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巻　頭　言

一般社団法人 神奈川県精神科病院協会

会 長　竹　内　知　夫

　ここ数年日本においては天変地異が各地で発生していて、いつ大災害が起こるかわ

からない状況にある。東日本大震災、熊本の大地震そして一昨年の暮れには糸魚川市

の大火災、昨年に入ってからも二月には日本海側での大雪被害、長野、北海道、熊本

と震度5前後の地震が続き、その後も九州地区での台風関係の暴風雨で大荒れの天候。

7月にも東京で暴風雨、雷、雹と不安定な天候が続いた。一方北朝鮮からはICBMの

発射やミサイル発射と不安定な世界情勢の中、日本でも総選挙があり自民一党圧勝と

いう状態になった。一方相模原の施設での狂信的な殺傷事件、座間市での9人の男女

を殺害しクーラーボックスに保管していたという男が逮捕されるという凄惨な事件が

起きている。国会も森友・加計問題で混乱し年越してもごたごた続きで混乱してい

る。相撲界での問題等スポーツの世界でもごたごた続きで、日本は何をしているのか

と思う一年であった。

　上記のようないろいろな出来事にも絡み、我々が関与する分野でも少なからず影響

を受けている。まず措置入院制度のあり方、精神保健指定医の指定や更新の問題、措

置入院からの退院後の支援の問題、事件以降何かと措置入院制度に焦点を当てた問題

提起・改定が議論され、だんだん返って精神科医療が窮屈になりつつあるし、関連す

る会議・書類作成が煩雑になってきている。

　昨年は2025年問題を見越した第七次医療計画の作成についての議論、そして今年

は診療報酬と介護報酬の同時改定があった。先を見通した改定が出てくるものと期待

していたが、さほどの変化は見られなかった。

　四県市から委託を受けて協会で実施している精神科救急医療体制も、合併症の問

題、依存症の問題、夜間救急体制の問題などまだまだ課題が残っている。

しかも基幹病院の医師を始めとする人員不足の問題や最近の若い職員の考え方などに

より、このままでは精神科救急医療は維持できないのではないかなどと少なからず心

配している。しかも厚生労働省は地域の事情を無視して神奈川方式の措置診察の在り

方を変えるように県に指導しているようである。確かに法的には問題かもしれないが

診察後の入院治療にスムースに結び付けるには有意義なやり方だと感じている。今後



も四県市と相談を続けていきたいと思っている。今後とも会員病院一体となって精神

科医療の向上、大災害時のバックアップ体制などを重点項目として協会運営を行って

いくのでご協力よろしくお願いいたします。



目　　　　次

１　巻頭言  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 竹　内　知　夫

２　新しい精神科専門医制度をめぐって
　　　～制度開始の決定過程と専攻医登録に関連して   .  .  .  .  . 天　保　英　明  .  .  .  .  .  . 1

３　『感謝』～優良職員表彰を受賞して～  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 山　武　夕　子  .  .  .  .  . 32

４　看護部長会運営委員始末記   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 中　田　弘　美  .  .  .  .  . 34

５　新病院建設を終えて
　　　これからの医療・福祉への取り組み
　　　～横断的な組織づくりを目指して～  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 山　本　　　敏  .  .  .  .  . 36

６　平成29年度　事業報告   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 事　　務　　局  .  .  .  .  . 39

７　後　記  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 黒　岩　　　隆  .  .  .  .  . 52





− 1 −

【1】はじめに
　2016年7月16日、日本精神神経学会は、声明「精
神科専門医制度の発展を目指して」を公表し、2017
年度においては従来行われていた専門医制度を継続
し、2018年度から新しい専門医制度を開始すること
を明らかにした。
　一方、2016年7月20日に発足し、当初の理事が大
幅に入れ替わり新体制になった日本専門医機構の理
事会が、新しい専門医制度は2018年4月を目途に一
斉にスタートすると決定し、7月25日の社員総会にて
承認された。
　これにより、新しい専門医制度の開始は2018年4
月からに先送りとなったが、このことが決定されてか
らも様 な々やり取りがあった。
　2017年4月14日に全国市長会が、厚生労働大臣あ
てに「国民不在の新専門医制度を危惧し、拙速に進
めることに反対する緊急要望」を提出し、日本専門
医機構の議論の進め方を問題視し、6項目の懸念が
あるとした。
　厚生労働省は、専門医制度を含め、医師養成の在
り方と地域医療への影響などについて検討するため
に「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討
会」を発足させ、2017年4月24日に第1回、同年5月
25日に第2回、6月12日に第3回の会議を開き、主と
して2018年度から開始が予定されている新専門医制
度について議論が集中し、日本専門医機構はその対
応に忙殺された。
　紆余曲折を経て、2017年7月7日に日本専門医機構
は理事会で2018年4月からの新専門医制度開始へ向
けて準備を進めることを決定し、2017年10月から専
攻医の登録を開始できるように準備することを明らか
にした。しかし、この時点ではまだ、新専門医制度に
ついては地域医療への影響を懸念する声があり、正
式に開始するとは言えない状況にあった。
　2017年8月2日に塩崎厚生労働大臣が「新たな専門

