませんか。

稲葉 (金 沢大学 )
金沢大学の稲葉ですけ ど、全国国立大学共通臨床研修 カリキュ ラムの中に集中治療 の部分 に
該当す る、 または、
集中治療 で研修 した方が いい部分 はどの程度含 まれてい るのか教 えてい た
だければあ りが たいのですが。

武澤 (名 古屋大学 )
それがまだ基本的な ところがなかなか煮詰 まって こないんですけれ ども、一応ベース になる
のは平成10年 度ですね、各大学 に配 ってあ りますあれがベースにな ります。それを見 られて山
野上先生がおっ しゃったように集中治療 の部分が欠けているとい うのが事実 だと思 い ます し、
ですか らそ この部分 はどちらか とい うと各疾患 の個 々の疾患 じゃな くて、病態 とか治療 とかそ
うい う部分 だ と思い ます。ですか ら全体を集めてきてい ろんな、例 えばそれぞれの疾患 で も病
態 としては同 じような部分がある と思い ますか ら、そうい うのを全部合 わせてきてやるとい う
かたちなので ICUの 部分 は今言 ったように、多分病態 をキチ ッと把握す るとい うところと、
あ る部分の治療 ですね、竹田先生お っ しゃったように呼吸 の部分 とかそ うい うかたちの ものに
なると思い ます。
話 を戻 しちゃうとい うようなかたちになるか もしれませんが、 2年 間 とい う中ではた して集
中治療研修 を 2年 間初期研修 のかたちでやるべ きなのか とい うと、 2年 間の初期研修 の全 身的
な意識の視点か らすると少 し過密 であ り、もっと他のことをやった方がいい とい う意見 も当然
出て きたんです よ。

前川 (山 口大学 )
山口大学 の前川ですけれ ども、それも含めまして、ですか らあまり盛 り沢山になって実際 の
ことがで きないのは困るとい うことで、最低限 これだけのことはや ってほ しい とい うのが全 国
の共通 カリキ ュラムで、それで ミニマム リクワイアメ ン トとい うかたちなんですね。ですか ら
基本的には内科、外科、それか ら救急 もしくは麻酔それ と産婦人科 と小児科 です。この 中で産
婦人科、月ヽ
児科 の部分 はまだデイスカッシ ョン してい るところです。ですか ら非常に範囲が広
いので、その中で どこまで折 り込 むか とい うことです。ですか らあまり盛 り沢山にす るよ りは、
昔 のイ ンター ンを経験
最低限で皆 さんが実行で きる とい うかたちの ものの方が良いわけです。
されてい る先生は、 この中ではそんなに多 くはない と思 い ますけれ ども、うやむやになるより
指
は、最低限 これだけは研修で きるとい うかたちのものです。それと今 回ち よっ と違 うのは、
導す る側 にもチ ェックが入るとい うことです。
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議 長
どうもあ りが とうござい ました。それではこの教育 カリキュラムについては、 もうしばらく
時間をかけてやるべ き仕事だろうと思 い ますので、経過報告 をいただいたとい うことにしたい
と思 い ます。それでは次 に ICU機 能評価 プロジェク トについて名古屋大学 の方から御説明を
お願 いいた します。

武澤 (名 古屋大学 )
平成11年 度 の文部省パ イロ ッ ト事業 の経過説明 をさせ てい ただ きたい と思 い ます 。それで

ICU機 能評価 モデルをどうして文部科学省 に要求 したか とい うことですが、基本的な位置づ
け としては国立大学病院 ICUの システム改善のためにこうい う評価 モデルが必要 だとい う観
点にたちます。それで二般的に機能評価、つ ま リシステム全体 の評価 の原則 とい うのは、一般
的には 3つ の構造 にわかれている。一つは人員の問題、構造的な問題、それか らプロセスの間
題、それからアウ トカムの問題。特 にアウ トカムは リス クアジャステイ ドアウ トカムと言 い ま
してリスクで調整 された、患者転帰 とい うことにな りますが、その転帰 の中にはここに書 いて
あ ります ように生命予後、それか ら在院、在室期間、 日数、それから医療費 、患者 の満足度、
合併症、特に院内感染 とか医療事故 とい うのがあ りますけ ど、それはリスクでちゃんとアジ ャ
ス トされて評価 されます。特 に構造評価、 これは人員が何人 とか組織 とか医師決定の問題です
け ど、 これに関 しては、今 回問題にしないこととします。それか らプロセス に関 してもいろい
ろ時間的なファクターがあ りますけ ど、 これは一切問題 にしない とい うことで、原則 はこの リ
ス クアジャステイ ドアウ トカムで もって ICu全 体 のシステム評価 をするとい う観点 にな りま
す。それで一般的にですね、 ICU機 能あるいは ICUの システムパ フォーマ ンスの改善策 と
い うことを考える時に二つ に分かれます。一つは治療内容 の標準化、治療全体 の標準化、それ
か ら二つ 日は評価です。標準化 と評価 とい うのはシステム改善の合言葉になるわけですが、そ
の標準化を図るためには一般的にガイ ドライ ンとかクリテイカルバ ス とかがつかわれています。
今回はそ こに踏み込 まない とい うことで二つ 目の評価 とい うことに入ってい きます。評価は一
般的には治療成績、それか らテクノロジーアジスメン トとい うものの考え方をす るわけですが、
その評価 の中には一番最初 に書 いてます ように、患者 の転帰 の改善 だと、 これは生命予後 の改
善、合併症 の低下、それから 2番 目には コス トの適正化、 3番 目は患者、特 に従業員、我 々医
師、看護婦 の満足度 です。それか らもう一つ 4つ 目に大事なことはです ね、評価 の大事 なこと
は新 しい治療法の開発 をしたらその評価 をすること。それか ら無効な治療法 に関 しても評価 を
してやること、 この 4つ のことが評価 とい う観点か ら大事 になってきます。それで ICU機 能
評価 の概要ですが、まず疾患名をちゃんとす るとい うことで、 I C D10、 準拠 ABC分 類、厚
生省 のABC分 類 を使 っているわけですが 、将来的には I C D10の

CMを 使お うと考えてい ま

す。それか ら ICUに 入 って くる患者 さんはケース ミックスでいろんなバ ラエ テイに富 む患者
さんが入ってきますので、
それを標準化 しなければならない とい うことで 、今 回はアパ ッチ Ⅱ
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を使 ってお ります。それか ら評価項 目は先程 申 し上 げ ま した よ うに、患者転帰 に関 しては標 準
予測死 亡 率 に対 して実際 に患者が何 人死 んだか とい う、 そ うい う標 準 化
化死 亡 率 とい う予測 、
死 亡 率 とい うもの を使 い ます 。そ れか ら疾患 別 、重症度別 の 医療費、それか ら在 院 日数等 を考
える。今 までの経過 をち ょっ と簡単 に説明 させ て下 さい :ま ず平成 11年 1月 に、本協議会 にお
い て機 能評価委員会 によるデ ー タベ ース 、機 能評価が承認 され ま した。平成 11年 の 4月 に文部
省 パ イ ロ ッ ト事業 に申請 し許可 を して い ただ きま した。それか ら平成 12年 の 2月 にデ ー タベ ー
スの概要及 び解析評価法が確定 し、平成 12年 の 4月 か ら 6月 までは入力 の施行 を、先程 一番最
初 に伝 えたのは参加施設 に ご協 力 い ただ い て行 い ま した。機 能評価 の全体が 出来上が った段 階
でそれ を厚 生 労働省 の 院内感染 サ ーベ ラ ンスの 中に組 み込み ま した。 これは一 応文部科学省 と
厚 生 労働省 の担 当官 の御了解 とい うか協 議 を経 てそ うい うかたちにな りま した。一 方 で は平成
12年 の12月 、国立大学病 院感染対策協議会 がで きま して、そ こで

ICUサ ーベ ラ ンス に国立大

学が積極 的 に参加す る と、 ここ には もちろん機 能評価 も含 まれて い ます 。 とい う こ とが 決定 さ
れ ま した。それで平成 12年 の 7月 か ら現在 まで は国立 大学 の ICU部 門 の機 能評価 の分析 を厚
生 労働省 の 院内感染 サ ーベ ラ ンスの 中か ら切 りわ けて もらって 、今 それ の評価 を行 っている と
ころで す 。 また、現在 7月 か らの 3カ 月デ ー タを解析 して い る最 中な んで す け ど、残念 なが ら
まだで きあが ってい ませ ん 。 2月 の終 わ りに はで きあが ります ので 、参加 して い ただ い て い る
大学 の先 生方 には 3月 ぐらい には 3カ 月分 のデ ー タをお 届 けす ることがで きます 。後 は 1年 分
のデ ー タが これか ら永続的 に出て くる とい うこ とにな ります。厚生労働省 の ICU感 染サ ーベ
イラ ンス に参加 して い るの は、国立 大学 の ICUは 17、 最初 は22の 施設が 申 し込み ま した 。現
在 は17で す。 ICUの 全 国 の参加施設 が現在 、 117施 設 とい うこ とになって い ます 。 この 17施
設 を 2月 の段 階 で切 りわ け を して い ただい て 、そ れで国立大学 の全 体 の平均値 を出そ う と思 つ
て い ます 。そ れで どんなのがで るか とい う例 をち ょっ と示 しますが、 これは人工呼吸学会が出
したデ ー タですが、 1年 間 の

ICUで 人工 呼吸症例5,738例 を対 象 にい ろ い ろ検 討 しま した。

ここ に書 い て ますが 、予測死 亡 率 27.5パ ーセ ン トで 院内死 亡 率 、実際死 んだの は 20.9パ ー セ ン
ト、つ ま リアメ リカ よ りも日本 の ICUは 治療成績が いい とい うことです 。そ れか ら ICU内
死亡率 は13.4パ ーセ ン ト、平均在 院 日数 が 55日 と極 め て 長 い の と、 ICUの 平均 在 院 日数が
5.7日

、平均 人工 呼吸 日数が3.1日 とい う ことで す。入室患者 はこの よ うに手術 とか 入 って くる

のが 多 い とい う ことにな ります 。年令分布 もこの よ うに出す ことがで きます。それか ら ICU
在室 日数 も 3日 ぐらいが多 い んですかね。それ か らアパ ッチス コ ア に よる分類 は5,738例 を対
象 にす る とこ うい う分類 にな ります 。そ れか ら予測死亡率 と実死 亡 率 、 これは大事 で す け ど、
黄色 が 予測死 亡 率 、つ ま リア メ リカの ICUだ った らこの ぐらい死 にます よと、横軸 が重症 度
です け ど、縦軸 が実際 に死 んだ患者 のパ ーセ ン トとい う ことにな ります 。 グ リー ンの軸 が実際
に 日本 の ICUの 5,738症 例 のデ ー タです け ど、ア メ リカで 予 測 した死 亡 率 よ りも日本 の患 者
の死亡率 の方が低 くな ってい ます。 です か ら トー タルで いい ます と 日本 の ICUは アメ リカの

ICUよ

りも治療成績 はいい とい う ことに な ります。 これは この アパ ッチ Ⅱス コアが どれ ぐら
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いちゃん と判別 しているか とい うことでこの ROCカ ーブとい うんですが、カーブの下の方が
0.8何 パーセン トとい うことで極 めていい識別関数 で ある、識別が で きて い るとい う ことがで

きます。それ とアパ ッチ Ⅱは日本 の ICU患 者 に対 して も非常によく識別をすること、つ ま り
予測死亡 、死ぬか死なないか とい う予測 に関 して高 い識別能力 をもっていると思 い ます 。例 え
ばその中で ARDS、 あるいは心臓疾患 とか脳外 の疾患 とか食道癌 とかそうい うのは全部分け
て、切 り出してそれを比較す ることがで きます。つ まり日本全体の、日本の国立大学病院の平
均値 も出ます し、私達の名古屋大学 とも比較す ることがで きます。例 えばARDSを みます と、
298例 で予測死亡率 は49.5パ ーセン トですが病院内の実死亡率 は61.9パ ーセ ン トとい うことで 、

ARDSの

治療 に関 しては日本 の ICUは あまり上手 じゃない と思 われます。 ICUの 死亡率

は84.4パ ーセ ン ト、在院日数 は12.9日 であ り、在院 日数が67.4日 です。それでアパ ッチス コア
で分類す ると、15か ら20点 ぐらいが多 いこと。 これを見ていただ くと黄色が予測死亡率ですが、
実際に日本のARDS患 者 に関 しては青 くなってい ます。つ まりARDSに 関 しては予測 した
よ りも沢山の患者が死 んでい るとい うことです。従 って先程言 い ましたようにどうもARDS
の治療 は日本では上手 じゃない とい うことにな ります。 これを全部施設 間比較をしてみますが、
先程申しました SMRと 言 い ますが、予測死亡率分 の実死亡率が 1よ り多い と沢山死んでいる。
1よ り少ない と予測 よ りも死 んでないとい うことで対象施設をプロ ッ トしてみます。そ うす る

とこうい う図にな ります。45度 はアメリカと一緒です。日本 の治療成績 は、治療 はその45度 線
よ り下にな ります。 ところ力Ч5度 の線 よ りも高い施設 もあるわけですね。つ まり名前 は出せ ま
せんが、 こうい う施設があるわけです。 これは日本全体 の曲線 ですが、 これよ り上の施設はど
うして も治療成績が悪 いこととな ります じ、 これよりも下の方は治療成績がいい とい うことに
な ります。 このように疾患 によつて もあるいは疾患別に、全体においても、 こうい う施設間の
比較 、平均値 を出 して施設間の比較がで きるとい うことにな ります。今後 の展望ですが、平均
値 を出す、つ まリベ ンチマーキ ングを出す とい うことと施設間比較 をする、それか ら国立大学
病院群 として他 の私立大学、あるいは他の一般病院 との区別化をで きれば行いたい と思い ます。
特 にそれは疾患別、治療法別 とい うことでや りたい と思 い ます 。
それか らもう一つ残 っている
ことはシステム改善で標準化 の取 り組みがぜんぜん遅れてい ることであ り、特に診療 ガイ ドラ
イ ンを作 らない といけないだろうと思います。それから感染対策ガイ ドライン、これも後でちょっ
と皆 さんに提言 をして ご意見 いただ きたい んですが、先程、一番最初に問題にあ りました医療
事故の防止 のガイ ドライ ン、 これが全 くで きていないこ とです。それか ら治療法の標準化 をす
る時 に一番大事 なEBMを 推進す ることが あ り、 この標準化に向けての取 り組みが まだ日本で
はぜんぜん遅れてい ると思われます。院内感染 を起 こせば どれだけ大変なことが起 こるか とい
うことで、去年皆 さんにご紹介 したか もしれませんが 、 これは ICUに 1カ 月間入院 した全て
の患者、全部で 9施 設で したかね、 9施 設 の 1カ 月のデー タを全部集 めました。それで ここで
注 目して欲 しいのは予測死亡率が、全症例 で予測死亡率が 17.7パ ーセ ン トですが、実際 には
23.3パ ーセン ト、 この間 はどうも死亡率高 くてよくない わけですけ ど、その次 の 2段 日、入室

