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精神医学教室における研究および研究者養成はどうあるべきか
佐 野

輝（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野)

大学における臨床系教室では，責務として教育，診療，研究の三本柱を抱えている．昨今，医療崩
壊が叫ばれ，また新臨床研修制度の発足に伴い，大学からの人離れが著しい．一部の大学を除けば，
所属人数の減少から診療の負担は増加し，また最近の教育改革からの教育負担の増加も著しく，なか
なか研究まで手が回らないというのが多くの大学での実情ではないかと思われる．しかし，日本での
精神医学・医療のさらなる発展には，大学における研究の火を灯し続けることが是非とも必要である．
このためにも，卒前・卒後の教育の中から研究者マインドを育て，大学での精神医学教室における人
的，財政的基盤の充実を積極的に図ることも必要である．精神医学における研究は，児童から老年に
至るまで間口の広い対象を抱え，方法論的にも精神病理学的，社会精神医学的方法から生物学的なア
プローチまで幅広く，今後も複雑に分化して行く様相である．このような中，精神医学の様々な分野
の研究をすべて各大学で行うことは困難になってきており，研究レベルでの相互の連携も模索される
べきである．また，最近の精神医学を専攻する若い世代の傾向として，専門医，精神保健指定医など
の資格志向が強く，研究などは二の次といった風潮がみられるが，研究の必要性を認識させ，参画さ
せることが必要である．
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精神保健医療施策の推進に関する研究としては，
⑴精神保健医療福祉体系の改革に関する研究，⑵
精神医学における研究

現代臨床精神医学（改訂第 11版，2008年）の
中で大熊輝雄は，精神医学の他の医学分野と異な
った特色として以下の点を上げている．
1 方法論；自然科学・生物学的〜心理・社会
科学・文化的，2 原因が不明；対症的・経験的，
3 「正常・異常」と「健康・病的状態（疾病）
」
，

医療観察法における医療の向上に関する研究，⑶
医療観察法の運用面の改善等に関する研究がある．
緊急案件への効果的な対応のための研究として
は，緊急に実態を把握し対策を講ずるべき精神疾
患に関する研究がある．
これらの幅広さをカバーできる研究者の養成が
求められている．
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大学院制度の改革での臨床研究者の育成を目指し
たプログラムの導入を図るべきであろう．

独立行政法人化から病院は，採算性を重視した運

そして，精神医学という広範な領域での養成と

営に追い込まれ，研究を行う暇がない現状が生じ

し，各領域の自律性を持った活性化が求められる
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医学などの行政政策的研究者養成国家的サポート

がないことも憂慮すべき事態である．さらに，若
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ないであろうか．

大学院の充実にひびが入ってきていることも事実
であろう．このような中で，学会は専門医養成の
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る．

書きおきたい．

また，地方大学での研究力の低下が指摘されて
いる．大学院重点化政策から旧帝大等への人員・

文

研究費の重点的配分が行われ，地方大学では人も

2）http: www.mie-u.ac.jp blog 2008 01 post-30.

金もない状態が生じている．その上，新臨床研修
制度の発足以降，研修医の都会志向が生じ，地方
は医師不足で研究する暇がない状態となっている．
地方大学では，地域枠入試制度の導入などで地方
大学にも人の定着を図っており，学部教育の中や
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