医制度」に対する厚生労働大臣談話を日本専門医機
構の吉村理事長に手渡し、翌8月3日に日本医師会の
横倉会長が緊急記者会見を行い、8月4日に日本専門
医機構は理事会を開き、「新たな専門医制度の開始に
向けた声明」を取りまとめ、これにより事実上、2018
年4月からの新専門医制度がスタートすることになった
と言える。
　2017年8月9日第4回の「今後の医師養成の在り方
と地域医療に関する検討会」にて「これまでの議論を
踏まえた日本専門医機構・各学会の対応等」が議題
に挙げられ、日本専門医機構の吉村理事長が、主と
して地域医療の配慮と都道府県協議会についての２点
の説明に当たり、専門医制度新整備指針運用細則の
修正について言及し、概ね了承を得た。
　これらの経緯を経て、日本専門医機構は、吉村理
事長名で、「専門医を目指す医学生・臨床研修医の皆
様へ、平成30年度スタート予定の新しい専門医制度
の開始に当たって」を公表し、2018年度より新専門医
制度を開始、2017年10月から専攻医の一次登録を開
始すると表明した。
　続いて、2017年10月6日に「専門医を目指す臨床研
修医および研修プログラム統括責任者の皆様へ、平
成30年度スタート予定の新しい専門医制度の登録手
順のお知らせ」を公表し、ほぼこのスケジュールで進
行している。
　日本精神神経学会では、このような状況の元、
2017年9月21日に精神科の新専門医制度のプログラ
ム作成に当たって根幹となる「専門研修プログラム整
備基準」を改訂・公表した。
　2017年11月19日および23日に日本精神神経学会は

「プログラム統括責任者講習会」を実施し、2018年1
月に日本精神神経学会の「精神科専門医制度専攻医
研修マニュアル第2版」と「精神科専門研修指導医マ
ニュアル第2版」を公表した。
　以上のような経緯をたどって2018年4月より新専門

新しい専門医制度の開始をめぐって
～制度開始の決定過程と専攻医登録に関連して～

医療法人社団　ハートフル川崎病院

院長　天　保　英　明
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医制度は開始された。この間にどのような議論がなさ
れてきたのかについてやや詳細に報告する。
　それとともに従来の専門医研修は主として研修手帳
に従って実施されてきたが、新しい専門医制度では研
修システムや研修内容にどのような違いがあるかにつ
いて現時点で判明している点について報告する。

【2】「専門医制度新整備指針」の運用細則
　日本専門医機構は、2017年3月17日の理事会で、
新専門医制度の基本的ルールを定めた「専門医制度
新整備指針」の運用細則について了承した。しかし、
3月23日に開催された日本専門医機構の社員総会で
は運用細則は審議事項から外れた。3月21日から運
用細則についてパブリックコメントを求めはじめ、その
結果を踏まえ、運用細則を見直す必要があるか否かを
検討するほか、並行して関係者への説明を進めること
になった。専攻医の募集開始も2017年3月17日には8
月からとしていたのを8月以降から開始とした。
　この際提示された運用細則の概要は以下のとおりで
ある。