一‑16‑―

前感染症 と、つ まり ICUに 入 つて来 る前 に既 に感染症 を起 こ して入 つて きます と、予測死亡
率が27.9パ ーセン トになる、 ところが これを病院内でフォローアップしてみます と50パ ーセ ン
ト死 ん じゃうんです ね。その下 の段 ですが ICUに 入 って感染 します と、予測死亡率が20パ ー
セン トですけれども、病院の中で42.9パ ーセン ト、つまりICUを 経過する中で何 らかのかたちで
感染が絡みます と43パ ーセン トか ら50パ ーセン トの患者が病院で死 んで しまうということです。
これはNNIS/CDCと

本邦 の比較 をしてい るわけですが、上の段 はアメリカ、下 の段 は

日本です。そうす ると尿路感染 に関 してはアメ リカが圧倒的に多いことや、人工呼吸関連肺炎
に関 しては日本 とアメリカでは殆 ど変 わらないこ と、血流感染 に関 しては日本 の方がいい とい
うデー タが今回、出て きてい ます。ですけ どこれは試行 でやつた 1カ 月 ぐらいのデー タです の
で大 きなことはまだ言 えませんが、 1年 とか 2年 とい うデー タを加えていけばアメリカとの比
較、あ るいは最近で きたオランダとの比較 もで きます。 これは症例数が少ないけれ ども、47例
で全部 の症例 の中でお金の請求が とれた ものです 。保険診療請求 のとれた ものに関 しては平均
が155万 で したけど院内感染症例 は 3例 しか保険診療請求が とれませんで したけど、242万 とい
うことで院内感染 を起 こす と1.5倍 に診療請求が上が ります。文部科学省 に とつては きっ とう
れ しいんで しょうけど厚生労働省 にとつては困るとい うことであ ります。それで国立大学病院
の先程言 い ました ICU教 育の中に感染対策 の指針 をつ くる委員会 を作 ったらどうで しょうか、
とい うのが私 の提案です。枠組 み としては、まず この 中に ICUの 感染対策の指針 を策定す る
委員会 を設立することが考えられます。それで実 は、国立大学の感染対策協議会 のガイ ドライ
ン策定作業部会 とい うのがあって、 これは京都大学の一 山教授がや ってい ることです力'、 そ こ
の感染対策の指針 をつ くれないか というお話がきてい ます。
の方か らですね、で きたらば部門号り
もしそれにこたえるかたちがで きるのであれば、共同で ICUに 関す る国立大学 を中心 とした
感染対策 のガイ ドライ ンを作 ったらどうで しょうとい うことです。それがで きた段階で関連学
会、特 に ICU学 会、環境感染学会 とか感染症学会 とか との調整 を図つて、最終的 には統一の
ガイ ドライ ンを制定す るとい うかたちにもっていけないかなとい うふ うに思ってい ます 。日本
の国の中にガイ ドライ ンが 5つ も6つ もあ るとい うのはこれはぶざまなことです ので、最終的
に一つのガイ ドライ ンにで きる ように、一番最初 に ICUの 協議会か ら案 を出 して、それで各
関係機関 と調整 をもちなが ら統一的なガイ ドライ ンの作成 をみつ けたらどうかなとい うふ うに
思 ってお ります。以上です。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。教育 に続 きまして機能評価 とい うことは、非常 に大切な こ
とだろ うと思 い ます。 これを行 うには大変 なエ ネルギーが い りまして皆様 の協力なしにはで き
ない とい うことでござい ます し、全国の ICU全 てでやろ うとい うことになるとなかなか大変
なことだろ うとは思 い ますけれども、 この努力をですね、是非認 めていただきたい とい うふ う
に思 い ます。何か武澤先生に御質問 ござい ませんか。
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前川 (山 口大学 )
山口大学 の前川です。
先程、文部科学省 の高見係長 さんの方か ら経営管理指標 とい うのが あ
るとおっ しゃられました。経営管理 です ね。ゃ は りこうい うことをやってい く上では今 の状況
で どれ くらいのお金 を使って どうなっているか とい うことをはっき りと出 しておいて、それで
実際に色 々な ことをやっていって、これだけは改善で きた とす る必要があ ります。
要す るに無駄
なお金 も使わなくて済 むといったような、そうい うもの も出 してい って 、
最終的にはこれだ け
のことをやっているのだか ら文部科学省 の中の人の動か し方 を考えてい ただ き、人をつ け て欲
しい と言 うべ きです。
大学病院 とい うのはけっこう実稼働 してい ます よね 。 こん な ことを言 う
と申し訳 ないのですが、例 えば文化系 の先生方 と私達、医師が働 いている時間が基本的に違 う
ので、そうい うこともキチ ッと出 していかなければい けない と思 い ます 。いい機会 です か らこ
のように改善 して、 これだけの効果があったとい うことをやは り出してい くのがいい と思 い ま
す。そうい う具体的な数字 を出せれば、人をこちらにまわ して欲 しい と言 える と思 い ます。し
か し、やは り何 か実際にこのデータを作 るのは非常に大変です。若い先生達に頼むわけですけ
れども、ものす ごいエ ネルギーがいって、本当に大変なんです。
実際 に効果 が ない と して も、
これだけのことをや っているんだとい う評価 をしていただきたいですね。

武澤 (名 古屋大学 )
そうですね、大変重要な ことだと思 い ます 。先生 、それで経営管理指標 とい うのを見 られた
ことはあ りますか。各個別の放射線部 だとか理学療法部 だとかそういった部門の指標 もあるん
ですが、集中治療部 とい うのが ないんで、そ こまでですね。だか ら実際に集中治療部 って横断
的な全体の付加地位だと思 うまで、個別にはなか なか難 しいんですけ ど、そ こに入った患者 さ
んの ICUで いる間の保険点数の計算 をコンピュー ターで簡単 にで きますか ら、そ うい うや り
方で もで きます し、今 の感染云 々、評価云 々とい うところで どうい う計算がで きるかわか りま
せんが 、殆 どのデー タが コンピュー ターに入ってますか ら、それをどう抽出 して くるかの違 い
だと思 うんですね。今 はそれは各診療科 の点数になってい ると思 うんです よね。実際に集中治
療部での治療 であるとか処置、手術 です ね、そ こでの点数だとは思うんですが、患者さんにとっ
てはその診療科 といい ますか、全体の ものだと思い ますので、い うなれば大学全体の話 とい う
かたちで今 は続けているんですけ ど。

前川 (山 口大学 )
私達 の ところ も毎月、病院運営審議会 が ござい ますので、それで各診療科 の千円単位 までの
デー タが 出て きます。それプラス別枠 で集中治療部 とか救急部 とか、そうい う中央診療部門の
診療金額が出る ようにしてい ます。
後者 はオーバーラップしてい ますが、
別枠 に出す ことは可 能
です ので、そうい う対応 の仕方 はで きる と思 い ます。
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武澤 (名 古屋大学 )
名古屋大学 の武澤ですけ ど、経営管理指標 をもちろん私達 も見せて もらったんですが、あれ
は基本的 に文部科学省が俯跛す る管理指標 で、各大学 の運営 とか経営に関す る経営指標 は全体
的にしか出て こないんです よね。各大学が どうい うふ うにやろ うと思 うか とい うと、それぞれ
の部署別に一人 の人間がい つたい何処 で何 をやって、 どれだけ稼 いだか とい うデー タが欲 しい
わけです よね。そのデータが とれるように工夫 されてない ようです。ですか らおそらく今後、
それぞれの病院が第何次かの電算 のシステムを改善す ると思 うんですが、その時 に必ず誰が何
時何処で何 をしたか とい うことがわか り、必ずその結果、患者 はどうなったか とい うデー タが
とれるような電算 の仕組みがない といけ ません。あれだけでは文部科学省 の経営、 ようす るに
全体をみまわすためにはいいか もしれませんけ ど、 とてもじゃないけ ど個別の病院の経営改善
がで きません し、で きるのはせ いぜ い力
贋位 で もって うちは何番 目だとい うかたち しかで きない
のではないで しょうか。それか らついでに申し上 げますけ ど、独立行政法人化の中で、いつで
も附属病院 とい うのがつ んぼさじきなんです よね。附属病院が独立行政法人化の中にはいろん
な権限、唯一のお金 を儲 けている場所 なのにね、全 く発言権がない と思 い ます。いったい独立
行政法人の中にいつたい どこにいるのか とい うことが見 えません。ICUも つ んぼさ じきなん
です よね、実 を言 うと病院の中では。 ICUだ っておそらく人手はかかっているけ どお金はちゃ
んと儲 けてい るんです よね。だからそ うい う発言権 を皆 さんに与えてあげれるような、そうい
うふ うに側面か ら援助 していただけないか とい うことです。

高見係長 (文 部科学省 )
最初 の経営管理指標 の関係 ですが 、た しかに文部科学省 も参考にしてい ます。ですが、一番
の 目的は各大学が どうい う状況なのか、他 と比べ てです ね、まずそれを知 っていただ くべ きも
ので、自分 の ところで じゃあどうしようか と、問題点見つ けて洗 い出 して、 じゃあどうい うふ
うに改善す るか とい うふ うにしてもらうための ものなんです よ。確 かに私共 の方 も参考 にさせ
てもらってい ます。そういったものです。うちが全部あれを作 ってや っているとい うもの じゃ
なくて、大学 でまず見 て もらう、自分 の足元 を見ていただ くといい ますか、そ うい うふ うに参
考 にしていただ くとい うものです。それと情報の関係 もですね、やって もらったらいいんです。
大学で出 して もらっていいです し、医療情報部 の方 々にご意見 を出 してもらっていいんです。
どんどん進 めて もらってけっこうです。うちでダメだダメだとか言 ってい ることはないです。
先生の方でこうい うこともしたい、ああい うこともしたい とい う意見 を言 うべ きだと思 い ます
し、言 って もらっている ものだと思 ってました。今 回 も名古屋大学で増強をされます電算機 に
ついて、その 中のいろんなシステムが沢山入 って ますけども、経営改善 とい う中身も盛 り込ま
れていたと思 い ます 。電算機 については、 こちらの方で基本的にあれや って下 さい、これやっ
て下 さい とい う話 はしてい ません。大学 の方か らあれや りたい、 これや りたい、今 のままの予
算、借料 ではや りませんと。ついては更 にこうい うこともや りたいのでお金が足 らない、支障
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がでると、患者 さんも困る、先生方 も困る、それでさらに増強の金額が何 とかなりませんかね、
とい うかたちで もってこられて ます。それでこちらの方 もで きるだけ協力 しましょうとい うス
タ ンス をとってい ますので、基本的には大学独 自で考 えられたものが うちの方 にあがってきて
い るとい うスタンス になってい ます 。医療情報 の開示では。次 に独法化の ところで したね。意
見 を聞かれてないん じゃないか とい う話 なんですが、文部科学省 の中で医学教育課の話が、例
えば高等局の 中で意見聞かれてないか とい うとそんな ことはないですね。 もちろん大学課の中
で 中心 になってですね、言 うべ きところは言 って、受けれ るところは受け入れていかなければ
ならない とい うふ うに思ってい ます 。ただ我 々 もですね、国立学校の中で唯一収入をあげてい
るところです。ですか ら先生方 とか病院で働 く方 々、皆 さんですね、頑張 って もらっていると
い う認識があ ります ので、そ こは我 々 も医学教育課の方 も言 うべ き時には言 ってはい ます。文
部科学省ではですね。ただ大学 の方 で どうい うふ うなかたちでつ まはじきと言いますか、ちょっ
とそ こ らへ んよ くわか らないんですけ ど、もちろん言 える体制になっているはず だと思 ってい
るんですけ ど、それで言えない とい うのはどこか、本当に全大学がそうい うことをおっ しゃる
のか、本当に42の 大学 の皆 さんがですね、おっ しゃるのかわか りませんけ ど、なおかつ ICU
もそうだとおっしゃってましたけ ど、本当にそ うなんで しょうか。私はそうは思 って ないんで
すけ ど。 こうい うふ うに先程 の研修 だとかプログラムだとか評価 だとか積極的 に進め られてい
るんですか ら、どんどん こうい うことやってい る、ああい うことや っていると、 こうい うのを
考えましたとい うのをアピール されたら私はいいか と思 うんです liど 。

武澤 (名 古屋大学 )
独立行政法人化の 中では意志決定 のシステムの中に大学病院附属病院長 とい うのはいったい
どこにいるのか と、そのへ んがす ご く心配だなと思ってい るんです。おそ らく評議会かなんか
でつ くるんだと思 うんですが、そ この 中には学部長みたいな人は入ってい るけ ど附属病院長 つ
て入 ってないん じゃないですか。今、おそ らく法律化 しようと,し てい るものは、おそ らく入 っ
てないん じゃないか と思 うので、そ こに入れて下 さい と、附属病院長 も医学部長 と同 じレベ ル
でね、お金 を稼 いでいるんだか ら入れて くれるように側方支援 をしていただけませんか とい う
お願 い なんです。

高見係長 (文 部科学省 )
今、 ここで「はいわか りました」 とは言えないんですが、ただ私 も勉強不足 で本当に大学 の
中で も病院の存在 とい うのは大 きい と思 うんです よね。 もちろん唯一 、収入 を上 げられるとこ
ろです し、そういったところ力'先 生がおっしゃるような意見 を出せないとい うような組織 と言
い ますか、評議会 といい ますかね、そうい うふ うなスタンスになってい ないん じゃないかなと
思 うんです。ち ょっと私 も勉強不足で申 し訳ないんですが、 これか ら勉強させていただきます。
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議

