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第 23回 全国国立大学病院集中治療部協議会 議事録
期日 :平成 20年 3月 7日 (金 )

会場 :金沢大学医学部記念館

第 23回全国国立大学病院集中治療部協議会 日程・議題

1.期  日  平成 20年 3月 7日 (金 )

2.会 場  金沢大学医学部記念館

3。 日 程    ‐

受   付  ́        13:00-13:30
開  会

・ 当番大学病院長挨拶    13:30～ 13:40
。議長選出

。文部科学省挨拶      13:40～ 14:10

高等教育局医学教育課 大学病院支援室病院第二係長 西山隆宏

・特別講演         114:10～ 15:10
「DPCと ICU」

産業医科大学医学部公衆衛生学 教授  松田晋哉

(休   憩      15:10～ 15:25)

・議  事         15:25～ 17:00

(1)協議事項

①集中治療医学会主導の機能評価調査について(名 古屋大学)

②大学病院におけるICUと HCUの管理について (鳥取大学)

(2)そ の他

(3)次期当番大学選出について

閉  会 17:00
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出席者名簿

NO. 大 学 名 役職名 氏 名 役職名 氏 名

] 北海道大学 部   長 丸藤 哲

2 旭川医科大学 部  長 郷 一知 講   師 /1ヽ 北 直宏

3 弘前大学 副 部 長 坪 敏仁

4 東北大学 重症病棟部副部長 星 力ζ彦

b 秋田大学 看護師長 佐藤 幸美

6 山形大学 副 部 長 小田 真也

7 筑波大学 部  長 水谷 太郎 看護師長 川 口 寿彦

8 群馬大学 副 部 長 国元 文生 看護師長 引田 美恵子

9 千葉大学 部  長 織田 成人

10 東京大学 部  長 矢作 直樹 副  音5 長 田中 行夫

助  教 山口 大介

東京医科歯科大学 部  長 三高 千恵子

12 新潟大学 部  長 遠藤 裕 副  音5 長 風間 順一郎

13 金沢大学 部  長 稲葉 英夫 副  音F 長 後藤 由和

看護師長 田中 三千代

・４ 福井大学 副 部 長 石本 雅幸

15 信州大学 教  授 川員田 樹人 看護師長 下本す 陽子

16 岐阜大学 部 門 長 白井 邦博

17 浜松医科大学 副 部 長 土井 松幸 看護師長 飯田`芳子

18 名古屋大学 部  長 武澤 純 副  音「  長 高橋 英夫

19 二重大学 部  長 丸山 一男

20 滋賀医科大学 部  長 江 口 豊 助  教 五月女 隆男

９
一 京都大学 高1 部 長ヽ 瀬り||一

22 大阪大学 副  音F 長 藤野 裕士 看護師長 河野 総江
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23 神戸大学 助  教 三住 拓誉

24 鳥取大学 部   長 斎藤 憲輝

25 島根大学 部  長 齊藤 洋司 副 部 長 野村 岳志

26 岡山大学 高ll 部  長 片山 浩

27 広島大学 准 教 授 廣橋 伸之

28 山口大学 副 部 長 若松 弘也

29 徳島大学 部  長 西村 匡司

30 香川大学 副  吉『  長 国家 諭

31 愛媛大学 部   長 土手 健太郎

32 高知大学 副 部 長 山下 幸一

33 九州大学 高1 部 長 谷山 卓郎 看護師長 井ノロ 美和

34 佐賀大学 部   長 中島 幹夫 副  音る 長 三溝 慎次

35 長崎大学 畠l 部 長 横 田 徹次

36 熊本大学 部  長 木下 順弘

37 大分大学 助   教 松本 重清
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39 鹿児島大学 部   長 上村 裕一 副 部 長 垣花 泰之

看護師長 可T村 カツ子

40 琉球大学 罰
`   

長 須加原 一博 助   教 渕上 竜也
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敬称略

【議長選出】

金沢大学医事課課長 (西川)  恒例によりまして議長は例年当番大学の集中治療部長が

務めてお りますが、これに倣つてよろしいでしょうか。 (拍 手)あ りがとうございます。そ

れでは集中治療部長の稲葉先生、よろしくお願いいたします。

金沢大学 (稲葉)  金沢大学病院の集中治療部長の稲葉でございます。よろしくお願い

いたします。先ほど松田先生のご講演の中でお話 しがあつたのですが、名古屋大学の武沢

先生が先週お亡くなりになりました。もちろん集中治療部長をなさっていたわけなのです

けれども、こうい う試みは当協議会では初めてかなと思いますが、もし皆さんご同意いた

だければ、ここで黙祷を武沢先生に対 して黙祷を捧げたいと思います。皆さんご起立をお

願いいたします。黙祷.    ｀

金沢大学 (稲葉) ありがとうございました。それでは議事に移らせていただきます。

【協議事項 1:集申治療医学会主導の機能評価調査について (名 古屋大学)】

金沢大学 (稲葉) 二つ頂いておるのですが、最初の議題は 「集中治療医学会主導の機能

評価調査について」ということで、先ほどの松田先生のほうからもご提案あったのですが、

名古屋大学の先生の方からご説明願えますでしょうか。

名古屋大学 (高橋) 名古屋大学の高橋です。この議題はだいぶ前に出た話で、今後や

らなければならない、やるのなら集中治療医学会のほうでということですけれどt)、 この

全国集中治療協議会としても継続審議をしていただきたい。実は、経済的な面もあるので

すが、先ほどの御講演でもありましたが、本来は患者の質にあるのですが、治療のクオリ

ティを上げることも本来は基本的なことで重要でありますが、何かをやらなければならな

いとい,う ことです。実は昨年の集中治療部協議会でも、そ ういったことをやつていかなけ

ればならないと申し上げましたが、あわせて検討 していただきたい。

金沢大学 (稲葉) ありがとうございました。議長の情報としてお伺いしたいのですが、

松田先生でも結構なのですが、今までやつてこられた調査とい うのは日本の ICUの何割ぐ

らいにあたるのか。文部科学省 1/Dデータの中で、病院の病床数とかのデータがあったので

すが、集中治療として実際何害1ぐ らいがデータの中に入つているのか、もしご存知でした

ら・・・. ‐

徳島大学 (西村)  徳島大学の西村と申します。ICU学会として非常に大きな問題があ

ります。それは今先生がおっしゃつたようなことが全く分からないということ、ICU学会

で施設認定されている施設 とDPCに絡んでいるところと完全に一致していません。まだ分

からないことは、加算を算定している病院とも全く関連がない。これに関しては、都道府

県が認定 していますから、ICU学会としてはデータを持つていません。施設としては 200
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弱学会が認定 しているのですけれども、それがどれだけ今回の調査に関与したかとい うこ

