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専門性を獲得する途にある若手精神科医の現状と課題

一 精神科研修及び精神医療 ･精神医学に関する意識調査-

加 藤 隆 弘1･6),橋 本 直 樹2･6),佐 藤 玲 子3･6),小 泉 弥 生4･6),

中 川 敦 夫5,6),藤 津 大 介5･6),上 原 久 美3,6)

1)九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野,2)北海道大学大学院医学研究科神経機能学講座精神医学分野,

3)横浜市立大学精神医学教室大学院,4) こだまホスピタル,5)慶鷹義塾大学医学部精神神経科学教室,

6)日本若手精神科医の会

時代 ･社会の移り変わりとともに精神医療 ･精神医学への社会的要請は刻々と変化しており,この

ような変化に敏速に対応していくことが精神科医には要求される.こうした中,平成 16年度より新

臨床研修制度 ･精神科専門医制度が始動し,新制度のもとで初期研修を終了した臨床研修医が平成

18年度から新しい時代の精神科医第一号として後期研修を始めた.

この過渡期にあればこそ,従来の研修システムで育った柄神科医の現状 ･実態を把握しておくこと

は不可欠であると考え,我々日本若手精神科医の会 (JYPO)では,精神科医自らが経験した精神科

研修の評価と,精神医療 ･精神医学の各領域への関心 ･知識 ･技能に対する意識調査を発案し,平成

18年8月にJYPO会員を対象にインターネットを利用したパイロット版アンケート調査を施行した.

同年10月には北海道精神神経学会会員の中の4-12年目の若手医師と神奈川県精神医学会会員を対

象に,郵送による自記式アンケート調査を行った.

調査結果で,精神科医への志望動機は ｢心への関心｣という回答が圧倒的に高かったが,｢精神科

医は脳の医者ですか,心の医者ですか ?｣という質問に,若手精神科医の半数以上は ｢両方だが,ど

ちらかというと脳の医者である｣と回答し,薬物療法と比較して精神療法に関する知識 ･技能が不十

分であると回答した.

これからの,そして,未来の精神科医は何に関心を持ち,患者の何をみて,どのような治療をして

いることであろうか.新制度は本邦の精神医療及び精神医学に大きな変革をもたらし,新しい21世

紀の精神科医を育むであろう.こうした調査が,従来の制度の利点 ･問題点について整理し,新制度

の課題 ･問題点を明確化し,21世紀の精神科医ならびに精神医療 ･精神医学のあるべき姿を模索す

る際の一助となれば幸いである.

<索引用語 :精神科専門医制度,卒後研修,サブスペシャリティ,脳と心,精神科医のメンタルヘルス>

は じ め に

時代 ･社会の移 り変わ りとともに精神医療 ･精

神医学への社会的要請 は刻々 と変化 してお り, こ

のような変化 に敏速 に対応 してい くことが精神科

医には要求 される.従来,精神科医 になるために

は,医学部 を卒業後,す ぐ精神科医局 に入局 し,

もっぱら精神科研修 を積むのが一般的なパ ター ン

であ り,内科 ･外科 といった他科での臨床経験 を

もつ機会 はほ とん どない状 況 で あ った.21世紀

は ｢心の時代｣ と呼 ばれ,心への社会的 な関心が

高 まり,精神医療 ･精神医学 の社会的需要 も高 ま

ってい る. こうした中,平成 16年度 よ り新臨床
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表 1 初回パイロット調査 〔加藤他,協力 :若手精神科医

の会 (JYPO)〕

北海道での調査 (橋本他,協力 :北海道精神神経学会)

神奈川県での調査 (上原他,協力 :神奈川県精神医学会)

研修制度開始が導入され,全ての研修医が最低一

ケ月間の精神科研修を行うことが義務づけられ,

同じく,精神科専門医制度が始動し,新制度のも

とで初期研修を終了した臨床研修医が平成 18年

度から新しい時代の精神科医第-号として後期研

修を始めた.新 しい精神科医 (以下,新精神科

医)は,従来までの研修を受けた精神科医 (以下,

旧精神科医)とは,さまざまな点で違った見方,

考え方,そして技能を有することになるかもしれ

ない.