長

どうも貴重 な御意見あ りが とうござい ました。

平澤 (千 葉大学 )
千葉大 の平澤ですが、一つ先程 の経営 の指標 に関する ことなんですが、千葉大では経費率 と
い うのを出 してお ります。それはレセプ トの100点 を稼 ぐのに材料費 と医薬品 に何点 かかった
か とい う数字で して、毎月毎月の会議 に出て くるんですが、それに関 しては ICUの 先生方 は
かな り真剣 になさった方がいいん じゃないか とい う印象 を私は持 ってお ります。それ は精神科
や耳鼻科が非常にその経費率 が低 くてよ く稼 い で い るよ うな感 じで 、 ICUは 下手 をす る と

100点 を稼 ぐのに100点 の材料費がかかっているような数字 しか出て こない時があ りまして、
今後、
各大学病院でこのような指数 を出す ようになったら真剣 になさった方が いい のではない
かなと思 い ます 。それから 2点 目は(大 学 の先生方が何 を何処 で どれ くらい稼 いでいるか とい
う事 に関 してたぶん、高見係長 も認識 してい らっ しゃる と思 うんです が 、千葉大学 で今年度

2億 ぐらいのお金を文部科学省 か らもらい まして、野村総研 と一緒に経費分析 のプロジェク ト
をやってお ります。 これも非常 に面倒 くさくて僕等 は大変 だったんですが、それが野村総研 の
方で集計 を出 して くれてお りますので、千葉大学 においては研修医か ら教授 まで全てが何 にど
の くらいの時間をさいてい るか、そ してその間 にどうい う働 きをしてどうい うお金を稼 いだか
とい うのが 出て くるようになってい ます。
将来、その結果が ファイナルな レポー トとして出され
ると思 い ますので、それを参考にしていただければ少 しはわかるのではないかなと思い ます。
で もこれ もなかなか厳 しい ところがあって意外 に患者 さんを診てないで、他 の学会 の仕事 とか
いろんなことを行 っているのがかえつてわかるようなことがあ ります。それを見 ていただけれ
ば参考 になると思ってお ります。以上 です。

議

長

レポー トが出たら、我 々にも示 していただけたらと思 い ます。皆で共通の問題 として考える
ことがで きればよい と思 い ます。資料がない と、なかなか議論がで きませんので是非、野村総
研等 の資料が出ましたら、また ICU関 係で参考 になるものがあ りました ら教えていただ き、
それを参考に していい方向に進みたい と思い ますので よろ しくお願い します。

大谷 (広 島大学 )
広島大学 の大谷ですけ ども、先程、武澤先生が文部科学省 の方に言われました、大学病院云々
の話ですが 、大学病院 とい うのは大学 の中で非常に特殊 なところがあ って、今 まではあま り大
学病院、大学病院って、言 ってこな くてもよかった し、なかなか組織の中に言 う立場 として組
み込まれてい ない とい うことを多分、武澤先生はおっ しゃりたかったことと思 い ます。そうい
う意味で確 かにちよっと遠 い ところにい るような感 じを私 も受けます。ですか ら多分、医学部
の中では医学部長が代表 して全てされる とい うこともあって、大学病院の病院長 は、もちろん
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出席 されるところもあるで しょうが、ちょっと距離があるとい うか、組織の中に必ず しも組み
込まれていない ところもあるのかなと、はっきり確かめたわけではあ りませんけれ ども、そう
い う印象を私 も実は もってお ります。これはまた文部科学省の方で御努力いただけるところは
お願い し、或いは大学の中で解決で きるものかもしれません。
高見係長 (文 部科学省)
じゃあ一言、先程の野村総研の話、あれはそうなんです。千葉大学の方 に野村総研、御存知
のようにシンクタンクを利用 して経営分析の関係をお願い して整理 してお ります。それは何故
かと言います と、総務庁の方から行政勧告 とい うことでいろいろ資料出て きて先生方 もう見飽
きたとおっ しゃると思 うんですけど、その中に大学病院は教育・研究・診療をやっていて、三
位一体ですからもちろん普通の一般の病院 と違 うわけです。診療だけ じゃないから。教育 。研
究を病院でやっています。これはもう永年の課題なんですが、わけられないんです。例えば診
療で100億 儲けたとか、教育・研究で赤字が10億 あ ります とか、そうい うふ うにわけられない
んです。三位一体 として、学部学生 も研修 している研修医の方々 も指導 されている先生方も効
率悪い部分 もあるで しょうし、そうい うふ うにどこでどうい うふ うにお金が儲かっているとか
儲かっていない とか、効率悪いだとかい うふ うなことがあ りますね。それが大学病院のまさし
く使命なんですが、業界の方から少なくとも通常の診療の部分については100億 円の費用がか
かれば100億 円の収入はあげなさい よと、診療の部分 だけでは トン トンであ るべ きじゃないか
というのは出てます。教育・研究はおい といてですね。ですが教育・研究 。診療を先生方にわ
けて下さいと言 った ら、わけ られない と言 ったらなんですけ ど、わけられにくいです よね。そ
れでシンクタンクを利用 して先生方の生活実態 とか調査をしてですね、たしかに先生方にご迷
惑をかけていると思います。それで教育の部分、私は講義をやっているだとか、学部学生の実
習をやっているだとか、そういった意味で生活実態調査なんかもしてですね、どれぐらい教育
に研究に、高度先進医療 だとかいろんな研究にまたは社会的貢献 というの もされていると思う
んです よ。なおかつ診療 も、通常の病院がやっているような、ちょっと語弊があ りますが、診
療の部分 もされていると。そこをわけたい とい うのがあ りましてシンクタンクを利用 してやら
ているということですので、ち ょっと誤解をしてもらっては困るんですが、だからこれはもう
ただ千葉だけやっているんですが、まさしく教育 。研究 とい うプロパー的なものは出て くるん
ですが、グレーゾーンとい うのがあ りまして、教育的診療、研究的診療 というの もあると思う
んです。先生方イメージわ くと思うんですけど、まさしく純粋な診療 とい うの もそれはわけら
れる。今、一番課題 としているのは、そういった研究的診療の部分、教育的診療 とい う部分が
どれ ぐらいあるのかということで、 どれ ぐらい効率の悪い ようなことをしているのか、大学病
院 として当たり前なんで、そこは赤字 となうているで しょうという証明をしたいんです。でも、
なかなかそこをどうやって証明するのか検証するのかとい うのが問題になっていましてですね、
千葉大の方でそうい う苦労をしてもらっているということです。念のために。
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議 長
平澤先生 、何か追加する ことがあ りますか。 もうようござい ますか。

平澤 (千 葉大学 )
その通 りだと、私 もそうい うことを申し上 げたつ もりです。ただやった方 はものす ご く大変
だったと。

稲葉 (金 沢大学 )
金沢大学 の稲葉ですけ ど、今、経営資料 とかそうい う話が文部科学省か ら出てます け ど、武
澤先生の リポー トの 中で も集中治療 の対象患者 さんが増えてい るとい うんですが、ひ ょっとし
たら適用外の大 きな手術で具合が悪 くなって、当然、感染症 も併発 して ICUに 長 く滞在 して
売 り上 げが伸 びてい るのではないで しょうか。売 り上 げ、売 り上 げ とい うことを言 い ます と、
下手 な人が手術 をして合併症 を一杯つ くって、一杯薬 を使 えば収入が増 えてい くと思うんです。
そうい う実態が武澤先生の レポー トの中にまだ出ていない。 これか ら武澤先生が出そうとして
いるん じゃないかと思 うんですが 、まともな医療、患者 さんに適 した医療 を大学病院で実践 し
てい くと売 り上 げが どんどん減 ってい くと思 うんですね。保険制度にも定額制が導入 されます
と、大学病院がや りたい、非常 にこれは将来的に意味があるとい うことで どんどん保険適用外
の治療 をしていけば財政的な保障がで きな くなると思 うんですね。そうい うことを見据 えて大
学病院の指導室ではどのような将来構想 をなされているのか、その点だけお帰 りなる前 に是非、
お聞 きしたい と思 ってい ます 。

平澤 (千 葉大学 )
その経営管理指標 の中で先生がおっしゃるようにですね、大学病院 は、普通 の診療 だけで も
高度な診療 をやってても、重症患者 とか多 く受け入れているわけであ り、そ もそ も、それと他
の一般的な診療 と比較 してかな り効率 の悪 い患者 も多分受け入 れていると思 うんです。 したが
い まして、そうい うところを証明 して、大学病院はこれだけの社会貢献 といい ますか、そうい
う重症患者 とか効率 の悪 い患者 をこんなに受け入れて、それがこれだけの赤字になっているん
です よ、 とい う証明をしたいんです。さっ き言 って ます ように教育・研究 。診療 とかそういっ
てわけるような ことはで きない と言 っていた もんですか ら、そ こを何 とか教育にこれだけ、研
究にこれだけ、またはそういった診療 自体 にして もですね、効率が悪 い とい う証明をしたい と
考えてお ります。それで何度 も言 うんですけ ど、今、シンクタンクを利用 して分析 といい ます
か、や って もらっているとい うことです。
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議 長
お約束の時間が近づ きつつあ りますが、各大学か らの提出議題 もち ょっと聞いてもらいたい
とい うの もあ ります。ち ょっと私が読 んだところでは、聞いてもらえるか もしれないなとい う
のがこの 8番 、 9番 、ハ イケアユニ ッ トにお ける特定管理料設定 の要望 とい うのがあ ります の
で、 これは鳥取大学 の方か らご説明いただけますか。

齊藤 (鳥 取大学 )
鳥取大学 の齋藤 です。ハ イケアユニ ッ トの問題で集中治療 とはち ょっとはずれ るか もしれな
いんですけ ど、最近、ハ イケアユニ ッ トがあちこちの大学 にで きてお りまして、共通 の問題で
はないかと思 い ますので議題 として出 し続けた方力れヽ
いん じゃないか とい うことで出 してい ま
す。実際に ICUと か救急の方 は、特定管理料 とい うのが あるんです け ど、健康保険 の方 に

HCUの 場合 は重症加算 しかないんですね。 ところが、 この重症加算 とい うのはオープ ンベ ッ
ドでつかない、個室に しかつかない。で も実際にはHCUと か ICUで は、オープ ンベ ッ トに
重症患者 を入れて くる。或 いは患者 さんに対するケアに対 して もですね、看護婦の配置 は随分
多 くの傾斜配置をしているんですけれ ども、それがぜんぜん認 められてこない とい うことで、
健康保険の問題ではあるんですけ ど、特定管理料 というのをつ くっていただ く必要があるんじゃ
ないか とい うことが 8番 の特定管理料 を設定 してほしい とい う要望です。それから 9番 の看護
職員に対する調整額 とい うことなんですけど、高次集中治療部 の中には高次治療室ハ イケアユ
ニ ットと ICUと が ござい ますけど、 ICUの 方には危険手当 といい ますか、調整額がついて
い るんですね。 ところがハ イケアユニ ッ トの方には調整額がつ きません。他の大学なんかの場
合 には、救急 なんか と一緒 になっているところがあるか と思 うんですけ ど、救急 の方 は調整額
がつ くんですけ どハ イケアユニ ットの方 はつ きません。同 じ範疇 の中に入る ICUと

HCuの

中で看護婦 さんの給料 に差が出て くる。 ICUの 方 は、実 は二人の患者 に一人の看護婦 とい う
ことで、忙 しさとい うのがある程度、一律 になってい るんですけ ど、ハ イケアの方 も非常に看
護婦 さんにとっては忙 しいわけですね。或 いは同 じような重症な患者 も入 っている。にもかか
わらず調整額がつかない とい うことで労働意欲 といい ますか、そうい うことを将来的には欠 く
ような方向にゆ くのではないだろ うか。や は り忙 しさに見合 っただけ、或 いは危険度に見合 っ
ただけの調整額を救急 ・ ICUと 一緒 のようにHCUの 方 もつ けてい く必要があるんではない
だろ うか とい うことで、 これはどちらか とい うと人事院の方 の問題 になるか もしれないんです
け ど、一応ず っと提案 させて もらってお く必要があるんではないだろ うか とい うことで 出させ
ていただいてい ます。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。 この場 です ぐ高見係長 さんも「つ ける」 とか「つ けない」
とか とい う御返事 はいただけないか もしれませんけ ど、 こうい う努力をしたらいいか もしれな
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い とい うコメン トで もあ りましたらですね。
ハ イケアユニ ット、 これは鳥取大学 の他にはあ りませんか。

齊藤 (鳥 取大学 )
徳島大学 の方で も調整額の問題、今回言 って ますけど、去年 は特定管理料加算 のことに関 し
ては滋賀医科大学の方か ら出てました。私 はハ イケアユニ ツ トについて、中国 。四国 しかあま
り知 らないんですけ ど、中国 。四国の方で もい くつかの大学で予定 されてい るところ もある と
思 い ます し、群馬 とか東北 とかで もハ イケアユニ ッ トをつ くろ うとされてい るん じゃないか と
い うふ うに聞いてお りますが、そ っちの方 は詳 しい事 はわか りません。

大下 (徳 島大学 )
徳島大学 の大下でござい ます。我 々の ところはハ イケアユニ ッ トが20床 あ りまして、県の方
に確認 します と、徳島大学では集学治療病棟 とい うんですけ ど、 これはもう徳島県の方 は救命
救急 センターとして認識 しているとい うことでござい ましたので、 このハ イケアユニ ッ ト20床
を救命救急 センター として認識 して もらえるか どうか とい うのを現在、社会保険局ですか、そ
こでいろいろ条件があるみたいで して、例えば20床 全てが一つのフロアにない といけない とか
ですね、そうい う条件 があるみたいですか ら、救命救急 センター として認 めて もらえるか どう
か とい うのを今、医事課 と社会保険局 とで検討 してもらってい る最中です。それを認めて もら
えれば救命救急 センター としての加算が とれるとい うことになってお ります。