とが分からない。もう一つ、この全国国立大学病院の集中治療協議会というところで話を

させていただきますと、国立大学病院の ICUと は、日本の ICUの規範となるような ICU

であるべきです。規範となるべき姿はどうであるかということを、我々は求めていくべき

であろうと思います。 しか し、基礎データがない。だから基礎データを集めないといけな

いということでしたが、予算が問題でした。そこで ICU学会の機能評価委員会が、協力し

てやったのですけれども、残念なことに、2006年度の調査に参カロした国立大学病院は 6病

院だけです。最も非協力的であつたということです。分かつているのは、そういうところ

です。             ′

金沢大学 (稲葉)  ありがとうございます。そうすると日本の全体の ICUを まあ例えば

分野別 とか系列別に比較するとか、そういうこともほとんどできていないとい う理解でよ

ろしいのでしょうか。

徳島大学 (西村)  学会としてはデータは持ってないです。今回のデータがたぶん全国

的にとられた、日本で初めてのデータになると思います。松田先生がおっしゃっていたよ

うに、ICU学会としては、そういつたことを続けて、2006午、2007年 ときましたので、

2008年もやらないといけない。是非、2008年度に関しては、できれば ICU学会主導でや

りたいと思つていますので、国立大学病院の ICUに はデータ収集に協力をお願いしたいと

思つています。

金沢大学 (稲葉)  6病 院にうちも入っていますが、ひょつとしてこういう話が全く届

かなかったとい う、事務の方で止まつている病院もあるかと思 うのですが.

徳島大学 (西村) その件も非常に問題で、事務で止まっている病院が多かつたようで

すさ我々現場の医者のところに連絡なく終わってしまったとい う病院がいくつかありまし

た。次回は現場にできるだけ伝えたいと思います。それとそういう問題は 2006年度調査時

に分かつていましたので、2007年度に関してはできるだけ現場の先生に直接手紙を出させ

ていただいて協力をお願いしました。2007年度はもう少 し増えましたが十何施設だつたと

思います。

金沢大学 (稲葉) 学会主導となると事務の方が協力 していただけるところというのは逆

に少なくなるのではないかと・・・。ですから両方がぃいのかなとい う気もするのですが、

ICU学会の文書を事務官に持っていつても、たぶん一切協力してくれなくなって、逆に言

えば、制度的なものがあれば自分たちでやつてもいいのかもしれませんが、この件に関 し

て他にご意見はございますでしょうか.ど うぞ。もよろしければご所属とお名前をまず。

浜松医科大学 (土井)浜 松医科大学の土井です。私たちも実は 2006年度のときには、事

務から連絡がお りてこず、参加できなかった。昨年は事務から連絡が来て参加が可能とな

りました。それで学会の評価委員会が全国の ICUを網羅して評価ができればいいのでしょ

うけれども、2006年のデータをみて見ますと、かなリバラつきが多い、いろいろなシステ

ムというか、いろいろなレベルの ICU、 いろいろな形態の ICUが 日本に存在 しています。
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学会主体でデータをとるにしても、最低限、国立大学の集中治療部 というのは、もちろん

施設間のいろいろな差はあるのでしょうけれども、しかしながら日本全体のばらつきに比

べれば、かなりまとまった質のある施設であろうと思われます。今後、積極的に最低限国

立大学からは全施設がこの調査に参加 して、そしてサブグループとして、現在の国立大学

集中治療部としてはどうあるべきかという方向性を出すためには、データを出す努力をし

なければならないと思つていますので、どうぞ宜しくお願い致 します。

金沢大学 (稲葉) ありがとうございます。逆に言いますと我々の ICU、 国立大学病院の

ICUと 最近循環器 リハビリテーション関係でにわかに増加 した ICUと はどこが違 うのかと

いうことも、実際聞きたいと私は申し上げてきました。DPCの参加施設は、強制的にこう

いう調査に参加するのは、そ うい うシステム作ることが良いのではないかと申し上げまし

た。それもちょつと依然難 しいということでしょうか。他にご意見、ございますでしょう

か。

東北大学 (星)  東北大学の星です。 うちのところは、2006年 は事務方と協議してキャ

ンセル しました。昨年は参加 しようと思いましたが、当院の重症病棟部は 30床 あり、10

月の入室者数は約 200名 になり、データの打ち込みが問題になりました。始め事務にお願

いして打ち込みの人間を雇つてもらう予定でしたが、時間がなくなり結局私自身が打ち込

みを行いました。この点が大きな負担となりました。西村先生にお願いしたいのですが、

打ち込む人間の時給などを出してもらうように、学会からだと難しいと思 うので、この協

議会から病院にお願いしてもらえないでしょうか。

金沢大学 (稲葉) 文部科学省からの文章という形ではなかった 。・・、事務のほうへ調

査依頼という文章がでるのではないのか 。・・.

徳島大学 (西村)2006年 、2007年は、松田班での対応になっています。松田班のいくつ

かある研究の中の、ICU研究ということでお願いしました。2007年度に関しては、全国の

国立大学病院の数ヵ所で説明会もさせていただきました。2006年度の反省を踏まえて、

2007年度には協力がいただける様努力 しています。調査は大変であることはよく分かりま

すが、事務方に協力を強制できるかとい うのは非常に難 しいと思います。我々は機能評価

委員会、学会の一団体としてやつていますので、そオしを病院事務方のほうでやっていただ

けるかどうか、難 しいと思つています。先ほど土井先生もおつしゃったように、我々の将

来を決めるようなデータだと思います。本当に大変だということは重々分るのですけれど

も、やはり集めないと進歩がありません。何度も言いますけれども、国立大学病院とい う

のは、土井先生もおろしゃられたように、日本の ICUの 見本となるような ICUに ならない

といけないと思います。そのためにはどういう施設が必要なのかというデータを、提示 し

ないといけない。それのとっかかりを松田先生に作つていただきましたので、ICUに携わ

つているものの使命としてぜひ協力してもらいたいと思つてお ります。

浜松医科大学 (土 井)  浜松医科大学の土井です。東北大学の星先生のおしゃったこと

はもつともです。やはり私たち日ごろの臨床業務でかなり疲弊 していることが多いと思い
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ます。今回 2007年 は病院長会議に話が通つていて、病院長会議がサポー トするとい う、そ