「運用細則の抜粋」
１．地域医療への影響について

＊専攻医採用実績（過去5年間の平均、現在は2010
年度～ 2014年度）が350人以上の基本領域学会

（内科、外科、小児科、整形外科、麻酔科、精神
科、産婦人科、救急科の8領域）については、原
則として都道府県ごとに複数の基幹施設を置き基
準とする。

＊日本専門医機構は、各都道府県協議会と、研修
プログラムの研修施設や募集定員、ローテート内
容等について協議する。同協議会は、必要な修
正意見を提出できる。

＊「指導医が在籍しない場合」も連携施設になれる
が、その場合は、「専攻医がテレビカンファレン
スシステムなどの利用により、適切な指導を受け
られる」体制が必要。

＊専攻医の募集上限を、東京、神奈川、愛知、大
阪、福岡の5 都府県で設定。原則として過去5年
の専攻医の採用実績の平均値を超えないものと
する。ただし、外科、産婦人科、病理、臨床検
査については上限を設定しない。

＊原則として、専門研修基幹施設の所在地と隣接し
た地域を専門研修施設群の範囲とする。遠方の

病院と連携する場合には、地域を支えるためなど
十分な根拠を提示する。

　募集上限は、過去5年間の採用実績を平均とす
る。ただし、例えば、東京都から他の県の医師を
派遣している実績などは考慮する。平均を超えたか
らといって、一律にカットすることは考えておらず、
地域の事情を検討して決める（吉村理事長）。

２．研修プログラムについて
＊基本領域の専門医の1つ目の専門医取得における

専門研修では、原則として研修プログラム制によ
る研修とする。しかし、以下の場合には、各基
本領域学会の提案に基づいて日本専門医機構の
審査により承認された場合には、専門医育成の
教育レベルが保持されることを条件に、専門研
修カリキュラム制による専門研修を可能とする。
⑴ 卒業後に義務年限を有する医科大学卒業生に

おいて必要と考えられる場合
⑵ 地域医療に資することが明らかな場合
⑶ その他、出産、育児、留学など、相当の合理

的な理由がある場合
　自治医大、あるいは地域枠の卒業生の中には、
研修プログラム制になじまない場合もある。合理的
な理由があれば研修カリキュラム制も認める（吉村
理事長）。研修プログラム制、研修カリキュラム制
いずれでも、教育のレベルは維持してほしい。また
地域枠の卒業生が専門医研修に入れるよう、都道
府県は配慮してもらいたい（山下副理事長）。
　2017年4月14日日本専門医機構は理事会を開催
し、3月21日から4月4日まで行った運用細則のパ
ブリックコメントについて討議・公表した。50～60
件のパブリックコメントが寄せられたが、賛成と反
対の意見があり、今のところ大きな修正はないとし
た。しかし、依然として新専門医制度を疑問視する
声は根強い。

【3】全国市長会の緊急要望
　日本専門医機構の理事会が行われたその4月14日
に、全国市長会は、塩崎厚生労働大臣に対して「国
民不在の新専門医制度を危惧し、拙速に進めること
に反対する緊急要望」を提出した。
　「地域医療の実態を軽視した新専門医制度の議論が
先行しており、このままでは国民医療の推進に大きな
支障をきたす」とし、地域医療を預かる首長等の意見
や議論もなしに制度が構築されること懸念している。
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　緊急要望ではほかに6項目を懸念点として挙げてい
る。医師など医療職の免許を持つ市長で構成する全
国医系市長会は、2017年2月に塩崎厚生労働大臣に
対し、新専門医制度に関する要望書を提出していた
が、今回の緊急要望の6項目のうち4項目はそれとほ
ぼ一致しており、基本的な考え方は同じである。以下
はその緊急要望の6項目である。

＊国民不在の新専門医制度を危惧し、拙速に進める
ことに反対する緊急要望
１．中・小規模病院が危機に陥る懸念

　すべての医師を機構の認定する専門医に振り
分けるとなると専門外の診療を敬遠する傾向が生
まれ、多くの専門科を整備出来ない中・小規模
病院での診療が困難になります。従って中・小規
模病院に医師が集まらなくなります。小規模自治
体での地域医療が崩壊する危険に対する議論が
なされていません。

２．地方創生に逆行する危険と医師偏在の助長
　⒈により小規模自治体において医療崩壊とな
れば、住民福祉が成り立たなくなり、地方の生産
性や出生率向上の努力を待たずに地域崩壊が進
行することになります。機構は連携病院に専門医
取得を目指す専攻医を派遣することによりこの問
題を回避できると主張しますが、派遣期間が短
いだけでなく、地域医療を底辺から支える中・小
規模病院が研修指定の認定を受けることは現実
的に困難です。医師の偏在は県単位の人口10万
対医師数で比較されますが、一つの県の中でも
大学病院所在地と郡部の小規模自治体との格差
は顕著です。新制度により大学病院や大病院の
所在地以外の地域は医師不足が助長されます。

