
集中治療専門医育成プログラム 

 

概要 

 集中治療専門医資格を取得するには集中治療研修認定施設での２年間（麻酔、内科、外科、小児科専

門医資格保持者）または５年間の研修が最低条件である。集中治療は本来チーム医療で実践するもので

あるため単に医学知識・技術を身につけるだけでは十分でなくあるべきシステムそのものをも研修対象

とするべきである。大阪大学医学部附属病院集中治療部では、各種移植手術の術後管理を含む集中治療

を実践しているが、単に日常臨床を行うだけではなく創立以来約 40 年かけ管理病床数の増加と平行し

てスタッフの数と質の充実を図り教育システムの構築と改良を重ねてきた。その結果完全クローズド

（専属の集中治療医が ICU でのすべての治療をおこなう）な集中治療を行うだけでなく 24 時間いつで

も専任スタッフによる集中治療の指導を受けることのできる施設となっている。この大阪大学医学部附

属病院集中治療部を中心とした専門医育成プログラムにより現在発展途上である本邦の集中治療の将

来をになう人材を育成することを目指す。 

 

対象医師と研修期間 

 初期臨床研修を修了した医師を対象とし、最長 6年間の修練期間を設定している。 

 

到達目標 

 3 年間で集中治療の基本技術として麻酔科認定医資格の取得と集中治療専門医資格取得のために必要

とされる集中治療認定施設での 2年間の研修を行う。以後集中治療専門施設または麻酔科関連施設にて

研修を続け、集中治療専門医資格の取得を行う。 

 

身分・所属 

 大阪大学医学部附属病院医員、または関連病院レジデントもしくは常勤医 

 

後期研修のコース 

 1 年間大阪大学麻酔科にて麻酔の基礎技術を身につけた後、集中治療関連施設における研修を行う。

重症患者管理の基礎となる技術と経験を身につけるためには最初に麻酔科研修を行うのが最適と考え

ているためであるが大学で研修を行うことで集中治療部内で行われる教育プログラムにも参加しやす

いように配慮している。その後の集中治療の研修により心臓血管外科、臓器移植、食道癌など大手術術

後の患者管理および敗血症、肺炎などの内科的疾患に関する集中治療医学の概要の習得を目ざす。集中

治療関連施設としては、大阪大学医学部附属病院、大阪府立急性期・総合医療センター、大阪府立成人

病センター、大阪府立母子保健総合医療センターがあり各人の目指す将来像を実現するのに最適なプロ

グラムを研修医個々人と議論した上で最良と思われるプログラムを作成することを目指す。これらの施

設は麻酔科専門医認定研修施設でもあるため同時に麻酔科学会認定医および専門医取得のための期間

に算定できる。麻酔科認定医資格取得後は大阪大学医学部附属病院集中治療部での研修を最低１年間組

み込んだ 6年間の研修期間を計画し集中治療専門医資格を取得する。徳島大学医学部附属病院救急集中



治療部は院内患者のみならず救急患者も直接収容する施設であり研修希望者は大阪大学ICUでの研修後

に紹介する。なお集中治療研修プログラムを専門医資格最低要件を満たす３年で考え、以後は麻酔科専

門プログラムへの移行なども可能である。 

研修プログラム例(これ以外の組み合わせも可能であり相談の上決定する。  
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資格の取得 

 集中治療専門医の資格取得のためには集中治療専門研修施設での5年間の研修または特定の専門医資

格を有するものは 2年間 1または 3年間の研修 2と定められている。集中治療専門医資格を取得するた

めに本プログラムでは、麻酔認定医(標榜医)資格をまず取得し、さらに集中治療認定施設での 2年間の

研修により集中治療専門医資格取得することを念頭において作成した。以後は集中治療または麻酔専門

研修施設で研修を行うことにより集中治療専門医の資格が取得可能となる。集中治療専門医資格を単独

で取得することをめざす場合は集中治療研修認定施設での5年間の研修が必要とされているが上記施設

にて対応は可能である。また麻酔科以外の専門資格保持者については個別に相談の上、研修プログラム

をたてる。 

１．麻科酔科学会専門医、救急医学会指導医、外科学会指導医、胸部外科学 会認定医、小児外科学会

専門医、消化器外科学会認定医、内科学会専門医、循環器学会専門医、脳神経外科学会専門医、小児科

学会専門医 

２．外科学会専門医、救急医学会専門医、内科学会認定医 

 

