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集中治療とは	

外科系および内科系疾患を問わず、呼吸、
循環、代謝、消化器、泌尿器などの急性臓
器不全に対して、強力かつ集中的な治療と
ケアを行うことで臓器機能を回復させ重症
患者を救命することを目的としている。	

日本集中治療医学会編、集中治療専門医テキスト	



集中治療医とは	

種々の臓器不全や多臓器不全を有する
重症患者の全身管理とケアまた臓器不全
を伴った患者の生命維持法について高度
な知識と技術を有する専門医師のことで
ある。	

日本集中治療医学会編、集中治療専門医テキスト	



集中治療医学とは	

•  生命の危機に瀕している急性期重症患者を
救命、安定化して、原因となった疾患を解明
して治療へと導く急性期全身管理医学である。	  

•  重症患者の全身状態を病態に即して至適な
状態に維持する	  +tra+ng	  therapy	  を主として
行い、原因疾患の治療と回復を図る。	  

•  このための診断、モニタリング、治療、病態生
理の解明がその学問体系である。	  



集中治療の歴史	

•  1953年 デンマークのコペンハーゲンの市民
病院に世界で初めてのICUが開設。	  

•  1952年にポリオの大流行で呼吸不全患者が
多数発生し、気管切開下にバッグ換気を行う
ことで死亡率が激減したことが原動力となっ
た。	  

•  この治療を指揮した麻酔科医	  Ibsen	  は集中
治療医学の父と呼ばれている。	  

	  
	  

日本集中治療医学会編、集中治療専門医テキスト	



日本の集中治療の歴史	

•  １９６４年　順天堂大学附属病院にICU開設	  
•  １９７４年　集中治療研究会が発足	  
•  １９７９年　日本集中治療医学会に改名	  
•  １９８９年　集中治療認定医が誕生	  
•  １９９２年　集中治療専門医に改訂	  
•  １９９６年　専門医試験が開始	  

およそ５０年と歴史は浅い	  



日本のICU	

2005年	 2011年	

施設数	 670	 822	

病床数	 5453	 6530	

専門医数	 761	 935	

認定施設数	 190	 244	

全て増加傾向にある。	



ICUベッドと一般病床の人口１０万人あたりの比較	



国は集中治療医の存在を評価してくれている。	



標榜対象の専門診療科	

集中治療科は標榜を	  
認められていない	



集中治療専門医も現時点では標榜できない	

厚生労働省の基準を満たす事は比較的早期にできそう	



集中治療専門医に関して	



世界の集中治療専門医制度の種類	

① Supra-‐speciality型	  
② Single	  sub-‐specialty型	  
③ Mul+ple	  sub-‐specialty型	  
④ Primary	  specialty型	

日本集中治療医学会編、集中治療専門医テキスト	



①	  Supra-‐speciality型	

•  麻酔科、内科、外科、小児科などの基本診療
科の研修中または研修後に共通の集中治療
研修プログラムや試験を受けるもの。	  

•  オーストラリア、ニュージーランド	  
•  ベルギー、ドイツ、ギリシャ、オランダ、ポルト

ガル（ICU研修期間は２年）	  



②	  Single	  sub-‐specialty型	

•  麻酔科研修の延長としての麻酔科学会が有
する集中治療研修プログラム。	  

•  デンマーク、オーストリア、フランス、イタリア、
スウェーデン（ICU研修期間は１−２年）	



③	  Mul+ple	  sub-‐specialty型	

•  麻酔科、内科、外科などの基本診療科がそれぞ
れで独自の集中治療研修プログラムを有するも
の。	  

•  アメリカが採用している。	  
•  ICU研修期間は麻酔科プログラムで１年	  
•  内科はストレート２年	  or	  呼吸器集中治療３年	  
•  外科は1年	  
•  呼吸器集中治療プログラムが圧倒的に多い（全

体の８割程度）	  
	  



④	  Primary	  specialty型 	

•  集中治療を独立した基本診療科とした制度。	  
•  初期研修終了後に集中治療研修プログラム

に直接入るもの。	  
•  スペイン、イギリス、スイス（研修期間は５年

前後）	  
•  他のタイプとの共存がほとんどでPrimary	  
specialty	  型のみというのはない。	



日本の集中治療専門医制度	

•  Supra-‐specialty	  型と	  primary	  specialty	  型の並
列方式。	  

•  2015年以降に卒業する医師は麻酔科、救急
科からのSupra-‐specialty	  型のみになる。	  

•  現在は日本集中治療医学会が認可。	  
•  欧州のCoBaTrICEを参考に集中治療教育プロ

グラムが作成された。	  



現在申請可能な専門医	

２０１５年卒業以降の	  
医師はこれらの学会	  
の専門医をとっても	  

集中治療専門医には	  
なれなくなる。	



CoBaTrICE	

•  集中治療専門医のトレーニングを確立するた
めに2003年に設立。	  

•  European	  Society	  of	  Intensive	  Care	  Medicine	  
(ESICM)が主に支援。	  

•  集中治療医の到達度(Competency)をWebで
シラバス、評価ガイドライン、教育マテリアル
の提供をしている。	



Competency	  
Based	  
Training	  in	  
Intensive	  Care	  Medicine	  in	  
Europe	  
	



Competencyとは	

l 特定の状況のもとで、特定の目的を達成する
ために、特定の成果を生み出すことができる
力という行動特性を表した実践的な概念。一
般には好業績者の行動特性の発揮度を抽出
し、モデル化して活用する。	  

l 近年は広く人材マネジメントに活用され、人事
考課の評価項目としても活用されている。	

人材マネジメント用語集	







1.	  急性期患者の蘇生と初期管理	



2.	  診断,評価,検査,モニタリング,データ解析	



3.	  疾患の管理	



4.治療的介入	



5.	  実践的手技（呼吸器）	



5.	  実践的手技（循環器）	



5.	  実践的手技（その他）	



6.	  周術期管理	



7.	  鎮痛鎮静と回復期管理	



8.	  終末期医療	



9.	  小児集中治療	



10.	  移送、搬送	



11.	  患者の安全管理とヘルスケアシステム
の管理	



12.	  プロフェッショナリズム	



CoBaTrICEは普及しているのか？	





日本の集中治療専門医の現状	





日本の集中治療専門医の内訳	

•  2009年9月の時点で854人。	  
•  麻酔科専門医	  589人 （69.0%）	  
•  救急科専門医	  355人	  (41.6%)	  
•  循環器科専門医	  33人	  (3.86%)	  
•  脳神経外科専門医	  15人	  (1.76%)	  

•  麻酔科専門医 総数6054人	  
•  救急科専門医 総数2859人	

日集中医誌	  2012;19:97-‐98	



日本の集中治療専門医の多くは麻酔科医と救急科医	







臓器横断的な診療科の問題	

臓器別診療科	  
•  脳神経外科、循環器科、など	  
•  Iden+tyを第三者が容易に理解できる。	  
	  
臓器横断的診療科	  
•  集中治療科、総合診療科、など	  
•  Iden+tyを第三者が容易には理解できない。	  
•  必要性を理解してもらうための努力が必要。	



最後に	

外国と日本の集中治療専門医の違いに関して
調べてみた。	  
	  
国際的な協調が今後の集中治療の発展に必
要であると感じた。	  
	  
『集中治療医になるには』という本題のテーマと
はややかけ離れた内容であったかもしれない。	  

	