３．医師の診療活動開始年齢の遅延と医療コスト
増大
　卒後 2年間の初期研修修了の後に、すべての
新人医師に専門医取得を義務付けされることに
なりかねません。これでは6年間の医学部の学生
生活に加え、5年以上の研修を経ないと第一線に
たてないことになり、結果的に地方の医師不足に
拍車がかかります。また、あらゆる疾患に対し専
門的な検査や診療がなされれば、医療費の増大
による財源問題も議論が必要です。

４．初期研修制度導入時に立ち返りPDCAで考え
るべき

　医学教育6年間を経て医師国家試験に合格し
2年間の初期研修を修了した医師は制度的に総
合診療が出来るべきであり、そのための初期研
修であったはずです。総合診療専門医など、上書
きの専門医教育を義務化するより、初期研修も
含めた医学教育を根本的に見直すべきです。

５．若手医師たちに義務的に医局生活を強いる理
不尽
　機構の細則によれば、医療倫理の教育をはじ
め学会が認める論文など基幹施設での過剰と思
われる履修項目があります。また、現在初期研
修終了後に地域医療に従事している医師達を基
幹施設に引き上げることにより、地域医療にとっ
て重大な支障を来します。さらに、若手医師達の
生活に多くの影響を与えることになります。特に
若手女性医師にとって結婚・出産・育児の機会
を奪い取ることになりかねません。社会的な制約
や経済的条件により大学病院などに馴染まず、フ
リーの立場で地域医療に貢献する医師たちの権
利・自由も尊重されるべきと考えます。

６．専門職自律という国民不在の議論
　医療も医師のあり方も、本来国民福祉の為に
議論されるべきであり、特に地域医療を担い国
民の健康に直接かかわるべき自治体の長や、国・
地方議員による検証を度外視して制度設計を進
めることは大いに問題があります。ここは立ち止
まって考え直すべきです。

【4】全国医学部長病院長会議、日本専門医機構へ
要望書提出

　全国医学部長病院長会議議長の新井氏は、4月17日
の定例記者会見で、地域医療に配慮しつつ、専門医育
成のための教育レベルを保持できる新専門医制度の実
施など、計3点の要望を盛り込んだ意見書を、日本専
門医機構の吉村理事長に提出したと明らかにした。
　以下はその意見書

１．この度、貴機構が定められた専門医制度新整
備指針ならびに同指針の運用細則および補足説
明については、基本領域における専門医育成の
教育レベルを保持しつつ、地域医療確保への配
慮が十分なされたものと理解致します。
　専門医育成のための研修プログラム審査につ
いては、上記の新整備指針ならびに同指針の
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運用細則、補足説明に記載された方針に則り、
地域医療に配慮しつつ、専門医育成のための
教育レベルを保持できるように実施されること
を求めます。
　また、基本領域における専門医育成の整備基
準、モデル研修プログラムの策定は、基本領域
学会が責任を持って行うとされています。学会の
策定した整備基準、モデル研修プログラムに基
づいて策定された各研修施設群の研修プログラ
ムは、専門医育成の教育レベルを保持しつつ、
地域医療への配慮が十分になされたものになる
ように、一次審査を実施することになっています。
機構においてはこの点を十分に理解した上で、
各研修施設群から提出された研修プログラムの
二次審査に当たっては、地域医療への支援ととも
に、専門医育成のための教育レベルの保持に十
分な配慮をされることを要望いたします。

２．専門医育成のための研修プログラムの運用に
ついては、その整備環境に努めるよう求めます。
　地域枠などで入学した医学生が卒業後、円滑
に専門医研修を受けられるように、機構は都道
府県、関係団体、諸機関に対して環境整備の働
きかけを行うように要望いたします。