後期研修終了後 

１．大阪大学医学部附属病院集中治療部のスタッフ 

２．大阪大学集中治療関連施設のスタッフ 

３．大阪大学麻酔科関連施設 

４．大学院 

５．他地域施設 



 上記の選択肢が考えられる。大阪大学集中治療部スタッフを目指す場合は研修医の指導ができるだけ

の臨床経験と力量が要求される。個々人の研修達成度に応じて相談の上その後のプログラムを作成する。  

研究について 

 集中治療の領域では患者を救命できない場合も多く新たな治療法が模索されている。治療法はある意

味玉石混交であり常に科学的アプローチによる評価を行うことで取捨選択していく必要がある。大阪大

学集中治療部では上の目的で大学倫理委員会の承認のもとに行う臨床研究に力を入れている。さらに基

礎的な研究を希望する場合は大阪大学麻酔・集中治療医学講座の大学院に進学することも可能である。  

 

問い合わせ先 

 大阪大学医学部附属病院集中治療部 

 藤野裕士 

 電話 06-6879-5824 

 FAX 06-6879-5823 

 e-mail yujif217@gmail.com 

 
 
 
研修施設 
 

１．大阪大学医学部附属病院集中治療部  

a. 管理症例数：563 例（2007 年：10 床にて運用時の統計）  

b. 管理体制：クローズド 

 専任常勤医 7名、非常勤７名が常時２名集中治療部病棟に常駐し最大 10名の重症患者治療にあたる。

集中治療部は初期研修ローテーションプログラムの救急部門に属するため初年度研修医と２年目研修

医(選択コース)が不定数勤務に加わる。その結果、同一勤務時間の医師数は 2-4 名となる。常勤医のう

ち 3 名は日本集中治療医学会専門医、1 名はオーストラリア集中治療専門医、6 名が日本麻酔科学会指

導医または専門医資格を有している。非常勤医は麻酔科後期研修医、集中治療部後期研修医、外科系科

非常勤医よりなる。 

c. 施設の概要： 

 約 97％が外科系患者であり、内訳は心臓血管外科が約 48％、食道癌を中心とした消化器外科が約 29％

のほか、小児外科、耳鼻咽喉科、整形外科、泌尿器科、脳神経外科などが残りを占める。内科系では肺

炎、ARDS など呼吸不全患者が中心となる。また、近年、わが国でも臓器移植手術が行われるようにな

ったが、本院はすべての臓器移植認定施設となっており心臓・肺・肝臓・膵臓・小腸・腎臓の移植手術

での術後管理は当集中治療部医師により行われている。業務としては人工呼吸を中心とした呼吸・循環

管理以外に当集中治療部内でのすべての血液浄化も集中治療部医師が行う(平成 17 年度 持続血液濾過

透析：459 件、血漿交換：40 件)。平成 19 年度よりハートセンター（CCU を含む）が開設され、平日

はハートセンター患者の人工呼吸および血液浄化療法への関与も始めた。さらに院内急変患者に対する

対応として集中治療部と救命センターが共同で院内 CPR コールシステムを稼働しており心肺停止患者

での心拍再開率 63%、生存退院率 33%という成績をあげている(平成 19 年)。またスタッフの多くは大

阪 ACLS および日本救急医学会認定インストラクター資格を保持しており病院職員全体の教育活動と



して月 1 回の院内 ACLS コースの主催を集中治療部、総合診療部、救命救急センター、循環器内科を中

心とした各診療科と分担している。院外での教育活動としては 2002 年から年に 1 度、人工呼吸器セミ

ナーを主催し日本中から 400 名以上の参加者を集めている。  

 