議 長
あ りが とうござい ました。その他 の大学で同 じような問題 を抱 えてお られるところはあ りま
せんか。

松川 (東 北大学 )
東北大学 の松川です。うちの大学 にも昨年 の 9月 か らHCUと い う名前の病棟がで きました。
看護婦 を傾斜配分 して、集中治療ほどじゃないですけ ど厚 くして今、運営 が始 まっているんで
すが、先程お話があ りましたように問題があ りまして、看護婦 さんを有効 に動か したいんです
が、基本的についてい るお金が違 うもんですか らそ このところが うまくいかない、要す るに弾
力的運用 とい うのが とて もや りにくい とい うことです。現実 には少ない看護婦 である程度、重
症の患者 をみてますか ら、当然労働 としてはかな り過重 になって くるわけですけ ど、そ こを全
く評価 してない とい うことで、看護婦 の労働意欲 とい う点で もや っば り先程、お話があ りまし
たように、ち ょっと薄れて しまうとい う問題点が出てい ます。 これは病院の方か ら今、何 とか
して くれ とい う話をもっていっているとい う話 なんですが、あまり色 よい返事 をいただいてな
い ような ことを聞いてお りました。
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高見係長 (文 部科学省 )
例 えば鳥取大学 さんなんですが、看護職員の関係 で人事課にはお話はどうい うふ うな感触 な
んで しょうか。

齋藤 (鳥 取大学 )
いろいろと書類を作 りまして人事院の方まで書類 を提出 したんですけれ ども、 まだまだ HCU
の数が少ない とい うことなんで しょうけれ ども、まだ認めてもらえない とい うことです。

高見係長 (文 部科学省 )
そうですね、他 の部署 で も手術部 もそうで しょうし、危険手当 と言 った らなんですけ どそう
いつた要望が出てきてます 。だか らなかなか厳 しいんですけ ど、粘 り強 く要望 をしていってい
｀
ただ くしかない と思 い ます 。

議

長

粘 り強 く要望 して下 さい とい うことのようでござい ますが。
前川 (山 口大学 )
山口大学の前川です。うちが総合治療 センター とい う形 で27床 を動か して い た時代 に、や は
り人事院まで持 ってい きました。うまく全体 を調整す る必要があ りましたが、多分国立 大学病
院で結核病床 を皆 さんもってお られると思 い ます。最近、少 し結核力｀
増 えてい ますけれ ども、
ず っと患者 さんの数が減 って殆 どい ない とい う時期があ り、ち ょうどその時期 に重なっていた
ものですか ら、結核病床で働 いていた看護婦 さん達の危険手当を ICUの 方 に回 して もらい ま
した。
最終的に山口大学の場合は救命 ・救急 センターがで きましたのでその 時 に結核病床が近
くの国立病院にあるものですから、結核患者はそちらにお願 いす るとい うかたちで結核病床 は
な くな り、上手に調整がで きました。以上のような対応 をしていただ きました。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。参考 にしていただ きたい と思 い ます 。時間が先程か ら申し
ます ようにあまりござい ません。それでですね、高見係長に是非 これは聞いていてもらいたい
とい う議題があった ら出 していただきたい と思 い ます。

後藤 (群 馬大学 )
他 のい くつかの大学か らも出ている技官 とかMEの 配置についてですが、看護婦800人 の増
員 とい う報告があ りましたが 、医療機器 の先進医療 を進める上ではどうしてもMEセ ンターの
確立 と技士の増員が必要だと思 うんですが、そうい うような何 らかの対策 とい うのは可能性が
あるんですか。看護婦 に準 じたかたちで。
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高見係長 (文 部科学省 )
看護婦 を800人 とそれ以外 のメデイカルを含 めてですね、120人 ぐらい増えているんです よ。
その中で経費 としてあ るもんですから、実際 に今回、 どこにどういったか頭にないんですけど、
実際 には技士 をつ けてい ます。どこの大学 か とい うのは、 5人 程ついてい ます。それで示 して
ほ しいのはですね、看護婦 さんの場合 は基準があ ります ので各病院で 、2.5対 1を 2対 1に す
るとかです ね、その為 にはあ と何人必要 だとか簡単に足 し算引 き算 の関係で出て くるんです よ
ね。ただそれで どれ ぐらい収入があがるかとい うのはもうみえて くるんです よ。 コメディカル
の部分 は、後 は働 いて もらうしかないんです よね。 しか し、技士 の方々はそうい うのはないで
す よね。逆 にどれ ぐらいの実技がで きるか とい う世界 だと思 うんです。それを示せるんであれ
ば示 していただ きたい。そうい うかたちで財政当局にもっていける可能性 はあるんではないか
なと思 い ます 。

議 長
一つお尋 ね したいのですが、非常勤職員 として各大学 にお金が きますね、それを看護婦 さん
じゃな くて もMEの 人を雇 って もいいんですか。そのお金の中で。

高見係長 (文 部科学省 )
先 日、お話 申し上 げたんですけ ど、それはダメです。でない とですね、非常勤医員 とか研修
医 も同 じ非常勤職員手当 とい うので措置 しているんです よ。 ゴ ッチャになっちゃって整理が、
収拾がつかな くなって しまったら困 ります ので、ちゃんとそ こはこちらか らお示 しした人数 ま
たは職種 はちゃんと雇 って もらって、それ以外 に大学 の方 でや りたい とい うの もあ りますよね、
それの部分 は大学でや つて もらったらいい とい うことです。その部分 は きっち りやって もらっ
て、 こちらが示 してい る部分 は きっち りち ゃんと雇 つて もらって、それ以外 の ところで大学で
運営 で医師の方 々とか他の非常勤の方を雇 って もらう分には差 し障 りあ りませんとい う説明で
す。
医療事故防止 の特別枠 とい うのを申請 されたようです ので、 これと連結す る問題 だと思 うの
で是非、検討 いただ きたい とい う意味合 いです。

議

長

医療事故防止 に対する特別枠 をたてられてい るとい うような話ですが。

高見係長 (文 部科学省 )
さっ きの予算 の話 ですか ?で すか らその中に看護婦800人 増員 しているわけです よね。なお
かつ116人 コメディカルがついているわけですね。ですか らその経費を予算案 ですが、措置 さ
れてますので、それで もう大学の方には数字をお示 ししてい ます。その中で先程言 ったように
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どこに何人つ けたかちよつと忘れて しまい ましたが、技士の方 も入 っているとい うことを言 っ
たんです。その中に。

議 長
高見係長には 3時 までとい うお約束だったんですが、15分 近 く長 くいていただ く結果にな り
ました。一応お約束ですので ここらあた りで 中座 をしていただいて、我 々 もち ょっと休憩 をし
ようか と思 い ますが よろ しいで しようか。どうもあ りが とうござい ました。

司 会
それではここで20分 間 ぐらい休憩 をと りたい と思 い ます。お席 にコーヒー とヶ―キを準備 さ
せていただきます。

〜

譴

休

〜

議 長
高見係長がお られな くな り寂 しくな りましたが、逆 に本音 を語ることもで きます し、お互 い
に情報交換 をしていろいろ こうい う工夫をしたとい うこともあるか もしれませんので、寂 しく
なった部分 をカバー しなが ら討議 を再開 します。 どうぞ ご協力をお願 いいた します。それでは
先程、大谷先生のところか らちょっと出てま した教育カリキュラムの ところを御発言 いただ き
ます。文部科学省 の方がお られる時間が残 り少な くな り、いろいろお願 い した方がよさそ うな
こともあ りましたので中断 した ところです。教育カリキュラムそ して卒後研修の中にどうい う
ふ うに ICU教 育に盛 り込んだらいいか とい う話が前川先生、武澤先生か らも御意見が出まし
たので考えたい と思 い ます。卒後臨床研修の必須化 とい うのは必ず起 こ ります し、そ こで救急
はかな り入 ってい ますけれども、 ICUは どうい うスタンスで入れた方がいいか、一つの課題
ではあろうと思い ます。 もう少 しそ こらあた りの話 を進めてみたらどうだろ うか と思 い ますが
いかがで しょうか。それでは大谷先生 、口火をお願 いいた します。

大谷 (広 島大学 )
広島大学 としまして卒後研修 カリキュラム案 を提示 させていただ きましたので、もしいろい
ろご意見があ りましたら、 2月 いつぱい ぐらい に広島大学 の方 にご意見 を寄せていただきたい
と思い ます。
後 は山口大学 の前川先生 とお話 をして 3月 中には前川先生が加 わってお られる委
員会 の方でまとめな きゃいけないとい うことです ので、 ここに盛 り込 んで い くことに して、こ
れ以上継続 して引 っ張 ることは しない方がいいのではないか と思 ってお ります。
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議 長
どうもあ りがとうございました。前川先生 と更につめていただ くとい うことと2月 までにご
意見いだ きたい とい うお話で ござい ますけれども、ここで是非、何か言っておきたい とか或い
はお願い しておきたい とい う方は。

武澤 (名 古屋大学 )
名古屋大学 の 武澤 で す け ど、是非 、前川先 生 にお願 い した い んです け ど、個別診療科 の重 症
な患者 、心臓 な ら心臓 の重症 な患者 を単 に寄 せ 集 めれば重症患者 の管理が で きるのでは ない と
思 い ます。重症患者 は重 症患者全体 に対す る治療 の仕方があ るんだ と、 しか もそれ も統 一 的 な

治療 の仕方があるんだとい うことを是非、福井先生の委員会 でおっしゃっていただいて、それ
は卒後臨床研修の中で非常 に大事 なファクターであると、つ まり患者が重症化 したら基本的に
やるべ きことはこうい うことがあるんだとい うことを理解 しておかなきゃ困るとい うことです。
心臓 の重症な患者に対する治療 の仕方 と肺炎の重症な患者 の治療 の仕方 は、それぞれ違 うとこ
ろもあるけ ど共通の部分 もあるわけですね。共通の部分が全 くそれぞれの専門診療科が理解 し
ていない といけないわけです。ですか らそうい う分野が大事 な分野 としてあるんだと、それは
卒後臨床研修に とつて非常 に大事 なファクターだとい うことを是非言 っていただきたい と思 い
ます。それを言 う材料 を広島大学のカリキュラムの中か らす いあげていただいて、強調 してい
ただきたいと思 い ます。

大谷 (広 島大学 )
はい。一応、そのように承 って努力 したい と思い ます。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。どうぞ よろ しくお願 いいた します。またご意見があ りまし
たら、なるべ く早 い時期 に大谷先生、前川先生の方に ご意見 を寄せていただきたい と思います。

丸山 (二 重大学 )
三重大学 の丸山でござい ます。先般、救急部 の協議会 があ りまして、 このカ リキュラム、 コ
アカリキュラムのことについて討論 があつたわけです。 この集中治療部 と救急部で実際、兼用
してい るところも多 い ところであ りまして、集中治療部ではこうす る、救急部ではこうす ると
いって分ける必要があるのか、それ ともフレキシブルにやつてい くとい うことです。これはいっ
たん走 り出 します と救急部 はこうなってい る、集中治療部 はこうなっていると、医学関係 でな
い方 々 とい うのは、や っぱ りそういつたセクシ ョンのことで混乱を生 じる可能性があ ります。
従い ましてそのへ んの ところの整合性 と言 い ますか、そうい うことについては、 どのようにし
たらよいので しょうか と言 い ますか、どうい う方針 なのか教 えていただ きたい。
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議

長

丸山先生 のご質問 に対 して、 これ も色 々難 しい問題があろ うかと思 い ますが、何 か これに対
して御意見 ござい ましたら。

大谷 (広 島大学 )
救急部 の方 も私が一応、担当になってお りまして、私 も今、丸山先生が言われたことを色 々
悩みました。結局、二つ ある協議会 の方 にそれぞれを出すべ きだ し、出さなきゃいけない とい
うことで 、一応、別個に作 りました。救急部 の協議会 に出てお られる先生方はよくおわか りだ
と思 い ますけれども、私が出 しましたカリキュラムは、 これか ら術後 を抜 いたようなかたちで
出 しましたので、 これでは、ほとんど集中治療部 のカリキュ ラムと一緒 じゃないか とのご指摘
があ りました。救急部 の方では色 々ご意見が出まして、私は今後、救急部 の方を考える場合 に
は、本当にコアな本当に救命 とい うことにかな り絞 り込んで、何科 であって も、例えば眼科 に
行 く人、耳鼻科の人、そうい う人で も救急 に 3カ 月研修 に来れば、これだけの ことは必ずや っ
ておかな きゃいけないんだよとい うことを中心 に作 りたい とい うふ うに考 えてお り、一応、委
員会 もで きましたので、またそれで話 し合 ってやろうと思 ってい ます。集中治療部の方 は、実
際に研修 の義務 も集中治療部 とい うのはないわけです。ただ大学によっては、救急部 と集中治
療部が合体 のところ もあ ります し、別個のところもあ ります。別個 のところでは、 じゃあ救急
部にはい くけ ど集中治療部にはこないのか とい うような議論 も実はあるわけで、是非 、集中治
療部 の方にもくるように義務付 けてほ しい と言 ってお られる先生 もお られると思 うんです。確
かに昨今 の人工呼吸器 の使 われ方 を見 ます と、 これをもし救急部 のカリキュラムに盛 り込 まな
い としたら ICUの 中ではこれを義務付 ける、 これはミニマ ム リクワイエ ン トとして絶対 に入
れる、そうい う考え方で前川先生 ともお話をしたい と思 い ます。
ですか らそ うい うこと も先生
方ふ まえられまして、細かい ところは各大学 の事情 でおや りになったらいい と思い ます。最低
の線 とい うお考えでご意見 をお寄せいただければと思 い ますが、
前川先生 どうで しょうか。

前川 (山 口大学 )
山口大学の前川です。
基本的に厚生労働省が考えてい ることはあまりに も専 門指向にな り過
ぎたと思 い ます 。そ こで医者であれば少な くとも知 ってお くべ き一般的な事項 を研修 させ よう
とのことです。
救急 とか麻酔 とい うのは一つの項 目に入 ってい ます。
集中治療 とい うのは丁度、
両者 の真 ん中にある ようなものですか ら、 ICuを 含 んでやるとい う考え方で多分いい と思 い
ます。救急 の部門はどう考えるか とい うと、初診後に病態が悪化する患者 さんをそのまま、ヘ
んなかたちで診 られるのは困 るわけです。よ り高次の病院 に送 るとか、 自分が
がで きればそれで対応す るとか、そうい う考 え方でいい と思 い ます。
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ICU的 な こと