目 的

この過渡期にあればこそ,精神科医としての専

門性 ･サブスペシャリティを獲得するために研修

を受けた旧精神科医が,自分の受けた研修に対し

て,どういう意識 ･意味付けをしているかを把握

して残しておくことは,これからの新精神科医,

そして新研修制度を評価する上で,重要な指標と

なると考えられる.したがって,我々日本若手精

精神経誌 (2007)109巻11号

神科医の会 (JapanYoungPsychiatristsOrgani･

zation:以下,JYPO)では,まず,旧精神科医

を対象として,旧精神科医自らが経験した精神科

研修に関する主観的評価と,精神医療 ･精神医学

の各領域への関心 ･知識 ･技能に関して,アンケ

ー トによる意識調査を施行することにした.

方 法

平成 18年 8月にJYPO会員を対象にインター

ネットを利用したアンケー ト調査 (以下,WEB

調査)をパイロット調査 として施行 した.同年

10月には北海道と神奈川県で,郵送による自記

式アンケー ト調査を同様の内容で行った (表 1).
本稿では,これら3調査の結果の一部を報告する

ことを通じて,専門性を獲得する遠にある若手精

神科医の現状 と課題について,検討する.(捕 :

今回の調査結果は,JYPO会員および北海道 ･神

奈川地区と限定された集団から得られた結果であ

り,日本全体の精神科医の動向を示すものではな

いことを,事前にお断りしておく.)

結 果

精神科医は何の医者 ?

｢あなたは脳の医者ですか ?心の医者ですか ?｣

という質問 に,16.8%は ｢脳の医師｣,2%は

｢心の医師｣と回答し,75%の精神科医は ｢どち

らでもある｣と回答した (JYPOWEB調査).

北海道と神奈川県では,｢あなたは脳の医者です

か ?心の医者ですか?｣という質問に,卒後 12

年目までの医師の中では,46%の医師が ｢脳の

医者である,あるいは,どちらかというと脳の医

者である｣と回答 し,40%の医師が ｢心の医者

である,あるいは,どちらかというと心の医者で

ある｣と回答した.

精神科医への志望動機

｢どうして精神科医になったのですか ?｣とい

う質問に,8割以上の精神科医が ｢心への関心｣
を挙げており,精神科医を志した時点では ｢心へ

の関心｣の方が ｢脳への関心｣よりも高いことが
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図 1 精神科医への志望動機

明らかになった (図 1).

生物学的 ･社会的 ･心理的領域の

重要度 ･習得度

｢BIO-PSYCHO-SOCIALそれぞれの治療的

アプローチは精神医学 ･精神医療にどの程度重要

ですか ?あなたは,どの程度習得 しています

か ?｣という質問をもうけた.薬物療法を中心と

した生物学的精神医学の分野に関しては,ほとん

どの精神科医が大変重要であると回答し,習得度

も高かった.他方,精神療法や社会的治療に関し

ては,重要であると7割以上の精神科医が認めな

がらも,苦手であると回答する割合が高く,重要

性を認めながらも実際には習得しにくいという乗

難が明らかになった (図2).

専門性を獲得する上での副作用への心配 り

精神科医としての専門性を獲得する上で忘れて

ならないのが,我々精神科医自身のメンタルヘル

スであろう.精神疾患を抱える人びとの精神病理

と真正面から向き合う精神科医には,自分自身の

メンタルヘルスに関する適切な管理が望まれる.

今回の調査の中で,｢精神科研修を通じて,精神

科医のあなた自身が精神的に不安定になることは
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ありますか ?｣と尋ねたところ,8割以上の若手

精神科医が研修途上で臨床に由来する ｢悩み｣を

抱えており,半数以上の若手精神科医は ｢精神科

医を辞めたい｣と思ったことが一度はあることが

明らかになった.原因としては,患者の自殺 (40

%),患者からの暴力 (30%),スタッフとの関

係 (30%)などが列挙 された (JYPOWEB調

査).