れを今回は事務が聞いていて、私達の大学の事務官もかなり協力的にサポー トがありまし

たこ次回の調査にあたらても事務方の協力が必要ですが、ずっと病院長会議に協力を願 う要

請はできないでしょうから、例えばそのために本協議会の会長なり、世話人が協議会とし

ての活動として、文書を病院長あてに 「要望書」として出して、つまり本体は日本集中治

療学会の調査であって、それに対 し′て協議会が、それに乗かつてサポー トするのだと。そ

れで調査をよろしくお願い しますという文書を 1通出していただきます と、おそらく事務

としてはかなり協力 しやすいのかなという部分がありますので、どうい う文面になるか、

この学会独自の調査という形の形態を使わせてもらつて調査するという格好が良いと思い

ます。それはまた西村先生とお話 しをして、何らかのアクションをすることで。

金沢大学 (稲葉)  そ うですね、学会の委員会としてこうい う事業があり、協力して自

分たちの病院機能を評価すべきだとい うような病院長会議への 「要望書」の形で、例えば

今回ここでの決議ということで提出できると思いますけれども。

浜松医科大学 (土井) そういうのがあると事務方の対応が違ってくる。

金沢大学 (稲葉) 他にご意見として。

弘前大学 (坪)  弘前大学の坪と申します。 うちは、全部提出させていただいています

がやはり大変です。 1カ 月分 しかやつてませんけど、医者も疲弊しています し、その上に

あオl′ を 3人でやるんですけれど、あれを経時的にやるとなると、やはり本当に疲弊に疲弊

して しまいます。外国はデータ集めに秘書官がいて全部や りますよね。何か別のデニタ、

ひとつまとめた段階でデータが飛ぶような別のシステムを構築していただいた方が、あら

かじめあれをもう一度、西村先生、まともにやるとなるとですね、ほんとうに大変なんで

す。

金沢大学 (稲葉) ちなみに先生のところ電子化されているというか、もちろん 。・・。

弘前大学 (坪)電 子化はされておりますが、ICUの データが飛ぶようにはなっていない。

まとめて、医者が毎 日やるというのは不可能だと思います。

金沢大学 (稲葉)  他に困難であつたということで、こうい う点を考えていただきたい

とい う施設がございましたら。

産業医大 (松田)  産業医大の松田ですけれども、傷病名に追加業務で入るということ

は問題なのだろうと思います。DPCの様式 1も そうなんですけど、民間病院ではどのよう

にしているかと中しますと、民間は一斉サマ リー、所謂様式 1を用いています。標準様式

を作るとい う作業が必要なのですけど、ある程度の標準様式は作れると思 うんです。もう

一つは、実は、ほとんどのデータは入院カルテやレセコン情報を見れば分かります。今回

もレセコンからかなり取れる状況なのですけれども3連動 しないのが問題なのだと思いま

す。採れない部分を先生方が埋める作業が大変なのだと思いますけど、工夫すれば現場の

先生方の負担を少なくとも減らすことができます。学会の方でも標準様式を考えていただ

く必要があるかと思います。
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金沢大学 (稲葉)  もう1回確認なのですけオ1′ ども、レセコンから採れる量というのは、

委員会に来て、そこから各委員が確認できるという理解で宜しいでしょうか。

産業医大 (松 田)  学会によつてどのようになうているかと申しますと、たとえばミ泌

尿器科学会などでは DPCのデータをもう一回集め直す という作業をやるんですけど、厚労

省に出 したものを逆にコピーして出してもらって、学会の評価委員会のメンバーが評価す

るという。循環器学会もそ ういう形で行っております。

金沢大学 (稲葉)  今までの調査と重複 していたようなこともあつたという。・・。

産業医大 (松 田)  重複ではなくて、出さなければいけないデ‐夕がありますね。あれ

が戻つてきますので、それをもう一回学会で収集するという作業をやれば良いかと。・・。

金沢大学 (稲葉)  他にご意見ございますか。何か問題点・・・.継続 してより精度の

高いものにして調査をやっていかないと働く我々の立場もあると思いますので、もしよろ

しければ西村先生と学会を介 しまして、今回の協議会の要望書という形で、病院長会議の

ほうに提出するようにさせていただきますがそれでよろしいでしょうか。 (拍手)あ りがと

うございました。

【協議事項2:大学病院における ICUと HCUの管理について (鳥取大学)】

金沢大学 (稲葉) それでは次の議題に移らせていただきますが、この議題に関しては過

去の本協議会で何回か議論されたのですが、「大学病院におけるICUと HCUの管理につい

て」という議題でございます。鳥取大学の先生よろしくお願いいたします。

鳥取大学 (斎藤) 鳥取大学の斉藤です。今、議長のほうからお話がありましたように、

今まで何回かHCU問 題というのは、この会で取り上げていただきまして、何年か前にH
CU関 して、どこでも話をする場所がない。この場で声をあげ続けられたらいいのではな

いですかという応援をいただいて、それでまあこのHCUに 関する問題 というのを毎年

我々が提出しているわけですから協議ではないですけれども、先ほど松田先生のICUの運

営形態が多様でなかなかニーズに対応することになっていないということなのですけれど

も、HCUに関してはまだまだそこまでもいっておりませんで、出来上がってきた経緯は、

ICUの ステップダウンと言いますか、後方ベッドという形でできているところであるとか、

救急の救命センターがいっばいになつた時の受けⅢLですとか、あるいはサージカル ICUの

重症度の1蚤度のやつ、あるいは一般病1東へ ICUの受け渡すときの中間ベッド的な受入、そ

の対象というのが多彩で、かつ ICUよ りももつといろいろな問題を含んでいる。運用形態

にしてもいくつかはできているのですけれども、どういう形態かわからない。そういう状

況ですので、実はHCUと いうのは、困つているところがいつぱいあるのですよという形で、

声を上げさせてもらつている。いろいろと問題があつて困つていますというところで、受

けとっていただければ宜しいかと思います。
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金沢大学 (稲葉)  先生、もし、この全国国立大学集中治療協議会で調査をした覚えが