議

長

どうもあ りが とうござい ました。

武澤 (名 古屋大学 )
研修医に対するカリキュラムの件なんですが、集中治療 の専門医 としてどの科 に行 く研修医
に対 して も一番知 っていて もらいたいこ とは、 こうい う状態 になったら危ないか ら、 ICUに
コンサ ル トしなさい よとい うことが、実 は僕一番大切 じゃないかなと思 うんです。ですか らこ
のカリキュラムの中にで も適用 と言 い ますか、そ うい うことにも少 しスペース を裂 いていただ
いた方が現実的です し、 トー タルとしては研修医のためにもなるん じゃないか と思 うんです。
実際にはさっ きおっ しゃったように、救急 とは別の ICUを 3カ 月の ローテーシ ヨンで来 る人
とい うのは きわめて僕は少ない と思 い ますので、現実的 には、さっ き申し上げたようなことの
方が研修医全体の役 に立つ の じゃないかなとい うふ うに思 い ます。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。貴重 なご意見 を色 々、いただいたように思い ますので、更
に何かあ りましたら、また御連絡 いただ くとい うことで、 この問題 はこの くらい にして先に進
まさせていただきます。それ と先程、武澤先生が後で 出したい とおっしゃった件 をもう少 し詳
しく述べ て ください。感染症 のことで したかね。

武澤 (名 古屋大学 )
先程、ス ライ ドでお示 しした通 りなんですけ ど、片 っぽの方で国立大学感染症対策協議会 と
い うのがあ ります。そ こでは病院全体全 ての部署に関わる統一的な感染対策 とい うことでガイ
ドライ ンを作 るとい うことと、それか らガイ ドライ ンを作 るのはいいんですが 、その結果 どう
なったか とい うこともや っぱ りわか らない といけないので、それに対するサ ーベ ランス をする
とい う部会 と、それか ら後 は医療廃棄物 と、それか ら教育 とい うプログラムを国立大学感染症
対策協議会 で計画 してい ます。その中でガイ ドラインを作 る委員会 で今、統一 的なもの を作 っ
てい ます 。リネ ンをどうす るとか部屋 の消毒 をどうす るとかMRSA患 者をどう隔離するのか、
しないか とか、手洗 い等 についても言 われてい ますけど、その中でそれぞれ部署別に例 えば手
術場 とか外来 とか、そうい うの もこれか ら手掛 けていこうとい う動 きがあるんです。その中の
一つ として ICuを ターグ ッ トとい うとおか しいんですが、一緒に協力 してで きたらやっていっ
た方がいいのではないか とい うような話が出て きました。そ こで、その感染対策全国協議会 と

ICUの 全国協議会 の 中で合同 して統一的な ICU全 体 の感染対策 のガイ ドライ ンをまず作 っ
てみて、その後、いろんな施設やいろんな方面か らの意見 を取 り入れて、取 り入れるか或 いは
その中に吸収 してもらって も別にかまわないんですけれども、統一的なガイ ドライ ンを作 ると
い うことです。また、感染対策協議会 の方 はお そら くこちら側 の動 きをみて一緒に動 き出そう
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としてい ると思い ますので、で きるならばこの協議会 の中に委員会 を作 っていただいて、その
方 を中心 に動 き始めていけたらなと思ってい ます。なお今 年 の 5月 の10、 11日 に第 2回 に感染
対策の全 国協議会が名古屋 であ るんですけ ど、その時までに何 らかの コアの部分がで きあが っ
て、そ こで も提示 して意見 をいただけると本当はいい なとい うことです。今 までなかったわけ
ですか ら、今更あせ って もしょうがないんですが、で きるならば、なるべ く早 くとい うことで
是非 この協議会 の中にそうい うものを作 っていただ く可能性 に関 して皆 さんに審議をお願 い し
たい と思 い ます。

議

長

ICUと

しても積極的 に参加 していこうとい うふ うに理解 していいですか。感染者対策協議

会 の中にですね、 ICUも 感染対策に非常 に大切な場所であるか ら積極的に前向 きに携わって
いこう、そ して協力をしていこうとい うことだろうと理解 しますけど、 これに何か御意見は ご
ざい ますか。

大谷 (広 島大学 )
いわず もがなを今 か ら私は言お うと思ってい ます。今、武澤先生の御提案 とか主 旨には全 く
異論があ るわけではあ りません。やるべ きだと思 い ます。救急部にして も集中治療部 にして も
この協議会が どうい う目的で行 われ、どうい う経過 を辿 って きたかとい うことを考 えます と当
然 な方向に向か って、いい方向にいつてい ると私 は思ってい ますので、それはそれでいい と思
い ます。ただ、このへ んで協議会 の 目的 と意義をもう一度、皆 で再確認す るとい うことと、もう
一つは救急部 も集中治療部 も両方一緒にや っている人間 もい ますがその中で も、
全 く別個 じゃ
な くて一緒 とい うところや、
別々にやってお られるところ もあ ります。 しか し、 目指す方向は
一つであ ります。したが って二つの協議会 を別々にやるよりも一緒の方が いい のではないか な
と思 い ます 。
今 日ここでこのことについて当然結論は出ませんけど、ち ょっ と問題提起 といい
ますか、そろそろ考えてもいいので はないかなと思 い ますがいかがで しょうか。

議

長

何か御意見 ござい ますか。そ うい う提案 をいただいたとい うことにとどめておいていいです
か。 ここです ぐ結論 は出ないか もしれません し、救急部の協議会 とこの協議会 を一緒にや って
もいい ような気 もします。わざわざお忙 しい先生方が別の機会 に集 まる こともない ような気 も
します。 これは次の機会 に考 えたらどうか と思 い ます。それではまだ少 し議題が残 ってお りま
すので 、まず人員 の整備、人員を増や して欲 しい とい う方が沢山ござい ます。議事 の中か らは
1、

2、

3番 の弘前大学、群馬大学、千葉大学、それか ら信州大学、山口大学、徳島大学等 ご

ざい ます 。看護婦 さん、臨床工学技士、検査技 師等 の配置をお願い したい、増や してほ しい と
い うのが沢山 ござい ます。 これに関 しましては国立大学 の医学部附属病院長会議 の上程議題 と
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して、や っぱ りこれは出 した方が いい ん じゃない か と思 い ます け ど、先程 の高見係長 の話 で は
なか なか人の増員 は非常 に難 しい現状 で あ る と、 どこか を増 やせ ば どこか を削 らにゃな らん と

い うような話 でござい ましたけ ど、 これに関 しまして、まず絞 って討議 をいただきたい と思い
ます。 これは病院長会議に上程議題 として出す意味があるか どうかですね、是非出 した方が い
いか、そ こらへ んはいかがで しょうか。人員 のことですね。多分現場 では一番 これが大 きな問
題 じゃないか と、切実 な問題 ではないか とい うふ うに僕 は思 うんですけ ど、先 にあんなに釘 を
さされるとですね。

稲葉 (金 沢大学 )
人員 については言 って ももうこれ以上増えない と思 うんです よね。臨床工学技士の配置 とい
うのをどこかの救急部 だか集中治療部協議会 の時 に文部科学省 にも言 ったんですが、集中治療
部 の臨床工学技士が 1名 ほ しいとい う要求出 しても、 これはもう絶望的だと思 うんですね。で
すか ら病院の中に例 えばMEセ ンターをつ くるとか、既存 の臨床工学技士 を集約 してMEセ ン
ター をつ くるとか、それで どうしても足 らないから配属 して欲 しい と要望す るのか、それ とも
集中治療部にほ しい と要求す るのか、そのへ んのところを少 し考え直 さない といけない と思 い
ます。ちなみに金沢大学は前者 の動 きがあ りまして、再開発 の中でMEセ ンター を置 こうと、
なにも集中治療部の機械だけをみ るん じゃな くて、病院全体 にい ろいろ配置 されてい る特別な
機械 を管理す るようなMEセ ンターを作 ろ うとい うような話 も今 、出てい ます。この よ うな要
求の方が誰か らも支持 されるような気がす るんですけれ ども、いかがで しょうか。

後藤 (群 馬大学 )
先程 のお話、今 の先生 と同 じだ と思 うんですが、単純 に提出 しても意味がない とい うことで、
そ こに配置 されたとい うか、
群馬大学では院内処置でMEセ ンターを一応、設置 したわけです。
そ こに所属 しているMEは 3人 ですが、手術部 とかサプライセ ンター とか高圧酸素室 とかそ う
い うところのMEを 一緒 にしてまとめて、それを効率化する中で HCUと

ICUを 効率的に運

営す るとい うことを名 目にして今後、運営 してい きたい とい うふ うに思 ってい るわ けです。そ
うい う中で先程 の医療事故防止問題 には看護婦 に準 じたかたち、 またはそれ以上 に重要な役割
を果 していかなければならないのが、MEで ある とい うことをこの会 で強調 して技士の要求 し
ていけば、何 らかの意味があるのかなとい うふ うに感 じてい ます。

矢野 (長 崎大学 )
長崎大学 の矢野ですけ ど、私共の方か らもこのME部 の設置を提案 させていただいてい るん
ですけ ど、只今、お話が出ましたので主旨は全 く同 じであ ります。金沢大学 の方からも将来構
想 の中にMEセ ンターを考慮 しているとい う話があ りましたけ ど、私共 の大学 も今、改修、改
築 をねってお りまして、その 中にMEセ ンターの構想 も入 ってお り、検討中であ ります。その
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意味でこのME部 とい うのを集中治療部 だけで な くて各中央診療施設部門を併せて共同提案 と
い うようなかたちでやっていただければなとい うふ うに思 い ます 。以上です。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。信州大学、どうぞ。

寺田 (信 州大学 )
信州大学の寺田です。是非、 この件 はなか なか純増は認め られませんので、いかに病院長 を
動かすか とい うことだと思 うんです よね。そういった意味で も、是非 ICU、 救急 の部門には
こういったことが必要なんだとい うことを根気 よ く提出 していかない とまずいん じゃないかな
と思 うんですね。 ここにお集 まりの皆 さんバ ックグラウ ン ドが違 うもんですか ら、なかなか難
しい と思 うんですけれ ども、やは りまとまった状態 でそうい うのを要求 していかない となかな
か難 しいだろ うと思 い ますので、是非、根気強 く提案 していただ きたい と思 い ます。それ とも
う一つ看護婦 さんの ことでお聞 きしたいんですが、今 まで私達の ところは 6床 でや ってるんで
すが、新病棟 にな りまして10床 になる予定なんです。実際問題 としてそちらの方 を10床 で動か
す となるとやは り看護要員 の増員が必要なんですが、純増が認められない とい うことでその場
合、もし現在、再開発等が進んだ病院さんでですね、看護婦 さんをこういったかたちで確保 し
た、横滑 りみたいなかたちになるんですけ ど、そういったことを行 って うまく運営 されてい る
とい う病院があ りましたら今、 この場で な くて も結構 なんですが、ちょっと教えていただける
とあ りがたいなと思 うんですが、あ りますで しょうか。

議 長
今 の御質問に対 して このような工夫 をして うまくい ったとかい うのがあった らどうぞ。

妙中 (大 阪大学 )
大阪大学 の妙中です。
今 はMEセ ンター をどうゃ ってつ くるか とかそうい うお話 です よね 。
￨

阪大 では動物舎で働 いていた方 と材料部 で働 いてお られた方が臨床工学技士 の免許を取 られま
したので、院内措置でその二人を中心 にしてまずME室 とい うのを作 りました。その二人でい
ろんな機器を中央化 して管理 していたわけです。それか ら数年経ち、
阪大 の場合 はなぜか手術
室 に 7、 8名 ぐらい行二 の職員がい まして、それを全部統合 して10名 ぐらい にして,MEセ ン
ター とい うかたちに作 り替えたわけですね。そ こか ら手術室 とか ICuと か救急部 とかそうい
うところに派遣す るかたちにしてい ます 。最初 は院内措置でスター トさせて、実績をあげていっ
て、次 を養育 してい くとい うようなかたちがいいん じゃないで しょうか。それか らもう一つで
すけ ど、 この 3年 程前 に大阪でこの協議会 を担 当 した時に、病院長会議へ の上程議題は臨床工
学技士 の増員 とい うことだったんですね。その時にや っば り今 日と同 じような議論が出て、救
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急部の協議会 と手術部 の協議会 に働 きかけて、それぞれの議長 と協議 していただいて、 3つ の
協議会 で共通 の要求 として出 した ことが あつたんです。ですか ら同 じや り方でで きるんだろう
と思 い ます。以上です。

議

長

貴重な御意見あ りが とうござい ました。他 の大学で こうい うふ うにして うまくいったとい う
のが ござい ましたら、MEセ ンターで もかまい ません し、ベ ットを増床 した時に看護婦 さんを
どうい うふ うに動か したか とかですね、看護婦 さんの ことは看護部がやるか ら先生方は、直接
おわか りにならない ところが あるか もわか りませんけ ど。や っぱ り各大学 で院内措置を含めて
色 々、工夫や努力 してお られるとい う感 じが しました。 これはまた各大学で事 1青 も違います し、
なかなか一律 にはいかないのか もしれませんけれ ども、何 かあ りますで しょうか。

前川 (山 口大学 )
山口大学の前川です 。ICUの 中で臨床工学技士 の方が必要 だとい うのは、多分反対 される
方 はどなた もお られない と思 い ます。文部科学省にお願 い にいっても、基本的 に無理 だ とい う
ことは皆 さんも同 じだと思 うので、そうす ると例 えば、 この協議会か ら各大学の病院長宛に何
とかパー トで もいいか ら臨床工学技士 を一人ずつ入れて欲 しい とい う提案 をして、それで現場
を動か してい くとい うの も一つ の方法論 としてあ ると思 い ます。勿論、
各大学 での工 夫 も必要
です。
だか ら、個人個人で ICUの 部長 さんが頑張 られる必要はあ ります力'、 病院長 は各部門で同
様 のことを言 っているとい う受け止 め方 をされると思 い ます。けれ ども、全国の集中治療部協
議会 の名前で各病院長 さんに手紙 を出 していただ くとい うようなや り方 にすれば、共通認識 と
して ICUに は臨床工学技士が必要 だとい うことになると思 い ます。

議

長

そうですね。そうい う意味では、病院長会議 での上程議題 とい うことで出したい と思います。
この問題 は現場 では非常に大切な問題 だと思い ますので、根気強 く出 して、病院長にも理解 し
てもらうよう努力をしたい と思 い ます。 これでいいですか。

前川

(山

口大学 )