｢精神科医自身が精神的に不安定になったとき

周囲に希望することは?｣という自由回答欄には,

｢話を聞いてほしい/率直に話せる環境を整備して

ほしい/聞いてもらえるだけでだいぶ違う/職場を

離れて愚痴を聞いてほしい/ケースカンファなど

で多職種による困難症例を共有してほしい/特に

期待はしていない/どうせわかってくれない｣な

どが挙がり,精神科医が自分自身の抱える悩みを

話す場の必要性や,他職種 との連携による相互理

解の重要性が垣間みられた (北海道 ･神奈川県調

塞).｢特に期待していない/どうせわかってくれ

ない｣という悲観的な言葉は,うつ病患者,特に

自殺に至るような患者の心の中の声でもある.精

神科医は,患者には ｢なんでも相談してくれ,請

せば楽になる｣とメッセージを送 り,｢どうして
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図2 Bio-Psycho-Socialの三領域における重要度/習得度

一人で抱え込んでいるのだ｣と患者に対して思い

がちであるが,調査結果から,精神科医自身は

｢どうせわかってもらえない｣と自分のことを相

談できる場を持てずにいる状況が明らかになった.

果たして,精神科医はどこに自分の居場所を得る

のであろうか.これまでは,精神科医自身を抱え

てくれる居場所として医局は重要な役割を担って

きたが,今後,医局制度の希薄化が進行する中で,

精神科医自身の心の居場所の問題は,深刻になっ

てくると危供される.

調査結果のまとめ

20世紀から21世紀へと脳科学はめまぐるしい

発展を遂げており,精神科医が ｢脳の医者｣とし

てのスタンスをとる場合が一段と増えてきている

ようである.精神科医への志望動機は ｢心への関

心｣が圧倒的に高かったが,多くの精神科医は,

関心を ｢脳｣へシフトさせているようである.ほ

とんどの精神科医が薬物療法に関しては十分な技

能を習得しているが,多くの精神科医は心を扱う

ことが重要であると思いながらも心を扱うことを

困難に感じていた.他方,臨床上の困難から,精

神科医自身は様々な ｢悩み｣を抱えていることが

明らかになった.

当日のシンポジウムでは,専門性を獲得する途

にある若手精神科医の声として,筆者自身の体験

を報告したが,本稿では割愛する.

脳と心とそのあいだ

本稿では,ここまで,｢心の医者｣･｢脳の医者｣

といい,｢心｣と ｢脳｣を別々のものとして扱っ

てきた.しかし,実際には多くの卓越した専門家

が ｢心｣と ｢脳｣を別々ではなく,統合的に,あ

るいは,橋渡し的に扱うことの重要性を論じてい

る.｢心の医者｣の世界を開拓した精神分析の創

始者フロイトは,元々はウナギ実験をしていた神

経学者であり,当時の神経科学や物理学の理論を

心理学の理論に応用することで精神分析が誕生し

たことは有名な話である1).若き頃精神分析家を

目指 していたノーベル賞受賞神経科学者Eric

Kandelは,精神分析がもたらす豊かな洞察が生

物学的精神医学の発展に大きく貢献できるといい,

精神医学教育において ｢心｣と ｢脳｣を同時に扱

うことの意義に触れている3,4).近年では,八木
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図3 新専門医制度への期待

による ｢脳の治療か心の治療か｣という精神科医

への問題提起5)は大変意義深 く,今回我々のアン

ケート調査の質問作成においても活用した.そし

て,｢心｣と ｢脳｣の対話による統合的精神医学

は,身近なところでも始まろうとしている2).

新専門医制度への期待

新しく始まった精神科専門医制度では,｢脳｣
も ｢心｣も扱える精神科医を育成しようとしてい

る.新しい制度のもとで,｢脳｣と ｢心｣をとも

に扱うスキルを学ぶことを通じ,患者 (+精神科

医自身)の ｢悩み｣を本当に扱うことのできる精

神科医が育まれることが期待される (図3).

これからの,そして,未来の精神科医は何に関

心を持ち,患者の何をみて,どのような治療をし

ていることであろうか.新制度は本邦の精神医療

及び精神医学に大 きな変革をもたらし,新しい

21世紀の精神科医を育むであろう.我々は今回
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の結果を踏まえ,今後内容を再吟味し対象を拡大

して調査を継続する予定である.こうした精神科

医自身への意識調査が,従来の制度の利点 ･問題

点について整理し,新制度の課題 ･問題点を明確

化し,21世紀の精神科医ならびに精神医療 ･精

神医学のあるべき姿を模索する際の一助 となれば

幸いである.
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