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新医師精神科臨床研修のアウ トカム評価
コーディネータ一 関

新医師卒後研修制度が開始 されてか ら 4年 目を
迎 えた. この間,精神科 を含 めて地域医療の実情

健,保 坂

隆

木泰下関病院理事長が,後者 は朝田隆筑波大学教
授が結果発表 した.

は大 きく変化 し,広が る地域格差や医師偏在な ど

精神科卒後研修問題委員会 は,平成 1
8年 に新

様々な問題 ･課題 も噴出 している.そこで現時点

医師卒後臨床研修制度を修了 した第一期生に対 し

において,本制度下 における精神科研修を振 り返

6つの行動 目標 と医療面接 をどの診療科の研修で

り,次期の制度見直 しに備 えることには大 きな意

学ぶ ことがで きたか,ア ンケー ト調査 を行 い,

義があると思われ る.

802名 (
厚生労働省発表 の平成 1
6年度初期研修

新医師臨床研修制度 において精神科が必修化 さ

医の 1
1%)か ら回収 した.ほ とん どが 2年 目に

れ,当該研修 を修了 した最初の医師達が後期研修

1ヶ月 (
7
2.
4%)の研修 を行 ってお り,研修医の

に入 っている.精神科七者懇談会 に所属する団体

半数が精神科病院,2
/
3が大学病院 を含 む総合病

では, これ らの医師達及び研修病院 を対象 とした

院での研修 を経験 していた.精神障害 に対す る偏

様々なアンケー ト調査 を行い,今後の精神科研修

見の除去や理解,認知症の社会機能診断,臨床精

のあ り方 を検討 しようと試みた.本 シンポジウム

神薬理学, 自殺 予防,チーム医療 ･社会復帰活

においては,各アンケー ト結果 を基 に精神科臨床

動 ･地域 リハ ビリテーション,認知症の診断 と主

研修のアウ トカム評価 を行い,研修の見直 しに資

治医診断書の記入等,精神科研修の有用度 ･満足

する提言 を行いたい.
初期研修 を終了 して現在精神科以外の科の後期

度 は高かった. この発表は三井記念病院中嶋義文
精神科部長が発表 した.

研修 1年 目の医師たちを対象に,精神科研修の効

国立病院機構肥前医療セ ンターでは,7つの管

果 を問 うアンケー ト調査 を行 った.対象は, 日本

理型病院か ら平成 17,1
8年度 ともに 44名の研修

精神科病院協会会員病院で臨床研修指定病院 とな

医を受 け入れ,2ケ月間の精神科臨床研修 を行 っ

っている病院,及び,兵庫医科大学,神戸大学,

ている.研修医には研修開始前 と研修終了時 にほ

信州大学,筑波大学の 4大学病院である.調査の

ぼ同 じ内容で,無記名でアンケー ト調査を行 って

内容 は,対象者 自身が経験 した研修 システム と機

いる.アンケー トは,精神疾患患者 に対する不安,

関 と研修期間,現在従事 している診療科名,現在

偏見 と精神疾患患者のノーマライゼーションにつ

の科 において経験 した精神障害 を有する患者 さん

いての理解,精神医学や精神科医療の科学性や重

の有無,精神科研修 における成果 を発揮する機会

要性 についての理解 ･評価,卒後臨床研修の中で

があったか否か, といった項 目である.前者 は水

の精神科研修の必要性,精神科医師に対する評価,

シンポジウム :新医師精神科臨床研修のアウ トカム評価 座長 開 催 (
特別医療法人城西医療財団城西病院)
,保坂
隆 (
東海大学医学部基盤診療学系)
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研修医自身のメンタルヘルスの 5つの領域 に関す

るものが多かった.横浜市立大学の佐藤玲子医師

るものである.精神科臨床研修 については,改善

が発表 した.

すべ き事柄 についても研修医側か ら何点か指摘 を

討論の中では,精神科研修の所期の目的,すな

受 けているが,病院が掲げている研修の目標 を研

わち(
∋精神疾患の診断能力の向上,(
卦精神科 ･精

修医側 も理解 し,精神疾患患者,精神科医師 と精

神疾患患者 に対する偏見の除去な どでは,成果が

神科医療 を正当に評価する素地作 りに一定の貢献

上がった と評価 されたが,③精神科医を増やす,

はで きているもの と考 えている.柾岳文副院長が

④ コ ミュニケーシ ョン能力 の向上 (
患者一医師関

発表 した.

係の構築)などでは,十分な成果 は得 られていな

日本若手精神科医の会で は,平成 1
7年 に研修

い との意見が多かった.フロアか らは,指導医を

医,若手精神科医を対象 とした多施設アンケー ト

兼ねる一人医長の総合病院精神科 における精神科

調査 を行った.本調査の目的は,精神科研修の実

研修受 け入れ時の疲弊 について,当事者か らの切

施状況を調査すること,研修医の精神科研修への

実な訴 えがあった. また,後期研修 (
精神科専門

意識 を調査 し研修前後で比較することであった.

医研修)について,都会 (
東京 ･大阪)の民間病

精神科研修が精神医療への偏見の軽減の一助 とな

院で数名の研修医が研修をしているのに反 し,地

る可能性 は大 きい.指導医側の問題点 としては,

方の国立大学に後期研修医がいない現状 も浮 き彫

自身の時間不足や,研修医のモチベーション,研

りにされた.

修医にどこまで責任 をもたせるか という点 を挙 げ