病院長会議の方へ出せば毎年まった く同じことだと思うんです よ。だからこの協議会から各
大学の病院長個人宛に依頼状を書 く方がもうち ょっとインパ ク トがあるかなと思うんですよね。
もちろん同じことなんですけど、各大学病院で現場で頑張るというのと、大部、ニュアンスが
違うと思うんですよね。病院長会議に上程すればそれは沢山の放射線の技師さんを増や してほ
しい とか、看護婦 さんをお願い してほしい とか全 くそれ と同列に並ぶ と思うんですけど。
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議 長
平川先生なにか。

平川 (岡 山大学 )
岡山大学 の平川 です。今 、話があちこちにいってい ると思 い ますが、まず これを出すか出さ
ないか とい うことですね。 これは人員要求 とい うのは出すべ きなことで、 これが病院長会議の
中でまた取 り上 げられて、病院長会議か らの文部科学省へ の要求の トップになるかならないか
は別 として、 とにか く出 し続けない と何 もな くな ります。ですか らここで消えるともう ICU
はい らないんだなと、い くら手紙 を病院長に出されようとどう しようと公的機関に出さない と
何 もならなくなるので、とにか く出 し続ける とい うことは無駄で もない。文部科学省 の高見係
長 は、もちろん立場上 ああい う発言 しかされないと思 い ますか ら、や っぱ り根気強 く出せ とい
うのが彼 の本音なのか なとい う気が しますので出 し続けて下 さい。あ とそれか ら先に対応 をど
うす るか、これは各大学色 々、事情があると思 い ますので、各大学毎の対応で進めざるおえな
い。MEに 関 してはうちも学内措置でセンターを作 って、い ままだ人数的には 3人 ですかね、
一応、各病棟 を回つて、今や っていることは輸液 ポンプの点検・調整 だけは全て、MEセ ンター
がやってい るとい う状況にうつ つてお ります。

議 長
どうも貴重 な御意見あ りが とうござい ました。それではこの人員問題に関 しては、 この くら
いにしたい と思い ますが、ようござい ますか。

木下 (熊 本大学 )
熊本大学の木下です。最後 に一言 だけなんですが、臨床工学技士 と検査技師 と両方、増員 と
い うような御意見 も出てい るようですけ ど、そうい う効率的な運用 とい う意味では私共 の臨床
検査技師が臨床工学技士の資格 をとってですね、両方 の業務 を使 い分けてやって くれるとい う、
これは本人が非常 に意欲的であるか らこそで きた ことか もしれませんけど、そ うい う方策でや
ることも不可能ではない とい うことだけ一つ発言 してお きたい と思 い ます。

議 長
あ りが とうござい ました。熊本大学 の知恵を教えていただ きましたけど、御参考にしていた
だ きたい と思 い ます。それでは一応、人員の整備 とME部 の設置 とい うことで、 これはまとめ
て出 したい と思 い ます。その次 に金沢大学か ら国立大学が高次救急救命 セ ンター として機能す
るための集中治療部 の役割についてとい うことで議題 を出 していただいてお りますので、御説
明をいただ きたい と思 い ます。
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稲葉 (金 沢大学 )
集 中治療部が各大学 にで きて い ろい ろな役割 を果 して い る と思 うんで す が 、そ の機 能 の一 部
は外 に向け られてい る 、外 か ら重症患者 を受 け入 れて治療 して い る と思 われ ます。厚生労働省
か ら国立大学が広域 的 な救急救命 セ ン ター と して機 能すべ きだ とい う答 申力゛
出て久 しい わ けな
んで す が 、 この協議会 で扱 う集 中治療部 とい うの は、そ の救急救命 セ ン ター機 能 を維持 す る時
に非常 に重 要 な部 Flに な ります 。
集 中治療部 の役割 、 この協議会 として 救 急 部 の こ とを考 え る
のでは な くて、国立大学が救命 セ ン ター機 能 を もつ ため に ど うい う役割 を演 じた らいい のか を
論 じるべ き と思 い ます 。
実際的 には、術後患者 をある程度制 限 して、 よ り重 症 な人 を効 率 よ く
収容 して い くこ とを考 えなければ い けない と思 うんで す が 、 この 点 につ い て うま くい ってい る
大学 もあ る と思 い ます し、 うま くい って ない大学 もある と思 い ます 。そ の へ んの こ とを ご紹 介
して い ただ けれ ば あ りが た い と思 い ます し、 この会議 として少 し論 じて い ただ けれ ば あ りが た
い と思 い ます 。

議

長

金沢大 学 か ら出 された議題 の主 旨 はおわか りにな った と思 い ます け ど、何 か これに対 して御
意見が ござい ま した ら。

稲葉 (金 沢大学 )
先程 、 HCUが 出 ま したが 、 HCUを 集 中治療 と院内 の重症患者 だ け をみ る HCUと い うか
たちで 考 え られた ら、おそ ら く加算料 が個室で6,000円 ですか 、 で も こ うい う大学 病 院 自体 が
高次救命 セ ンター とい う ことで指定 されて い ま して、救命 セ ン ター加算 を とれれば もっ と高額
な収入が得 られるわけで す よね 。そ のへ んの こ とは山口大学 が一 番 いい と思 うんです け ど。

前川 (山 口大学 )
山口大学 の前川 で す。それ はダメなんです ね 。救命 セ ン ターのハ イケ アユ ニ ッ トとい う こと
になれば 、 これは外 か らきた患者 さん しか加算 で きない 。 これ も厚 生 労働省がそ う決 めて い ま
す ので 、です か らそれ にベ ッ トを使 うのはか まわない んです けれ ども、加算 はで きませ ん 。院
内 の患者 さんが救 命 セ ンターの HCUに 入 った と して もそれ は重症加算 だ け しか取れ ませ ん 。

議

長

HCUの 一部 に院外 か らの重症患者が入 った場合 は、何床分か は加算 が とれるわけですか。
前川 (山 口大学 )
救命救急 セ ン ター の HCUで あれ ば加算 で きますが、院内 の HCUで は とれ ませ ん。
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議 長
専属 で な くてはいけない とい うことですか。

前川 (山 口大学 )
ええ、だか ら外か ら来た患者 さんで、どっかの、例 えば脳外科 なら脳外科 に属 して手術 をし
て、それで術後に入 って来た場合は救急で入った患者 さんですか ら、 これは加算が とれ ます。
ですけれ ども、もともと病院の中で予定手術で救命 センターの HCUが あいているか らといっ
てそれを使 ったのでは重症加算 しか とれません。

稲葉 (金 沢大学 )
こう考えていいわけですか。例えば救急車で他院で手 におえない患者 さんが大学病院に紹介
される。これはどこの病院にもある と思 うんですね。その患者が脳外科 で受 け入れ られ 、そ の
患者 さんが手術 された。
現状 ではこうい う患者 さんは ICUが 一杯 です とHCU的 な部分でみ
ていると思 い ます。 このような場合 は、救命 センター加算か ら外れるわけですか。

前川 (山 口大学 )
院外か ら来てい ますか ら、救命救急 センターの HCUで あればそれはとれます。

稲葉 (金 沢大学 )
よ くよ く調べ てみるとそ うい う患者 さんってけっこうい ると思 うんです。

前川 (山 口大学 )
けつこうい ます。だか ら今 までは院内で処理 をして、や っていることはけっこう重症患者に
対する対応 をしてきたのですが、それは院内の重症加算 しか とれ ませんで した。ところが 、
救命
救急 センターになるとそれが とれるようにな ります。

齋藤 (鳥 取大学 )
同 じようなことで、鳥取大学 の齋藤 と申します。ちょっとお聞 きしたいんですけ ど、救命 セ
ンター化す るためにはある一定の要件 を満 たさなければいけないです よね。それに加え文部科
学省に救急救命 センターと しての要求を出 して も、もう認め られない とい う話があるらしいん
ですけ ど、そのへ んはどうなのか とい うことが一つあ ります。もう一つは救急救命センター化
した場合 にですね、ランニ ングといい ますか、地域医療 とい うことで県か らの予算 とい うの を
取 り入れたい と思 うんですが、国で予算化で きず県か らの予算 も取 り入れ られない とい う場合
に、予算的に救急救命 センターとしてや っていけるのか とい うことですね。そのべ んも併せて
お聞 きしたいんですけ ど、 どんなふ うに予算化 してお られるんですか。
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前川 (山 口大 学 )

山口大学の前川です。文部科学省 は各大学 で救命セ ンターを申請す ることは何 も反対 しない。
けれ ども、実際にや り始 めます と人が いない と基本的にはで きません。それは医者 もそ うです
し、看護婦 さんもそ うです。救命救急 セ ンターになれないことは多分 ない と思 い ますが、それ
は院内での コンセンサスを得 られない とダメで しょう。そ してある程度の専任 の医師 とか看護
婦 さんが必要です。
救命救急 センター と しての最低条件が20床 ですので 、そ のベ ッ トの確保 も
必要です。 これは全部、県 に申請 して、県 (厚 生労働省 )が 認 めるとい うかたちにな りますので、
県が認めればいい とい うことで、徳島大学が今や ろうとしてい ます。それか ら香川医科大学が
小栗先生がお られた時にやろうとされてい ました。
ゃること自体は多分、文部科学省 は喜 ぶ と
思 い ます。人やお金出さずに収入だけが増えるわけですか ら。そうい うことだと思い ます 。後
は何か ござい ましたか。

議

長

予算 の問題 ですけ ど、予算 は県か らは全然 と りこめ ないですね。

前川 (山 口大学 )
それは無理です。地方財政法 とい うんで しょうか、要す るに県から国立大学 には、直接お金
は入 って きません。

議 長
とい うことは文部科学省か ら全然予算が こないけれ ども、院内措置で予算 を作 り、人を作 っ
て場所 を作 り、全部 自分 の とこの病院でやっていけ とこうい うことですね。

前川 (山 口大学 )
そうです 。次年度か ら診療 に必要な予算は増 えると思 い ますが。

大谷 (広 島大学 )
金沢大学の提案の ところに戻 りたい と思 うんですが、今 もお聞きしていたら、もうこれは救
急部の協議会 と何 ら変わらない ような意見ですね。
それから今 、大学で起 こってい ることは、
講座に して もどのように一緒 にやっていこうか と、そうい う時代 です ので、救急部 と集中治療
部が全 く別個 に協議会 をす るよ りも、で きるだけ一緒に協力 して人 も場所 もそれか らい ろんな
機材 も有効的に使 うとい うことを考 えるのが良い方向だと私 は思 うんです。そ うは言 い まして
も両協議会には各々、長い歴史があ りますので、いっぺ んに一緒に とい うのはなかなか難 しい
か もしれません。
私の提案 としましては、一度 どこかで合同の協議会 とい うの をや った らいか
がで しようか。そうすればそ こでいろんな話が出る中で一緒にしようか とい うことならそれで
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もいいで しょうし、やっば り別だねとい うことならそれで もいい。かな り共通な部分がだんだ
ん増えて きているように思 うんですけど、いかがなもんで しょうか。

議

長

これは先 生 方 い かがお 考 えで しようか、次 の 当番校 にお願 いす る とい うか 、申 し送 ることは
で きます け ど、 ここで是非 、一 緒 に して くだ さい とい うわ けに はい か ない と思 い ますね。救急
部 の方 もまた別 にあ ります のでね 。そ うい う意見が あ った とい うこ とを記録 に とどめてお きた
い とい うふ うに思 い ます 。 この ことは 、 この くらいで よ うご ざい ま しょうか 。 まだ少 しご ざい
ますので 、それで は次 に移 らせ て い ただ きます。浜松 医科大学 が 集 中治療部 当直員 の勤務 時間
の再検討 とい うこ とで 議題 を出 してお られ ます ので御説明 をい ただ きた い と思 い ます 。

土 井 (浜 松医科大学 )
浜松 医科大学 の土 井 で ご ざい ます 。地味で小 さなテ ーマ か もしれ ませ ん けれ ど、集 中治療部
の実際 の運営 に関 しま して 、か な り大 きな問題 を含 んで い る と思 い ます ので提案 します 。 と申
します の も、おそ ら く多 くの大学 が 同 じよ うな システム を とってい る と思 い ます けれ ど、私共
の集 中治療部 の 当直 は 、人事 院規則 の 15の 14と 称 します 国家公務員 の宿 日直 の規定 に基 づ い て
宿直業務 、当直業務 をや っているわ けです 。 この法体系 でや ります と集 中治療 の現実か らか な

りかけ離れていて、 さまざまな弊害 を生んで くるとい うことが出てまい りました。ここで問題
提起をして各大学でどのように対応なさっているか、またその解決法にいい案があ りましたら
御助言を頂戴 したいと考 えまして提案 しました。具体的にはそこの提案理由にありますように、
集中治療部の宿直医の勤務時間は、他の病棟部門とまった く同じでありまして、午後 5時 から
翌朝の午前 8時 30分 までが宿直時間であ り、人事院規則によ ります とその宿直業務 というのは、
夜間に入院患者が急変 した場合に応急処置をとるだけの勤務体制で、6時 間以上の仮眠が とれ
るというのが大原則の勤務体系であ ります。したがいまして次の 日も当然のように通常の勤務
をするというのが大前提の勤務体制であ ります。そうします と、もしこれを法規通 り実行 しま
す と当直医の労働環境 は劣悪になりまして、健康を害 します し、医療事故の原因となります。
はからず も文部科学省から提出のあった資料 1の 一番最初の項の 1番 の(2)、 夜間等時間外 の
診療体制の整備 とい うところで、夜間当直体制の充実 とい うところまで進めなかった ものです
けれ ど、そのような提案があったとい うことが見受けられます。また安全の意味だけでな く、
集中治療部の人員配置、院内の人員配置に対 しましても、そのような無理な体制で勤務をする
という前提です と定員の充足 ということに対 しまして、それが足かせになってくる可能性が大
であ ります。 とい うことで結論から申し上 げまして、この通常の病棟 と同じような宿 日直業務
を集中治療部で今後 このまま継続 してい くということは、運営の実情にかなり負担がかか りま
す し、またかなりのデメリットが大 きい とい うふ うに思 ってい ます。各大学でこれに対 し、ま
ず解決策等あ りましたらどうぞ御助言の程、お願い申し上げます。以上です。
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議 長
あ りが とうござい ました。各大学 の現状 で何か ござい ましたら、いかがで ございましょうか。
大阪大学 はいかがで しょっか。