あるのですが、再調査の指針というのはあり得ますで しょうか。

鳥取大学 (斎藤 ) そうですね、あの時はまだ加算前・・・。

金沢大学 (稲葉)  加算が付きそうだという時にや られましたね。だから加算が実際取

られているというのはほとんどないと思うのですが、そのあとHUCと して少しかなり広が

つた り、形態として、管理形態とかできた病院もあるのかもしれませんので・・・。

鳥取大学 (斎藤) HCUと して運営していくのがいいのか、実は ICUの数を増や した

ほうがいいのではないか。経営、その辺がいろいろ他の要因が絡んできますので、だいた

いHCUが あち三ちにできた時点でもう1回調査をする必要があるのだろうと思 うのですけ

れ ども、それが今の時期なのかどうかわからないのですけれども。

金沢大学 (稲葉)  保健改正があるとい う話、 4月 以降あるのですが、そこのあたりで

HCUの位置付けとか、大きな変更があるとか、そうい う情報をお持ちの先生はいらっしゃ

いますで しょうか。おそらく平均在院 日数の基準が変わらないといつまでも変わらないと

思 うのですが。この件に関して何か関連する事項でも結構なのですが、ご意見ありました

らお願いします。

群馬大学 (国 元)  当院 4階は重症病棟になっています。この南部分に循環器内科が、

北部分に呼吸循環器外科病棟 18床 (北病棟)と HCU16床があり、集中治療部は HCUに
ドアーを隔てて隣接 しています。HCUは、2002年 2月 に ICUと 歩調を合わせて運営する

とい うコンセプ トで設置され、現在毎年約 600名 の患者が入退室しています。北病棟とHCU
は一つの看護単位 となっており、計 34床を 31人の看護師さんで看ています。当院 ICUは

7床 とベ ッド数が少ないため、緊急入室患者用に ICUベッドを開けなくてはならない場合

は、無理を言つて HCUの受け入れをお願いしている状況です。ICUのベッドコン トロー

ルが困難な時は、患者 さんの受け皿ができて ICUと しては運営しやすくなったのですが、

HCUに してみます と、本来「ICUに行くほど重症でないが、病棟に帰るほど軽症でない患

者のブリシジ的な治療をする」というコンセプ トで設置された施設が、実際は ICUか ら押

し出されて来た患者ですとか、治療回復困難患者さんの治療施設になってしまいました。

さらに HCUには、人工呼吸が1に、要な患者や、少なからぬカテコールアミン投与が必要な患

者など,多様な患者 さんが入室してくるため、看護師さえノが疲弊 してしまうほど混乱 して

います。今後 HCUの状況をどのように打開するか事務方とも相談してきましたが、HCU
加算が取得できない状況では、いつそ ICU化 してしまつたほうがいいのではないかという

意見になっています。昨年東京大学を見学させていただき、今年は東北大学を見学させて

いただきましたが、両大学とも管理加算の取れない HCUを ICU化することによって、重

症患者管理施設運営を向上させたようです。在院日数 17日 以下の急性期病院でなければ

HCU管理加算が取れませんが、「在院日数 17日 以下」をクリアしている旧国立大学病院は

一つもなかったと思います .

金沢大学 (稲葉)  矢作先生、何か訂正とかご指摘がございましたら。東大はどのよう
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にやられているのでしょう。

東京大学 (矢作)  東大の矢作です。すいません、去年とちょっと重複するところも出

てきてしま うのですけれども、もう一度簡単にご説明させていただきますと、そもそも当

院の場合、ハイケアユニットというのは、別に我々が作ろうとしたというよりは、看護の

要因が強くて、従来いわゆる各病棟毎にリカバリーを持つていた古い病棟を、平成 13年に

新病棟に統合するときに、看護部のほうで傾斜看護 とい う考え方で、いわゆる一般病棟に

中間病棟のリカバリーICUと 、それから一般病床の間のハイクアを作るということででき

たというのが実情なのですけれども、そして 1,210床の病床のうち、外科系、ICUからも

その当時大人が 14、 小人が新生児とNICU合わせて 15と いうように出てきて、そして外

科系のハイケアが 36床、内科系のハイケアが 15床 ということで、始まりました。

ところがですね、両ハイケアユニ ットが動き出して、いくつかの問題点がはつきりして

きました。これも医者の問題 というよりは、やはりそこで働 く看護師の問題が非常に大き

くて、‐言でい うと先ほど国元先生がおっしゃって、まさにその通りで、ハイケアには入

口が四つありました。つまり救急外来、手術室、ICU、 そして一般病床 と。それの非常に複

雑な業態、さらに平均在院 日数が、日数が3日 弱とい う中で、コマネズミのように、患者

さんもコマネズミですけれ ども、働 く人はもっとコマネズミでですね、一言でいうと、や

つてられるかといって、離職率が非常に高かったのですね、ハイケアは。

ですから、そこで看護婦と話をしまして、看護婦としてはやはり傾斜看護というのは一

っの理念 としては美 しかったのですけれども、例えば外科系の病棟で働 く看護婦さんの働

く動機 としては、やはり患者 さんが入られて、重症な手術そして退院するまで一通 り看た

かつたとい う人が多かったらしいのですけれども、それが使用前、使用後みたいになって

しまって、間が抜けて一般病棟はやる気がない、そしてハイケアはコヤネズミ状態。これ

で離職率がバンと増えたということで、これではしようがないというので、医療上の問題

というよりは、やはりその看護のほうを任さないと、結局は医療がもたないということで、

ハイクアを全廃 しまして、内科系 15床、外科系 36をやめてしまつて、そして第 21CUを

24床で作 り替えをしました。そしてそれによってハイケアのない内科系ハイケア 1,000外

科系ハイケア 3,600入つていたのを合わせて 4,600入 つていた患者を第21CUに して、今

は 2,000つ まり半分以下、あとは一般病床を底上げした配置になりましたから余計そうい

う意味では、頑張つてもらっているところなのですけれども、そしてその傾斜看護を廃止

したというのが現状です。

金沢大学 (稲葉) 総数としては看護の数は増えたのですか。それとも減ったのですか。

看護師さんの数は。

東京大学 (矢作)  当然、2:1になりますので、看護師は外科系 51だつたのが、今ベ

ッド数は 36か ら24に減つておりますけれども、今 66、 7でやっています。

金沢大学 (稲葉)  もう一つ確認なのですけれどt)、 それまでの HCUは入退室を規定す

るけじめと言いますか、・・・。
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東京大学 (矢作) 集中治療部ということでもちろん減らしていただいてやつている。