２．大阪府立急性期・総合医療センター麻酔科  

a.管理症例数： 

 手術室は 12 室を有し、2007 年の麻酔科管理症例は 3003 件であった。心臓大血管 145 件、開頭手術

147 件、開胸・縦隔手術 101 件、開胸開腹手術 12 件を始め症例は非常にバラエティに富む。救急救命

センターが同施設内に存在するため緊急手術 400 件(13.3%)と多いのも特徴である。2007 年の ICU 収

容件数は 621 件で外科系が 94%を占め、surgical ICU の特徴を示している。科別には心臓血管外科 191

件と最も多く、以下外科 137 件、脳外科 108 件と続く。平均滞在日数は 3.48 日である。  

b. 管理体制： 

 ICU はベッド数 6 床で運営している。1993 年から集中治療専門医認定施設として登録されており、

集中治療専門医 2 名を含む麻酔科指導医 4 名が指導にあたっている。ICU 死亡は 15 例、死亡率 2.48%

であった。重症度評価は SAPS II スコアを用いて行っており、2007 年の平均 SAPS II スコアは 28.7

点であった。  

c. 施設の概要： 

 大阪市内南部に 768 病床を持ち、周辺住民（阪南六区約 86 万人）はもとより、広く大阪府域あるい

は府外の患者に対して、急性期からリハビリテーションまで一貫した高度な医療を提供する府立の医療

施設の麻酔・集中治療部門である。日本麻酔科学会および日本集中治療医学会の認定指導施設であり、

麻酔と集中治療のバランスと連携がよくとれた研修が行える。2008 年 6 月現在の麻酔科常勤スタッフ

は 9 名そのうち麻酔科学会指導医 3 名、麻酔科学会専門医 3 名、麻酔科学会認定医 2 名である。レジデ

ントは 5 名、初期研修ローテーター3 名である。スタッフには、日本救急医学会認定 ICLS コースディ

レクターをはじめ、AHA 認定 BLS・ACLS プロバイダーなどの有資格者が複数おり、約 29 年の歴史

を持つ院内心肺蘇生システムの運用、すなわち院内の急変時の二次救命処置（2006 年 17 件）と引き続

く集中治療および心肺蘇生法(BLS・ALS）教育を、救急診療科・心臓内科などとともに行っている。  

 

３．大阪府立成人病センター麻酔科  

a. 管理症例数：定数６床で、2006 年度の延べ入室患者数は 1606 名 

 病院内唯一の重症病棟として、院内 CPR 発生時の収容先として、ベッドの弾力的運用を行っている。  

b. 管理体制： 

 麻酔科の常勤医師 8 名（うち ICU 専門医１名）と非常勤医師若干名により運営している。24 時間常

勤医師が常駐し、当該各科と密接な連携を取りながら治療に当たっている。従来は、非常勤医師の麻酔

科志向が強かったため、後期研修医を ICU の勤務ローテーションに組み込まれることはなかったが、

今後は積極的参加を期待している。ただし、毎日の ICU カンファレンスや処置・学会発表に際しては、

後期研修医が積極的に役割分担している。 

 c. 施設の概要： 

 当センターは癌と循環器の専門施設であり、大学病院とナショナルセンター以外では本邦唯一の特定

機能病院として、附属の研究所と連携して、高度先進医療を実践している。ICU は消化器外科・呼吸器

外科・心臓外科・脳外科等の術後患者と、ARDS 等の呼吸不全を中心とする多臓器不全患者の治療にあ



たっている。後期研修医の指導に際しては、気管挿管、中心静脈穿刺のみならず、ミニ気管切開等の多

彩な手技の習得と、人工呼吸管理や血液浄化等の集中治療機器の習熟に重点をおいている。また、院内

CPR システムは主に ICU 医師により構築・運営され、日本救急医学会認定の院内心肺蘇生講習も定期

的に開催している。なお、平成 18 年度の麻酔・ICU 後期研修医全員が、日本救急医学会認定インスト

ラクター資格を取得した。 

  