妙中 (大 阪大学 )
どうい うふ うにお答 えしていいかわか りませんが、要す るに うちはやつぱ りこうい う感 じで
殆 ど徹夜勤務 になることが多 いですね。対応方法 としては当直に入 る前 に寝 る、終 わってか ら
寝 る、とい う風 にして健康をなん とか維持す る ぐらいのこと しか、 とりあ えず しようがない 。
そうい う対応ですね。

議

長

どこの大学 も同 じような現状 で皆、頑張 っているとい うことですかね。

土井 (浜 松医科大学 )
実 は、非公式 に文部科学省 の係員 の方に聞いた範囲では、例 えば極端な話、現在病棟 の看護
婦がや っているような 3交 代勤務 をや って もそれでかまわない とい うような回答 もあったので
すけれ ど、おそ らくそれを実現す るには様 々な問題 もあ ります し、無理であ ります。ただ、 こ
の まま今 の宿 日直を継続 します と、や は り集中治療部 の発展 にも大 きな妨げになると思 い ます
ので、や は り集中治療、おそらく救急医療 もそ うだと思 うのですが、
夜 間の勤務 の適正 な法制
化に向けて何 らかのアクシ ヨンをとるべ き時期 ではないか とい うふ うに思つてい ます。

議

長

あ りが とうござい ました。同 じような状況か もしれませんけ ど、鹿児島大学 はいかが してお
られますか、同 じような状況で しようか。

垣 花 (鹿 児島大学 )
鹿児 島大学 の垣 花 といい ます け ど、僕等 の方 もや は り宿直 といい ますか夜勤が あ りま して、
患者 さんのベ ッ ト8床 でや ってるんです け ど、心臓手術 の術後 の患者 さんが非常 に多 くてなか
なか眠れない状態 で朝 を迎 える とい う状態 です 。そ の後 、患者 さんの出入 りが激 しい もんです
か ら、当 日夕方 回診が あ ります け ど、 8時 まで はず っ と起 きて頑張 って 、や っ と家 に帰 れる と
い う よ うな状況 で 、週 に 2回 ぐらいの 当直が 回 って くる とい う よ うな状態です 。

議

長

大変 みた い で すね。事故 が起 こ らない よ うに しない とい けない と思 い ますが。何 か 3交 代制
を実際 、 と りあげて い る ところが どこかあ りますか。一 晩働 い た ら翌 日休み とか 、看護婦 さん
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みたい にですね。だけ ど医師法ではなかなかそ ううまくいかないみたいですね。

前川 (山 口大学 )
山口大学の前川ですけ ど、一度 どれ ぐらい働 いてい るか と調べ たことが あ りまして、週40時
間でいいはずです よね。一番短 くて60数 時間、一番長い人 は 1週 間で95、 6時 間働 いてい ま し
た。や っぱ りそうい う実数を出 していってですね、もう随分昔 ですけれ ども、麻酔科 にいた頃
に夜 間の緊急手術が随分あ って、当直 は一人だった ものですか ら、それをず っと 1年 間 とか 2
年間のデー タを出 して、それで大学当局 に交渉 したら 2人 に増や していただけました。だか ら
そうい う実数を出さない と多分、いけない と思 い ます。 しんどい、 しんどい、もうこんなに働
いていると言 って も、そうい うものが出て こない となかなか納得 して くれません し、人事院の
ところ までいって正式につ くのか、それ とも大学の方で何 らかのかたちでやっていただいたの
かはっ きりは知 りませんが 、そ うい うや り方 はあると思 い ます。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。かな り現状 は厳 しい ような状況ではござい ますが、決 して
いい労働環境 ではあ りませんので、む しろ独法化が進んだら、そ うい うことが もうち ょっと容
易 にで きるのか もしれません。各大学でやは り環境 を整 えない とこれは事故 につ ながると思 い
ますので、そうい う努力 は是非、進 めていただ きたい と思 い ます。それでは次に移 らせていた
だきたい と思 い ます 。次 は山口大学 の方か ら集中治療部における業務 の効率化 とい うことで出
てお りますので、御説明お願 い したい と思 い ます。

前川 (山 口大学 )
私達 のところは10年 ぐらい前 に病棟が新 しくな りました。
一般病棟
薬剤関係 の管理に関 して、
の方 は、薬剤部が事前にコンピュー ターで入れておけば患者 さん ごとにパ ックされて病棟 まで
きます。しか し、ICUの 場合 は、緊急性があ りますので 、事後で しか注射薬の管理がで きませ
ん。それをいろいろ工夫 しまして、薬剤部、
医事課、
および現場 の人間で一 緒 に協
医療情報部、
力 してプログラムを作 り、いろいろな場合 にも対処で きるようにしました。
患者 さんのベ ッ ト
サイ ドに小 さな トレーを置 き、
使 ったア ンプルを入れるだけで済 むように しました。
そうすると
看護婦 さん達の業務が ものす ご く減 りました。結局、薬剤師 さんが病棟 にい ますので、薬剤管
理 は一応そちらでやっていただいて、それで ミキシングもやって くれます。その現場 に も同 じ
ような トレーを 8時 間で交換 で きるように、
患者毎にそれぞれ 1個 ずつ作 ってあ りま して、そ
の中に使用後 のアンプルを入れてい くとい うことで看護婦 さんの手か ら全ての薬剤管理が離れ
ました。次 の 日に医事課のパー トの方が来て コンピュー タに入れる とい うかたちのプログラム
で 、そうします と在庫管理 で受け入 れる方は、薬剤師さんがや って くれます し、医事管理 の と
ころは、医事課 の方が コンピュー ターに入れるとい うことで、医師、
看護婦 さん達 は本 当に現
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場 で使 うだけ とい うかたちにな りました。以前 は、特別管理薬品 といって、値段 の高い ものか
ら100種 類 とか200種 類、それを全部書 き出 して、また転記 して、そ うこ うや っている うち にま
たおか しくなるとい うような、そんなかっこうで困ってい ました。
今 のかた ちに しま して、基
本的にはアンプル 1個 も漏れませ ん。全て医事計算 で きる ようなかたちになってい ます 。 この
プログラムはいいので、全国的 に使 われたらどうかなと思 い ます。それが一つ と、同 じような
ことですが、多分 いろいろな現場 で検査 とか処置 とかす ると思 い ますが、そ うい うものが抜 け
る可能性がある と思 うんですね。ですか ら、
例 えばそ うい うものを一応 、バ ー コー ドとか何か
で決 めておいて、保険請求す るとか、それか らディスポ製品なんか もバーコー ドで全部読み取 っ
て、保険請求で きて も、
で きな くても在庫管理がで きるような、そうい う共通 のプ ログラム を
作 った らどうか と思 うんですね。いつ も思 い ますが、先程 も高見係長さんがおっ しゃってお ら
れましたけれ ども、各大学で医療情報部が プログラム を作 るのは、それぞれの大学で ものす ご
いお金 を払 ってそれをや っているわけですけれ ども、かな り共通で使える部分 はある と思 い ま
す。開発費 とい うのは 1人 月が500万 円か、随分す ごいお金です よね。 ですか らそ うい うもの
をうまく利用 していって全 国的 に使用 で きればと思 い ます。
徳洲会病院なんかは多分、殆 ど共
通プログラムで動 いていると思い ます。だか ら国立大学 の病院 もや っぱ りそうい う形で倹約 し、
そのお金 を当直費にまわ してもらうとか、何か良 い形 の ものを考 える必 要があ ります。それぞ
れの大学でいい知恵を出 して、独立でや ってい くのも確 かにいいのですけれ ども、共通で使え
るプログラムが 、最近 だいぶ使えるようにはなって きているようには思 い ます。以上のような
提案です。

議 長
どうもあ りが とうござい ました。非常 に大切 なことだろ うと思い ます し、効率化 とい うこと
も大切です し、 ICUに は毒物、劇物 も沢山 ござい ます ので、薬剤管理 とい うの も先生方をは
じめ皆 さん、頭 を痛めてお られるところ もあろ うか と思 い ます。プログラムの共通開発 も非常
に大切だと思 うんですけ ど、山口大学 だか らついたので しょうが、かな りお金はかかるのでしょ
う。お金の請求 の仕方 とか、そ してそうい うお金がついたら、皆 で山口大学に色 々教えていた
だ きたい と思 い ます。

前川 (山 口)
それは特別予算 がついたわけではな くて、各病院にコンピュー ターのプログラムを 6年 に 1
回 とかある程度、大 きな予算がつ きます。その 中のプログラムの開発 の時にうまく入れてもら
い ました。です からそ うい う特別 なものはな くていい と思 うんです。多分プログラムでコアに
なるところはかなり使 えると思い ますから、例 えば薬品が各大学病院で違 うとか、そうい う程
度 の違 いだと思 い ますか ら、そんなに問題はない ように思 い ます。
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議

長

わか りました。 どうもあ りが とうござい ました。

前川 (山 口大学 )
ちょっと先程、言 ってなかったのですけれども、次 の 日に医事課 の方がチ ェ ックして くれる
んですけれ ど、そうす ると病名 と薬品名が出て くるんですね。普通 はその患者 さんには使 わな
いだろ うと思われる薬品が使われていて、人命には特 に問題はあ りませんで したが、そうい う
意味での薬品管理 とい うか、危機管理 もで きます。 よ く見 たら隣に似通 った薬が置いてあって、
それはまずい とい うことで別の所に移 しました。そうい うところまで医事課の方が慣れて くる
と、
危機管理 までで きるようにな ります。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。物流開発の中に ICUも 取 り込み、色 々工夫 をしてお られ
るようなので、いろんなノウハ ウをまた山口大学の方にお聞 き願 いたい と思 い ます。貴重な御
意見 どうもあ りが とうござい ました。それでは次に移 らせていただきたい と思い ます。名古屋
大学 の方か らイ ンシデン トレポー トの統一 フォーマ ッ トの作成 。デー タの収集 についてワーキ
ンググループを立ち上 げたらどうか とい う御意見をいただいてお ります ので、ち ょっと御説明
をいただきたい と思 い ます。

武澤 (名 古屋大学 )
名古屋大学 の武澤ですけ ど、色 々考えましたけれど、 これは時期尚早 で、 ICU全 体 のイン
シデン トレポー トを作るよりも実は、病院の中のイ ンシデ ン トレポー トす ら、あるけれどもた
まっているだけで全 く分析 もされてない し、それを共有化 されてもない し、要因分析 とい うか
新 しい方法にもいってないことです。まだまだそれどころの話じゃないです。まして文部科学
省がそれ全体 のデータを収集 して何か新 しい対策、アクシ ョンプラ ンを立てれるとは到底思え
ません。まして厚生労働省 の、いないか ら言えますけ ど厚生労働省国立病院部が作 った リス タ
マ ネージメ ン トのマニュアルですか、 もうとんで もないと、話にもならない とい うことで行政
にも期待 で きない し、まず当面、はそれぞれの皆 さんの大学でまず現場 の努力をすることです。
イ ンシデ ン トレポー ト、 といってなんとな くヒヤリ、ハ ッ トばか りが ファッションみたい に流
行 してますけど、実際 にや らなきゃいけないことは、事 が起 こった ら翌 日にとにか く皆 を集め
て、少 な くとも現場 の人 は全部集めて、例えば部長クラスで もなんで もいいですから集めて、
そ こで まず話 をす ること。そ こで問題があれば問題 を出 して、それに対す る回答 をもらお うと
す ること。問題点 は皆 さんで共有するとい うことです よね。形式 だけで情報 をや りと りしてや
ればそれで安全性が確保 で きるなんて、 これはもう大間違 いですね。現場がまず しっか りして、
個 々の部品が しっか りしなければ、車 はガタガタになるんだとい うことなので、部品か らなに
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かデ ンシングだけ持 って きて中央で管理すればよくなると思 うのは大 きな間違 い と思 うんです
け ど。長 々と言 い ましたが、結局、 これは撤回 します。私達 のそれぞれの部署で まず ICUが
しっか りで きているか どうか とい うことをまず確認す ることが先 で、その次 に我が病院はいっ
たい どうか とい うことで全体 を考えるのが次 じゃないか と思 い ます。おそらく名古屋大学全体
で年間医療事故 で10何 人が死 んでるとい う計算 はで きますが、おそらく各分野同 じような状況
じゃないか と思 うんです よね。表 には出ないんですけ ど、かな り悲惨 な状況が起 こっているの
で、 ICUか らは少なくともそうい う患者 は出 した くない とい う思 いがあまりにも強かったも
のですか ら、皆で共有す れば新 しい展開が 開けるかなと思って思わず ここに書 いて しまったん
ですけ ど、ち ょっと一歩踏み とどまって自分の足元か ら固めようとい うことで、 これはす い ま
せん撤回させていただきます。

議

長

あ りが とうござい ました。撤回されましたけど、非常 に大切 な問題 だろ う と思 い ます し、

ICUは 手術場 に次 いで とい うか、 ICU、

手術場 とい うのはこうい うことが非常に多 い とこ

ろだと思 い ますので、お互 い に共通の話題 としてやるべ きことだろ うと思 い ます。本当は撤回
されずにこうい うワーキ ンググループを作 って進 めて もいいん じゃないか と、私 は思 っていた
んですが、提出された議題 は撤 回されましたのでこの くらい に したい と思 い ます 。 しか し、 こ
れはや っぱ り大切な問題ではないか と思 い ますので、 ここはお持ち帰 りいただいて、各大学 で
また検討 していただきたい とい うふ うに思 い ます 。それでは次 に助教授の配置 とい う問題が、
これもだいぶ前からあ るようでござい ますけど、長崎大学 の矢野先生 、ち ょっと御説明いただ
けますで しょうか。

矢野 (長 崎大学 )
長崎大学 の矢野です。先程から話が出てます ように、臨床研修 の義務化、或 いはその実施法
としての ローテー ト方式等が考えられてい るわけですけ ど、先程か ら色 々、各大学か らの要望
が出てお ります。 これは診療 スタッフの配置改善或 い は増員要望が主体 であ りまして、先程申
し上げましたような臨床研修 の義務化が実際 に実施 されます と、研修部門の充実が非常 に重要
になって くるわけであ りますけ ど、現在、助教授 とい うポジションがな くて講師の方がなって
お られるとい う状況でござい ます。そうい うような状況 を充実 したものにしてい くためには、
どうしてもやは り専任 の助教授 の配置が非常に重要になって くるように思い ます。もしそれが
無理である とす れば、ポジシ ョンを助教授 の方 に昇格 させていただ くこと。まず こうい うよう
なことで働 きかけていただければと思 ってこうい うふ うに提案させていただきました。以上です。