金沢大学 (稲葉)  しょっちゅう入れ替え、入れ替えということで・・・。他に確か前

にも、HCUを ICUに したという施設があつたと思 うのですが・・ ち。

神戸大学 (三住) 神戸大学の三住です。当院も6年前にHCUと ICUを立ち上げました。

ところが先ほどの先生の御発言どおり、ICUにいた患者が HCUの 方にどんどん流れていきま

すので、言葉は悪いのですが 「掃き溜め」状態になりまして、看護師さんの離職率が非常

に高くなりました。そこで 3年前に HCUを ICU化いたしました。それで、そこで働く看護

師さんの数は増やさなかったものですからもとの HCUだ つたところのベッド数を減らした

のです。そうして lCUと 一般病棟をつなぐ看護 レベルのところがなくなつてしまいまして、

結局一般病棟にもう1回重症個室を作り直 しました。で、その HCUが ICUに なった部分の

収益が病院側にとつてはかなりの収益になったらしいのです。そこで今度の 4月 から HCU

から ICUになったときにできた空きベッドを 「フルオープンしろ」と病1院側から命令が出

まして、現在 24床が今度の4月 から 36床で稼働させるのですが、結局病院からの命令で

我々が広げる訳ではないのですから、集中治療部としての ICUが我々の手から離れてしま

つて、要するに ICUを コン トロールすることができなくなってしまいました。結局私の上

司などは退職 して しまつて、私のような若いものがこのような会議に出てくるようになっ

てしまいました。だから、もし同じようなことが他大学におこりますと同じような問題が

起こってくるのではないかと思います。

金沢大学 (稲葉) 先生がおっしゃるのは、医療崩壊の引き金であると。

神戸大学 (三住)  そうです。そういうことも1つ の問題になると思っています。

金沢大学 (稲葉)  あと、確認 したいのですが、神戸大学は救急部と集中治療部が別に

なって、救急部の先生方が確か HCUを作られているとい う話を聞いたのですが・・・。そ

の住み分けはどう。・・。まだ、HCUはあるのですか。

神戸大学 (三住)  いや、HCUは もともと救急の患者は全く入つておりません。救急部

は救急部 として 6床持ってお りました。

金沢大学 (稲葉)  ベッドは普通の一般病棟を使 うということで・・・.

神戸大学 (三住) ICUの 中に E(elnergency)‐ ICUと して 6床持つてお りました。

金沢大学 (稲葉)  ああ、ICUの 中の 。・・。

神戸大学 (三住)  そうです。それで今まで我々が持っていた S(surgical)‐ ICUと HCU
が ICU化 した M(IneaicaD‐ IcU、 それと救急部がもつ E‐ICUと いうのがあったのですけれ

ども、それが今度からSと Mは 1つのユニットにしてしまってどんな対象でも入れる、病

院としては何でもベ ッドを埋めるという方針です。

金沢大学 (稲葉)・ 救急部を介した患者もダイレク トにそこに入るという理解で。

神戸大学 (三住)  そうです。救急部のベッドだけでは足りず、そこが空いていれば受

け入れるとい うことです。

鳥取大学 (斎藤) 実は、鳥取大学モ)HCUの ICU化を進めていって、この4月 から22
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床の HCUの 12床 をICUにするんです.ただですね、やはりHCUの理念というのは非常

にいいものがあつて、一般病棟にいきなりICUか ら降ろすのは問題だろうということで、

ICUの後方ベ ッドというのが理想なんです。実際にはどこの大学も今聞いていますとICU

がどんどん増えている。そ うするとそのコン トロールとか、逆に問題となってくるわけで

す。それをどういうふ うにうまく管理 していくかとい う、おそらく今度は ICUの 問題 とし

て返つてくるのではないだろうかということが、来年、再来年あたり大きくなった ICUを

どのように運営するかということが出てくるのではないかと思 うのですけれども。

金沢大学 (稲葉)  岡山大学の片山先生いかがでしょうか。先生のところは救急部、確

か救急部で HCUを持たれていて、あとは全部 ICU、 その後は全て ICU化 されたのでしょ

うか。

岡山大学 (片山) 岡山大学の片山です。救急部、氏家先生のところがHCUと いう名前

で立ち上げたのですけれども、実際は先ほど来お話 しが出ていますように、私達の病院で

はいわゆる 17日 以内の急1生期ではなくて、HCU加算がとれなかったのですね、そうなり

ますと看護がかなり重点配置 してお りましたので、病院としてはそれはもう勿体ないとい

うことで、15床 あります HCUの中を、8床分を ICU化いたしました。残りの 7床はです

から一般病床 ということなのです。 8床の ICUと 7床の一般病床がある一つの病棟がそこ

でできあがっています。ですから私のところの病院では、名前はHCUが残つていますけれ

ども、現実にはその中の半分が ICU化 した HCUと いう、名前だけが残つているというこ

とで、余談ですけれども、この4月 からは新病棟が半分できて完成なのですけれども、先

ほど来お話しも出ていますけれども、ICU力日算が取れるということで、病院の増収に繋が

るというような執行部の意見がありますし、突如一般病床だったところが 18床分の ICU、

CCUの増床になります。ですから私たちのところもそこにもまた夜勤、日勤を出さなけれ

ばいけませんので、今までと同じような、クローズ ド、まあほとんどクローズ ドに近い、

私たち主導の ICUを継続 しようと今のところ努力しておるのですけれども、結局、なかな

か人間は増えませんし、とい うのが現実です。

金沢大学 (稲葉) ナースの数は少 し増えたということですよね、当然。

岡山大学 (片 山) 元々の先ほどの HCUを ICUに変化させる時は、ほとんど増やさな

い状態で、その 8床分の ICU枠の中だけの人員配置を元々していたのです。ですからかな

り手厚い看護ができるだけの看護配置はできていた状態です。

金沢大学 (稲葉)  それともう一つ気になるのは、 7対 1を先生のところは採 られた上

で、ICUを導入 したということですか。

岡山大学 (片 山)  そうですね。

金沢大学 (稲葉)  ちょつとお伺いしたいのですが、 7対 1に まだなつていないとい う

病院はありますでしょうか。結構・・・、半分ぐらいですかね。 7対 1をやられていない。

金沢大学のことをちょつとお話 ししますが、金沢大学は 7対 1を優先しようという形で動

員を図つて、何とか今 7対 1が採れたり、採れなかったりなのかもしれませんけれども… 」、
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4月 から採れる 。・・、まだ採れていない 。・、という状態です。地方大学では看護師さん

の確保が非常に難 しくて、ICU化 しようにも困難だと思うのですが、まあ一部では東京大

学がみんな看護師さんを盗んでしまつて、矢作先生が悪いんだとい う意見も相当あったよ

うですけれども。 どうでしょうか、この辺に関してかつてアンケー トを取つたと思 うので

すけれども、何 らかのちょつと我々の実態、それから看護師 7対 1と かこうい うことも含

めて、看護師さんも実は今 日の協議会に何人か出席 していますので、そうい う簡単な調査

をして、次回の協議会で何 らかの形で提示 していただくとい うことでいかがでしょうか.

