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精神科医が増えて くれ ますように

森隆夫

日本精神神経学会理事
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医師の数についての問題 は,充足 していると考 えて

部の暫定的な定員増,子育て と診療の両立のための院

きた行政 と,常 に不足 しているとい う現場サイ ドとの

内保育所利用基準の緩和,へ き地 ･離島医療への支援,

間 に,大 きな認識のずれがあ ります. しか し, これは

分娩事故 の救折制度 な ど,広 い範囲か らの項 目が挙が

切 り口が異なるために生 じた差異にすぎません.確か

っています. また,開業医の役割の明確化 をはじめ と

に欧米諸国 と人 口比で比較すれば, 日本の医師人 口は

す る地域連携 にかかわ る諸問題 について も,中期的な

欧米諸国に比 して若干少ない程度です.なぜ現場 にこ
れほ ど医師が不足 しているのか といえば, 日本 は病床

検討事項 として記載 されてい ます.
とくに,医師不足で医療が行 き詰 まってい る都道府

が多 く,病床あた りの医師数が欧米 に比 して きわめて

県の大学医学部の定員増 に道 を開いた ことは, これ ま

少 ないか らです.そこで

での定員抑制策が変更 された とい う点か ら考 える と評

とい う論調 になって しまいます.

価で きるものです. しか しなが ら,地方の医学部の入

,｢病床 を減 らせばよいのだ｣

日本の医療 は,WHO をはじめ として国際的 に も高

学定員 を増や しただけでは,今 ある問題の解決 にはな

く評価 されています. この評価 は,技術 に対す る評価

りません. もし,散 りばめられた内容の具体化や達成

で はな く,医療制度 に対するものです.病院が多いこ

が何年 も後 とい うことになれば, その間 に日本固有の
医療制度 は,f
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壊 して しまうか もしれ ません.

とによるアクセスのよさ,国民総生産 に比 して もきわ
めて安価で国民皆保険を堅持 してい ることな ど, 日本
の医療のシステムは悪 くはないのです. もちろん, さ
まざまな ところで批判 されているように欠点 もあ りま
す. しか しなが ら,欠点 を修正するために欧米流の医
療制度 を目指す必要はないで しょう.
日本の文化 を外国人のほうが よ く学んでいるように,

先 に述べた ように,現場では現在 目の前 にいる患者
に最良の医療 を提供す る黄務があ ります.そのため,
必要な医師の確保 に心血 を注いでい ますが,なかなか
良い人材が見つか りません.医療の質の向上が さけば
れていますが,頭 を下 げて入職 させた医師の多い病院
や,パー ト医師でなん とか人数 を確保 してい る病院で

医療の世界で も, 日本人が 日本 の医療 をもう少 し学び,

は,十分 な院内教育 をお こな うことは難 しくな ります.

誇 りをもちたい ものです.現場では,現在 目の前 にい

その結果,患者へのサー ビスにも一貫性 を欠いて しま

る患者 に最良の医療 を提供するのが医療提供者の責務

うとい うのが現状です.

です.̀
̀
現状 を重視 しない将来構想"だ けで は,現場
の医療 は成 り立ちません.
昨年来か ら,医師不足 について具体的な問題が次々

さらに厚生労働省 は,医師の医療法上の充足率 につ
いて も公表 し,あ らためて医師不足 に地域間格差があ
ることを一般 に公開 しました. さらに,診療科問格差

と表面化 しました.厚生労働省,文部科学省,総務省

という問題 も深刻です.すで に小児科医の減少や産婦

の三省 は,…
新医師確保総合対策" を とりまとめ まし

人科医の減少は,国民 にも広 く認知 され るようにな り,

た. この対策 を要約すると,小児科 ･産科の集約化,

先の "
新医師確保総合対策" に もj
Tt
点的に とりあげ ら

小児救急電話相談弔業の創設,地域医療支援中央会議

れています.

(
仮称)を設置 し医師派遣 ･キャリア形成 システムの

このような状況の中で,精神科の必要性や魅力 を若

再構築 を検討,交付金のgi
一
点田己分,地元出身者のため

い医師たちにどのように伝 えてい くのか, 日本精神神

の入学枠拡充,医師不足が特に深刻 な地域で大学医学

経学会の大 きな課題です.