議

長

あ りが とうござい ました。弘前大学 の先生 、御説明いただきますか。
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坪 (弘 前大学 )
これは、私達 の ところ も救急部 と集 中治療部 は 、 わかれてお りま して、差力｀
あ るんです ね 。
救急部 は助教授 が つ くんです ね 。集 中治療部 はつい て ない とい うことで 、 こっ ち も頑張 ってい
るつ も りな んですが、頑張 って も働 い て も働 い て もあ っ ち の方力

と
'上 、格 が違 う 思 うんですが、

ス タツフが 最初か ら救急部 の方 が いい んです ね 。事務 が つ きま して。 こ うい っちゃなんですが 、

不公平感がぬ ぐえない とい うことで、 こうな ります と後か ら くる人がかわいそうだと思 うんで
すね。一緒 の施設 は多分そうい う感 じが持 たれないか と思 うんですが、下 の人にこいとも言え
ませんで、や は り是非 とも早急な改善 をお願 い したい と思 い ます。ダメかもしれないですけ ど。

議

長

あ りが と う ご ざい ま した 。鹿児 島大学 、何 か ござい ます か 。

上村 (鹿 児島大学 )
永田の代理で来ている麻酔科 の上村 ですけれ ども、教育に関 して も現在、国家試験 のいろん
な問題等 を見 ます と集中治療関係、全身管理関係の問題が非常 に多 くなってい まして、卒前教
育における集中治療の重要性 も非常 に増 してくると思 い ます。そうい う意味で も現在 、当 ICU
で もポリクリの教育が非常 に重要になつてい まして、それを行 うのが講義実施中に行 うとい う
意味で も助教授への昇格が非常 に重要 だと思 い ます。ですか ら、 これか らの卒後教育 だけ じゃ
な くて、卒前 の教育 の中での重要性 とい う意味から考えて も助教授へ の昇格 をお願い したい と
思 い ます。

議

長

あ りが とうござい ました。ち ょっと私 はよ くわか らないのですが、専任助教授 の必要性 とい
うのにはあまり反対がない ような気がす るんですが。 これは何故、駄 目なのですか、 どなたか
やつぱ リダメと反対する人がいるのか、講師を助教授 にあげるとい うのですか ら、給料 もそう
かわらない し、文部省科学省 もそう嫌が らない ような気が します。何 かあるんですかね、専任
助教授配置 は。

大谷 (広 島大学 )

実 は、広島で集中治療部の協議会をやった時にこの話があ りました。
文部科学省 の方 の返答
としてはやは り予算措置を伴 うので、軽 々 しくそうしましょうと言うわけにはいかない とい う
ことを言われました。出す意味がないわけではない と思いますけれども、簡単にはいかないの
かもしれません。
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議

長

昇格 ですか ら,定 員 を増や して くれ とい う話 じゃないか らです ね、もうち ょっと受け入 れて
もらえそ うな気 もするんですけ ど、や つぱ りそ こに何 か壁があるのですかね。

大谷 (広 島大学 )
給料が どうして も上が ります ので、文部科学省 の方 の御返答 はそ うで した。

議

長

そうですか、あ りが とうござい ました。その他 に何 か、専任助教授 ではいけない何かあるん
ですかね。

矢野 (長 崎大学 )
さっきの矢野ですけ ど、絶対 いけないわけではないんですけ ど、先程の弘前大学の先生がおっ
しゃったような ことで、や は り助教授 とい う名前でそのポジシ ョンで活動す るもの と、そうで
ない ものとでの違 いがあることや、それで効率 よ くい くのであればそれが一番いい と思います。
そうい えることが主な理由ですけ ど。

議

長

ですか ら私 もですね、専任助教授 にす ることにあま り問題がないん じゃないか とい うふ うに
思 うんですけ ど。

後藤 (群 馬大学 )
群馬大学ですが、群馬大学 も 7、 8年 出 してい るんですけ ど認 められないですね。講師をた
だ助教授 にあげ るだけで振 り替えるとい うのは、文部科学省 と しては、やは り今、言 われたよ
うに給料 も上がるしポジシ ョンも違 うとい うことです。だか ら病院でそれだけ力を入れて概算
の トップクラス にもっていけば、認 められる可 能性 もあるか もしれないけれ ど、 とい うことを
‐つ言 われました。ですか らその病院内で病院長に働 きかけて、または この会で働 きかけて、
そうい う活動 は必要 だと思 い ます。そうでない と簡単 にはいかない と思 い ます。

議

長

あ りが とうござい ました。そのような ことのようでござい ますね。私、個人 としては専任助
教授 とい うのがあればいいん じゃないか と確 かに思い ますけれ ども、薄か らず壁があるようで
ござい ますので。
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奥寺 (信 州大学 )
信州大学 ですけれ ども、講座 の概算要求 の関係で何回 も文部科学省 に去年、行 ってお ります
が 、 ICU専 任助教授 とい う話 も出ました。するとそれを要求す る大学 は、まずその医学部に
助教授 の空席がないことが条件 です。つ まり助教授 のポス トがあいていると、それを流動化す
ればよろ しい、流動化 に関 してはかな り前 に指針 を出 してお りますか ら、と確実 に言われます。
その点 をご検討 いただいて、そ こがクリアで きていれば、概算要求をする以外 に方法 はあ りま
せん。病院長会議にあげて もあまり意味がない と思 い ます。

稲葉 (金 沢大学 )
今 のことと関連 して、学部長がその権限をもちなさい、 とい うのが文部科学省 の方針 だと思
うんですね。だか ら集中治療部が助教授 をお くべ きだ と、
医学部が半J断 して学部長が今 、言 っ
たかたちで講座間で教官を移せばいいとい うことで、そうい う要求を、学内で もしていった方
がいい と思 い ます。その時 は、例 えば麻酔科 の助教授 を移そうとか、それを麻酔科 の人達が認
めるか どうか とい うの も問題になって くるわけですが、それ くらいの気持ちがあれば、出せば
いい と思 うんですね。

議 長
わか りました。各大学での努力 と概算要求の折 にかな り上位 で出す ことが大切のようです。
やは り、 これは大学 の問題で、文部科学省 にどれだけ必要性 を訴えるか とい うことであろうと
思 い ますので、や っぱ り大学 の 中での概算要求の順位 を上位にをあげるとい うことが必要なこ
とか と思い ます。それではこの ぐらいで ようござい ますで しょうか。次 に医療防止事故 に向け
た国立大学病院の共通 ガイ ドライ ンの作成 とい うことで、武澤先生 、御説明いただけますか。

武澤 (名 古屋大学 )
感染対策なんか も一つの医療事故防止 だと思 うんですけ ど、例えば人工呼吸或 いは透析の機
械等を含めて ICUで 皆 さん汎用 される機械が沢山ある と思 うんです。或 いはイ ンフュージ 当
ンポ ンプもそうですけ ど、そのへ んに関 して、もし医療事故について、文部科学省、厚生労働
省 は 自分達の責任 になるもんですか ら神経 質になってますけ ど、 ICUは そうい う意味では、
重症な患者が いるわ りにはちゃんと医者 も看護婦 もお って設備 も整ってい るわけです。私 は重
症度に比べ て医療事故 の割合 は非常 に少ない と思 っているんですけ ど、や は りいろいろ管理 の
仕方が大学に よってか な り違 うとい うのは、問題だ と思 うので、感染 のガイ ドライ ンと同 じよ
うな観点で医療事故防止 の統一の基準 みたいなものを作 っておいた方が いいんではないか なと
思 い ます。 もちろん、 これは ICU学 会がやる とお っ しゃれば いい んですが、実 は、去年 の

ICU学 会 の時に、医療事故防止 のガイ ドライ ンとかそうい う委員会 について申し上 げたんで
すが、今 だかつ て全 く返事がない とい うことで、今度 の ICU学 会 で、もしか したら出て くる
―‑48‑―

かもしれませんけれ ども、国立大学は国立大学で、別に先行 してやって もいいんではないかな
とい うことが提案内容です。

議 長
あ りが とうござい ました。 ICU学 会 の話が出ましたので、平川先生、何か御意見はあ りま
せんか。

平川 (岡 山大学 )
平川 です。誠に申 し訳ない とい う返事 しかないんですが、現在 のところ、まだそこにと りか
かってない と思 い ます。今後、検討 されるか もしれませんが 、私 の時 に少 し取 り上 げて もいい
か と思 い ます。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。それでは資料 に書 いてお りますけど、国立大学医学部附属
病院長会議へ の上程議題 としては次 の 4つ にまとめてみ ました。 1つ 目は、集中治療部 の教官
と看護婦 の増員及 び臨床工学技士の配置についてとい うことで、 これはかな り沢山の大学か ら
出てお ります。 2つ 目は、医療事故防止 に向けた国立大学病院共通ガイ ドライ ンの作成 とい う
ことで金沢大学 と名古屋大学から。 3つ 目は、集中治療部 の専任助教授 の必要性 についてとい
うこ とで鹿児島大学、長崎大学、弘前大学か ら。 4つ 目は、ME部 の設置 とい うことで長崎大
学か ら、等 々出てお ります。 これらを上程議題 に出 したらどうか とい う 4つ の議題が出てお り
ます けれ ども、 これについて何か ご意見 ござい ますで しょうか。一応、 この 4つ をまとめて、
病院長会議に出す とい うことで ようござい ますで しょうか。今度の第55回 の国立大学医学部附
属病院長会議は、北海道大学 であ ります。当番大学が北 海道大学 とい うことで 、当番大学 の

ICUの 部長先生が説明をして くださるとい うことになってい るようでござい ます け ど、 この
4つ の議題 をまとめて当番大学 の北海道大学 の先生 と御相談申し上 げて提出す るとい うことで
ようござい ますで しょうか。 どうもあ りが とうござい ました。それでは北海道大学の先生 と御
相談を申 し上 げて出 したい と思 い ます。 どうもあ りが とうござい ました。それでは一応 こちら
で準備 いた しました各大学か らの提出議題 、継続議題及び経過報告 、国立大学医学部附属病院
長会議へ の上程議題力'一 応、終わ りましたが 、何か質問はあ りますで しょうか。
武澤 (名 古屋大学 )
先程 の感染対策のことなんですけ ど、一応 、皆 さんに御了解 いただいたとい うふ うに理解 し
たんですけ ど、もしそうであれば、 ここでその委員会 の委員長を皆 さんに決めていただ きたい
と思 い ます 。具体的に、もう時間があまりない もんですか ら、もし私 の考 えといい ますか、も
しで きたらですね、今度 の国立大学感染対策協議会の議長校が東北大学なものですから、で き
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れば東北大学 の松川先生 に ICU部 門 の代 表 の委員長 になって い ただ けれ ば と思 い ます 。そ れ
で松 川先生 のお好 きな方 を指名 して い ただ い て協力 をい ただ けれ ば そ こで案 を練 って 、東北大

学 を中心でそれを作 っていただければなとい うふ うに思 うんですけ ど、それをち ょっと皆 さん
にお諮 り願えませんで しょうか。

議

長

はい。松川先生の御指名をいただきましたけ ど、お願 いで きますで しょうか。よければ是非、
お願 い したい と思い ますけど。

松川 (東 北大学 )
東北大学 の松川です。買 って出るつ もりもないんですが、 どうして もや らなければいけない
ことだとは思 ってお ります ので、私でよろ しければ、とりまとめ役を務 めたい と思い ます 。た
だ し、自分だけでやるつ もりは全 くあ りませんので、いいだ しっぺ を巻 き込んで、何か形のあ
るものにで きればなとい うふ うに思 うんですが、そうい うことでよろ しいで しょうか。

議

長

どうもあ りが とうござい ました。それでは拍手で、 よろしくお願 い致 します。それでは、松
川先生 を委員長 とい うことで、皆様、松川先生か らラブコールがかか りましたら、是非御協力
をいただ くとい うことにしていただ きたい と思 い ます。どうもあ りが とうござい ました。その
他に何か ござい ますで しょうか。それでは次期当番大学 の選出でござい ますけれ ども、準備 の
都合 もござい まして、 2、 3の 大学 に私の方か ら当たらせていただ きまして、次期 を神戸大学
にお願 い しようと思 ってお りますけれ ど、 よろ しいで しょうか。 どうもあ りが とうござい まし
た。今 日は神戸大学 の事務 の方 も参加 して下 さってます し、神戸大学 の先生 、御挨拶 いただけ
ますで しょうか。

夜久 (神 戸大学 )
神戸大学 の夜久 と申します。次期当番校であ りますが、本 日は部長の尾原が出張のため欠席
してお ります。 どうも申し訳 ござい ません。尾花 よ り伝言 を預か ってお りますので、読 ませて
いただきます。
「東京出張 の為、本会議に出席 で きませんことをお詫 び申 し上 げます。先程 、
御指名いただ きました ように、来年度 の国立大学病院集中治療部協議会 を神戸 において開催 さ
せていただきます ことは、当番校 の我 々にと りまして誠に光栄に存 じます。事務部 と相談 いた
しまして早速、準備 にと りかか りたい と考えてい ます。日時、場所が決ま り次第、連絡致 しま
す。今後共、御指導 の程 よろ しくお願 いいた します。本 日はどうもあ りが とうござい ました。
」
とい うことでござい ます。よろ しくお願 いいた します。
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議

長

どうもあ りが とうござい ました。それでは神戸大学 をお認めいただけます で しょうか。 (拍
手)ど うもあ りが とうござい ました。それでは次回は、神戸大学 にお願い したい と思い ます。
本 日こちらで用意いた しました議題 は、全 て終 わ りま した。 これで終了いた したい と思 い ます
けれ ども、 よろ しいで しようか。本 日は、活発 な御討議 と御協力 いただき誠 にあ りが とうござ
い ました。

司 会
それでは、 これをもちまして第16回 全国国立大学集中治療部協議会 を終了 させていただきま
す。九州 とはい え寒 い中、御参集 いただ き、長時間に渡 り、真剣 に御討議 いただきまして、 ど
うもあ りが とうござい ました。会場 も手狭 で して、且つ 、御不便 をおかけ した ことか と思 い ま
すが、 どうぞお許 し下 さい ませ。 どうか、無事 にそれぞれに地域 にお帰 り下 さい ます ようにお
願 いいた します。御協力 どうもあ りが とうござい ました。
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