かつては山下先生がやられた、大阪大学がやられたのですか。どちらがやられたんですか。

中心になられたのはどなたがやられたのですか。一応この協議会で調査をされましたね。

ええ、HCUの調査です 。・・.

徳島大学 (西村)  あれは鳥取大学と岡山大学ですか。

金沢大学 (稲葉)  ああ、そうですか。ですから今回は HCUの調査というか、ICUが

どのくらい増えていて、それからHCUと ICUが どのぐらいづつあるのか。そしてそこに

看護婦をどのぐらい、あれ しているか。 7対 1、 どれぐらいがやっているのかということ

も含めて、問題点とい う形で何か、提案 してはどうかと思 うのですけれどもいかがでしょ

うか。必要なければ・・・っいかがでしょうか。 どなたか素案というか、やつていただけ

るとありがたいと思 うのですが。機能評価とは余 り関係がないですが・・・さ

徳島大学 (西村)  実際機能評価をいろいろ伺っているだけでも結構大変ですQ ICUだ

けでも、実態はわかっていない。とにかくICUの実態を提えてということを思つているの

ですけれ ども。

金沢大学 (稲葉) ICU化 してベッド数を増や しているところがあるということですね。

徳島大学 (西村) そうですね。ある程度だからそういつたところで協力いただいたら、

どれ ぐらいあるかというのはわかるかも・・・。我々の調査にどの程度の施設が参加する

かわかりませんけれども、それからでしたらわかるかもしれない。

金沢大学 (稲葉) あとちょつと気になるのですが、救命センターを持たれるところは、

救命センター自体の ICUを持たれていて、今回両方のデータを集められているというの

は・・・.

徳島大学 (西村)  これも非常に難 しいです。基本的には管理料とつているところとい

う形で、松田りIの場合は集められていると思 うのです。ICU管理料をとつているところ。

金沢大学 (稲葉) それから救命センターとして、HCUを作るとHCU加算が取れます

し、そこまで広げるのかということも、この場で協議できれば・・ ,。

徳島大学 (西村)  先生がおっしゃつているのは、我々の学会としての委員会がどうす

るかということでお聞きされているのだとしたら…。

金沢大学 (稲葉) そ うです。

徳島大学 (西村) 我々は ICUだ けを対象にしたいと思っています。

金沢大学 (稲葉) それは救命センターも含めてということですね。
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徳島大学 (西村)  いいえ、ICUと いうことです。

金沢大学 (稲葉)  斉藤先生というご意見がありますが、斉藤先生いかがでしょうか。

1)ち ろんお手伝いというと何人か、他の方に入つていただければいいと思うのですが。

鳥取大学 (斎藤)  前回や りました際に、単純にですね、そういう機能評価ほど難 しい

ことはできませんけれども.数だけでしたら、・・・

金沢大学 (稲葉)  まあ・・・。

鳥取大学 (斎藤) そういうものを前回は 100%の回答をいただいて、今回も協力してや

るぞということでしたら、そのアンケー トの素案は私なりに考えたいと思いますけれどt)、

作らせていただいて、来年までの間にできたら9月 頃までにでも・・・。

金沢大学 (稲葉)  その時に 7対 1と かそうい う看護師さんの数ですね、病院全体とし

て抱えている看護師さんの何割ぐらい、集中しているかとか 。・・。

鳥取大学 (斎藤)  一応原案を作らせていただいて、他の方たちと一緒に先生にも見て

いただいてとい う格好で、協力 していただくとい うことで、そ ういう形でしたら原案を作

らせていただきます。

金沢大学 (稲葉)  よろしくお願いいたします。それでよろしいでしょうか。 C白手)お
そらく事務方も協力していただくという形で、次国の協議会にみなさんにお示 しするとい

うことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

【その他、議長提案議題 :本協議会の参加校拡大について (金沢大学)】

金沢大学 (稲葉) 以上が提出していただいた1協議事項でございますが、その他として、

議長のほうからいくつかご提案というか、ご論議いただきたいと思うのですが、国立大学

の救急部の協議会がございますが、実は今年度岐阜大学で公立大学を加えるということで、

公立大学の先生にも入つていただいて、この協議会を少し拡大するような形でやつた経緯

があるのですが、そのことに関していかがでしょうか。その背景は法人化したという、そ

れぞれの大学が法人として活動している。公的な病院として国立大学も変わらないのでは

ないかというような、ただ文部科学省からお話しをいただく立場としては支障がないかと

いうのはあるかと思うのですが、いかがでしょうか。どうしてそうなつたのか、私の説明

が不足しているといけないと思いますので。

徳島大学 (西村)  昨年度は救急、医学会の部長会議で、私立大学は私立大学でやるけれ

ども、公立大学は少数でどこにも属さないのでおかしい。それで国公立で=緒にやつたら

どうかというような発言がありました。今年に関してはオブザーバーみたいな形で参カロさ

れました。それで今年の協議会で正式にということで、あと私立・・・。

金沢大学 (稲葉)  あのとき私立大学も入つて・・・.

徳島大学 (西村)  たぶん私立、自治医大と産業医大は私立にというのとちょっと違 う

No.14



第 23回 全国国立大学病院集中治療部協議会 議事録

期日 :平成 20年 3月 7日 (金 )