４．大阪府立母子保健総合医療センター麻酔・集中治療科  

a. 管理症例数：317 例（2007 年） 

b. ICU 管理体制：オープン、主科主治医性 

 麻酔集中治療医 11 名が麻酔・ICU 業務を行っている。うち 3 人が集中治療専門医である。ICU の管

理と指導は、集中治療専門医 1 人が週代わりの当番性で行っている。現在、病院は ICU 病床数と人員

の増大を計画中であり、それにより麻酔集中治療科の ICU への関与も増大すると予想される。  

c. 施設の概要： 

 年に数例の産科重症例が入室することがあるが、それ以外の入室患者は小児である。その内訳は、先

天性心疾患小児が約 60％（うち手術後が 3/4）、小児外科系が約 30％、小児内科系が約 10％である。入

室患者の年齢構成は、生後 1 週間以内が約 15％、1 ヶ月未満が約 5％、1 歳未満が約 30％である。業務

としては、呼吸・循環管理を中心にした全身管理を行っている。2007 年に ICU にて血液浄化を必要し

た症例は 10 例、HFO による管理を必要とした症例は 8 例、非侵襲的人工呼吸を行った症例は 7 例あっ

た。救急・院内発生の CPR への対応や、人工呼吸に関するコンサルトへの対応も重要な仕事の一つで

ある。 

 研修の一環として、麻酔業務も行うことができる。2007 年には、小児麻酔件数は 2903 例、産科麻酔

件数は 609 例であった。 

 

５．徳島大学医学部附属病院 救急集中治療部  

a. 管理症例数：ICU 326 例、SCU 277 例、HCU 1,224 例  

b. 管理体制：  

 ICU は完全なクローズドで、専任常勤医 6 名、非常勤医 5～7 名が常時 2 名以上集学治療病棟に勤務

し、重症患者の治療にあたる。常勤医のうち 3 名は日本集中治療医学会専門医、3 名は日本救急医学会

専門医、3 名が日本麻酔科学会指導医または専門医、1 名が外科専門医資格を有している。非常勤医は

本院各科の非常勤医が勤務している。毎朝のカンファレンスの後に回診を行い、人工呼吸器からの離脱

の可否、循環作動薬の調整、血液浄化療法の適応、抗菌薬の選択を始めすべての治療方針を ICU 専従

医が決定する。軽快後は HCU を経て、または直接病棟へ移動する。慢性疾患を除き本院の人工呼吸患

者全員を救急集中治療部で治療している。症例検討会を週 1 回、死亡症例検討会は基本的には 3 ヶ月毎

に行っている。SCU は脳卒中患者を治療する施設である。主に脳神経外科医、神経内科医と協力して

治療にあたる。 

 c. 施設の概要： 

 ICU 入室患者の約 8 割が外科系患者である。心臓血管外科 28％、消化器外科 21％、脳神経外科 7％

が主である。その他、呼吸器外科、形成外科、整形外科、産婦人科などである。内科系の患者では COPD

の急性増悪を始めとする呼吸器内科4％、急性心筋梗塞や急性心不全患者などの循環器内科4％である。

その他、消化器内科、血液内科、内分泌・代謝内科の患者も治療している。全体の約 2 割が院外からの



救急搬送患者である。このため、院内の重症患者を対象とする ICU と比較して、さまざまな疾患を経

験することができる。中毒、重症熱傷、重症の糖尿病性ケトアシドーシス、市中肺炎なども年間数例は

治療している。ICU 入室患者に対しては、すべての治療を専従医が行う。人工呼吸管理、循環管理はも

ちろんであるが、血液浄化療法や栄養管理も ICU 専従医が行っている。専任常勤医は全員 ICLS インス

トラクター資格を有している。年 2 回、徳島大学 ICLS コースを開催し、広く心肺蘇生法の普及に努め

ている。人工呼吸管理の向上を目指し、NPO 法人を立ち上げ人工呼吸器セミナーを始めとする活動を

行っている。 