会場 :金沢大学医学部記念館

ので、公立ではないけれども、一緒にやればどうでし́ょうかということだったように記1意

しています。

金沢大学 (稲葉)  どなたか 。・・。

徳島大学 (西村)  防衛医大もですか 。・・c

金沢大学 (稲葉)  防衛大学が入ると。

徳島大学 (西村) ただ公立大学プラス私立というものの公的な性格をもつたところも、

一緒にやつたらどうかということだつたと思います。

金沢大学 (稲葉)  いかがでしようか。救急部協議会と比較してはいけないかと思うの

ですが、救急部協議会では連絡協議会という形で、私大で集まるのですが、集中治療では

そういうのがほとんどない。こういう例えば次期当番校をどうするかとか、そういう中間

報告という形がやられていないのが現状ですので、いきなりご提案することが出来なかっ

たのですが。それからお伺いしますが、公立大学の先生方が入る時はその場で合流するよ

うな形で決まったということでよろしいのでしょうか。

徳島大学 (西村)  詳しいことは、覚えていません。たぶん、次回、声をかけて見まし

ょうと言 うことだったと思います。それで実際に、オブザーバーとして参力日していただい

たような気がします。

金沢大学 (稲葉)  おそらく文部科学省の方が出席して説明するような会は公立大学に

はなぃんでしょうから、もしよろしければ、次回オブザーバーとして声をかけていただく

というような形で、次期当番校の先生にお願いしていただいて、そして次回オブザーバー

という形になるのかもしれませんが、次回の協議会でそのことに関して意思決定をすると

いうような形にさせていただければと思うのですが、いかがでございましょうか。 (拍手)

それではそのようにさせていただきたいと思います。

【その他 :看護部会の設置について】

金沢大学 (稲葉)他 にこの際でございますので、こういう問題について論 じてほしいと、

何かご意見がございましたらお伺いしたいと思 うのですが。何かございますでしょうか。

浜松医科大学 (土井)  浜松医科大学の上井です。確認ですけれども、昨年の東大の本

会の時に、今年度から原則的に看護師長も同席で話をしましょうとい うようなことで話が

あらたと思いますけれ ども、それは今後の方針としてはどのように理解すればよろしいで

しょうか。

金沢大学 (稲葉) 今回この準備をしていただくにあたつて、看護師さんの会を設ける

とい うことで、実は少 し早めに看護自F「 さんに集まつていただいて、論 じていただいたので

すが、今回参カロされたのは 9大学が参加 されて、お昼のランチを食べながら会議といいま

すか、話し合うていただきました。来年から看護師さんも来てもらうというこ
`≧
になると、
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予算とかいろいろな問題が生じるのでしょうか。たぶん旅費とか、いろいろ問題がありま

すので、もしこの協議会自体に参加する形でやるのか、それともその前に救急部協議会で

すと、午前中ぐらいに看護師さんだけの会を設けて、そして午後一緒に加わっていただい

てまた協議するという形であつたと思うのですが、そういう救急部の協議会に準じた形に

するのか、そこの点を明らかにしていただけると、案内が出しやすいと思うのですが、い

かがでしょうか。それでこれもちょつと関連して、今日9大学の看護の代表の方々がお集

まりいただいていて、いろいろお話をされたとは思いますけれども、その報告を私共の看

護師長のほうからさせていただきたいと思います。

金沢大学 (田 中)  田中です。よろしくお願いいたします。それでは、看護師長交歓会

の報告をいたします。交歓会は、12時から 1時間行いました。内容は、応援体制、勤務体

制、新人教育、一般病棟との連携についてでした。応援体制では、透析室や血管造影室、

採血室、一般病棟等に出ている所と全く出ていない所等様々でした。これは、施設内で ICU

が救急部と併設または救命救急センターである場合や独立している場合、専従業務である

として県から規制されている場合等によるものでした。勤務体市1では、3交替から2交替に

変更している施設がいくつかありました。新人教育では、新人が通年より多く配置され、

現場での教育体制に苦慮しているという問題です。新人が 3～ 10人 と通年の 2～3倍の人数

になっている。これは、昨年度から一般病棟に導入された 7対 1看護によって、新人が多

数採用さオt、 ICUに もその影響が及んでいる。新人が実働するには、最低半年から 1年以

上必要であり、インシデン ト発生リスクの高い ICUな らではの教育指導体制が必要である

等の課題が出されました。一般病棟との連携では、転入・転出時の連携方法について話し

合いました。充分な意見交換はできず、現状の課題から各施設で取り組んでいる工夫等に

ついて情報交換 した次第です。以上です。

金沢大学 (稲葉)  ありがとうございました。看護師さんのお話の中でも看護業務とか

の負担が増えている、それから先ほど神戸大学の先生がおっしゃつたように、離職という

か、そういう事態も起こっているということで、まあできましたら来年度は救急部協議会

と同じ形で、協議会の時間で看護師長に出席いただいて、ある時間でそういう看護側から

見た集中治療、ICUの問題点という形で論じていただいて、そして一緒に看護師さんと論

じる形にしたらよろしいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。よろしいでし

ようか。(拍 手)それではそのような形で、次国の協議会ば開いていただければと思います。

他に何かございますでしょうか。

【その他 :次期当番校の選出について】

金沢大学 (稲葉)  そオ1′ではちょっと時間は早いのですが、次期当番大学選出というこ

とで、恒例ですと、現在の議長を担当している大学が次を決めてきたというようなことで
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ゴざいまして、今までと違い、比較的来年度から大変になるかと思いますのが、大変なこ

とをやつてくださる先生を恐る恐る探 しましたところ、快 く熊本大学の本下先生がお引受

くださいましたので、本下先生のほうからご挨拶をいただければありがたいと思います。

熊本大学 (木下)  熊本大学の本下でございます。稲葉先生は快くとおつしゃいました

けれ ども、私は渋々今からでも変わつてくださる先生がいらつしゃつたらお願いしたいの

ですけれ ども、他にいらつしゃらないようで・・・.

金沢大学 (稲葉)  大変だと思います。実は私も矢作先生からいただいて、事務方も協

力 していただけると思つていたのですが、「そんなことはやつたこともないし、前例からい

うと医者がやることになっているので、事務は一切協力しない」と、今は一生懸命協力し

ていただいていますが、次回はこれまでと全然違 う、そうい う事態でかなり大変だと思い

ますけれ ども、是非皆さん t)本下先生に声援の拍手を送って戴いて・・・。 (拍 手)

熊本大学 (木下)  そうでしたらいずれやらなければいけないとい うことと、私をもつ

てこの会を終了するということも、あまりにも寂しいので、お引き受けいたします。それ

で私からのお願いというか、皆さん人のご相談ですが、もし次々回も存在 しうるなら、私

が指名 させて戴いた方がこのような形で、お引き受けいただきたいとい うことが一点と、

それから開催時期に関しましてですが、私自身は今回 3月 、前回も3月 でやつているよう

なのですが、次期開催 日に関して先生方のご都合等をできるだけ考慮して設定 したいと思

います。会場自体は熊本大学構内で熊本市内ですが、来年の日程として一つ 1月 の 19日 か

ら23日 の週、これはおそらくセンター試験の翌週ぐらいになるだろうと思 うのですが、そ

の辺 り。救急部協議会が先ほど丸藤先生に聴きましたところ 2月 10日 とい うことなので、

私自身もそ うです し、兼ねていらつしゃる先生がかなりいらっしゃいますので、かなりそ

れと近い日程でやるのもあれだと思いますので、それから集中治療医学会が 2月 26日 から

28日 まで大阪でございますので、その時期はできないとい うことですので、もしやるとす

ればあと3月 のどちらか、最近は SCCMと いう国際学会が 2月 の上旬か 1月 下旬にあるの

でしようか、詳 しい方いらつしゃるのであれば教えていただきたいのですが・・・。その

時期、国際学会に参加するので、この時期に本会を開催不都合だとい う方がいらっしゃい

ますでしょうか。いらっしゃらない。

金沢大学 (稲葉) 3月 のこの時期というのは入試 と重ならない、比較的あいている時期

では・・・。東大からこの時期になつたのですが事務系統はこの時期・・・

熊本大学 (本下) 前期試験と後期試験の間で発表作業と事務方が大変であろうと…・。

すごく大変なので、時期的には余 りよくないのではないか、事務の方にとつて。

金沢大学 (稲葉)  これは先生の方で一番いい時期にスタッフの都合もあると思います

ので、熊本大学の方で決めていただければと思います。

熊本大学 (木下) では第一の案としては、来年の 1月 の 22、 23曰 くらいですけど、本

曜 日か金 1翌 日、まあ金曜日のほうが皆さん翌日帰られること、天候などのことを考えると

よろしいかと思いますけれども。23日 のあたり、特にご都合の悪い先生がいらっしゃらな
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かつたら、以前は 1、 2月 にやっていたと思いますので、1月 の 23日 ということでよろし

いでしようか。 (拍手)では、そのようにさせていただきます。それから今、稲葉先生から

の申し出がありました話では,協議事項はそのまま継続で、特に西村先生がおや りになつ

ていらつしゃる学会指導の機能評価に関しては・・・.

徳島大学 (西村)  中四国 ICU地方会が重なるかもしれない 。・・川崎でしたよね。確

認できないのですけれども。

00  あれはいつでしたかね。

徳島大学 (西村) 金曜日。

OO  すいません、ちょっと今調べているのですけれども・・・。

徳島大学 (西村) 金曜日にされる。

00  いや、金曜日に評議員会でヽすね。

徳島大学 (西村)  土曜 日ですか。

熊本大学 (本下)  では、本曜日だつたらいいということ。・・。本曜 日だと・・・。

金沢大学 (稲葉) 過去には木曜 日が結構多くなかつたでしたか。金曜日とかですと、

学会 とかが重なって、金、土、日と昔は学会が多かったですから.看護師さんの方では、

例えば木曜 日はダメだとか、そういうのは。

00  中四国の ICU地方会は来年 1月 31日 です。ですからそこは大文夫です。

徳島大学 (西村)  はい、大文夫でした、すみません。

金沢大学 (稲葉)  なるべく金曜 日ですかね、まあ今 日も皆様方ぜひ金沢でお金を落と

していつて、熊本も大変美 しい町ですので 。・・。

熊本大学 (木下)  よろしいですか。ちょっと話 しが途中になりましたが、この学会指

導の機能評価をできるだけこのメンバーが協力 してデータを西村先生の方へお送 りしてい

ただいて、その結果をそれまでに間に合えば集計して、ご報告いただくのが 1点 と、それ

からもう1点は鳥取大学の斎藤先生にお願いしまして、HCUと ICUの機能に関する全国

調査をしていただいて、その集計結果をご報告いただくということで、そうしますと、今

回オブザーバーに加える公立大学にも同じような質問用紙を送っていただいて、データを

集めると。

金沢大学 (稲葉) そうですね。

熊本大学 (木下) 任意でご回答いただくのですれども・・・.

徳島大学 (西村)  これは ICU学会でや りますので、関係ありません。私立大学も一般

の病院も。

熊本大学 (本下) 斎藤先生の方には、このメンバーに加えて、次回オブザーバーでご

参加 されるかもしれない公立大学とそれから産業医大、自治医大、防衛医大にも同じ質問

用紙を一応送 lNl・ していただいて、ご協力をお願いしていただいたらよろしいのではないか

なと思 うのですが.

鳥取大学 (斎藤) 産業医大もですね。
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金沢大学 (稲葉)  ですから、この会が終わりましたら、まあ参加していただけるとあ

りがたいということですので。私共のほうから、金沢大学の方から公立大学の方へ 「こう

いう結果になりましたので次回から参加していただけますか」という形で案内を出すのは、

出しておけばアンケー トしました時に話が通じるかもしれません。そこまで私共の金沢大

学のほうでやらせていただいて、あと次回お願いするという形にさせていただけますか。

熊本大学 (木下)  それから本調査に対しましては、次回は全大学に国答していただく

していただくということで。救急部協議会と同じように、この協議会に先立って看護師の

会をしていただくということで、 うちの方は看護師長に話を通しておりませんので、次回

の看護師長会の切 り盛りが・・・、できれば今回出席された方が司会をお願い 。・・、看

護部会の司会をどなたかにやつていただければ・・・.

金沢大学 (稲葉) 今回出席された方々の互選で司会を決めていただけますでしょうか。

9人いらつしゃるようですので.来年もt)ち ろん集中治療でいらつしゃるということが大

事だと思うのですが、もう辞めようと思つている方はしかたないですが・・・。

熊本大学 (木下)  中し訳ないのですけれども、金沢大学の師長さんに第 1回の看護部

会の司会をやっていただけるとありがたいのですが。

金沢大学 (稲葉)  うちの師長は辞めませんので・・・、よろしいですかね。

熊本大学 (本下) それでは繰り返しになりますが、1月 23日 金曜日ということで、用

意させていただきますのでよろしくお願いいたします。 (拍手)

金沢大学 (稲葉)以 上でこちらのほうで用意した議事は終了でございます。それでは皆

さまお疲れ様でございました。第 23回の集中治療部協議会をこれにて終了させていただき

ます。お気こつけてお帰り、または夜、美味しいものを食べて帰つていただければと思つ

ております。

金沢大学医事課課長 (西川) どうもありがとうございました。お帰りの際は身の回りを

もう一度ご確認 していただいて、お忘れ物のないようにしていただければというふうに思

いますので。本国はどうも本当にご苦労様でした。ありがとうございました。
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