３．専門医機構の情報を丁寧に遅滞なく、関係者、
関係諸団体に発信するよう努めることを求めます。
　専門医制度の運用に際して必要な規則、情報
などを、基本領域学会、研修施設、関係諸団体、
専門医取得を目指す医師等に丁寧に遅滞なく伝
達して、新専門医制度が順調に運用されるように
要望いたします。
　新井会長は、「全国医学部長病院長会議は、
基本的には日本専門医機構の姿勢を支持する」
とし、「一番、大変な思いをしているのは、専門
医を目指す若いドクターであり、彼らに混乱を与
えないことが必要」と指摘し、2018年度からの
開始が可能であれば、「やっていただきたい」と
述べている。
　新専門医制度について、大学偏重、つまり「大
学に人を集めるのではないか」という意見があ
る点について「大学病院が基幹病院の場合でも、
研修プログラム制なので、ローテーションしなが
ら医師はキャリアを積んでいく。『大学にだけ集
めて、他施設に医師を出さない』という指摘は当
たらない。大学も地域医療を支えるという使命を

感じており、我々を信用していただきたい」と述
べている。

【5】今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検
討会：第１回

　地域医療の観点や、大学病院での観点などから様々
な議論がなされてきた。特にいまだ地域医療への影
響を懸念する声は根強く、4月14日に全国市長会が、
拙速に進めることに反対する緊急要望書を提出した。
こうした動きを受けて厚生労働省は「今後の医師養成
の在り方と地域医療に関する検討会」を発足させ、専
門医制度を含め、医師養成の在り方と地域医療への
影響などについて検討に着手することになった。
　メンバーは18人で、日本医師会や全国医学部長病
院長会議、日本専門医機構などの医療関係団体の代
表のほか、行政関係、学識経験者、患者代表などが
入る。
　厚生労働省の医政局医事課が示した開催趣旨およ
び検討課題は以下の通りである。

１．開催趣旨
　現在、医学教育モデル・コア・カリキュラムが
改訂され、卒然段階の臨床実習を一層充実する
ことが予定されている。また、平成16年度の臨
床研修必修化が地域医療に大きな影響を与えた
と指摘される一方で、専門研修についても医師偏
在の懸念が地域医療関係者より示され、研修開
始が1年延長され、現在、平成30年度の研修開
始に向けて、標準的な医療を行う専門医の研修
方法が日本専門医機構において検討されている。
　こうした観点から、今後の医師養成の在り方と
地域医療について検討するため、本検討会を開
催する。

２．検討課題
⑴ 地域医療に求められる専門医制度の在り方
⑵ 卒前・卒後の一貫した医師養成の在り方
⑶ 医師養成の制度における地域医療への配慮

　2017年4月24日に第1回の「今後の医師養成の在り
方と地域医療に関する検討会」が開かれ、座長は国
立社会保障・人口問題研究所所所長の遠藤氏が就任
した。
　冒頭、塩崎厚生労働大臣は、以下のような挨拶を
述べた。
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　本日御出席をいただきました皆様方には、改めて、
今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討
会の第１回目の会合にお集まりいただきまして、まこ
とにありがとうございます。 
　団塊の世代が75歳に達するのが2025年というこ
とで、とりあえずの中間目標としていろいろなことが
2025年をターゲットにしているわけであります。地
域包括ケアシステムも2025年をターゲットにしてい
るわけでありますけれども、これも間近に迫ってま
いりました。医療に対する国民の期待、患者像の
変化、情報技術の進展、医療を取り巻く状況は本
当に急速に変化しつつあって、今、大きな曲がり角
に来ているのだろうと思います。 
　こういう状況のもとで、医師養成についても、環
境変化に柔軟に対応して、国民に絶えず良質かつ
適切な医療を継続的に提供することが非常に大事
でありまして、そのためには不断の見直しが必要か
と存じます。 
　まず、新たな専門医につきましては、平成29年度
からの養成開始に向けた準備が進められておった
わけでありますけれども、昨年、多くの地域、特に
過疎地などに伺った際に、私は随分生の声として、
地域医療への影響を大変心配する医療関係者、ま
た、行政の関係者の皆様方のお声を伺わせていた
だきまして、私も非常に心配をいたしました。申し
上げたように、それは必ずしも医療関係者だけでは
なくて、むしろ行政で地域医療に責任を持っている
方々の声のほうが強かったかという感じが最後はい
たしたわけでございます。 
　こういうことで、私もいろいろ省内でも相談をし
ながら、私も個人的にもいろいろな方 と々お話をし
てみましたが、ここは一旦立ちどまって、昨年６月
に、新たな制度の実施には慎重な検討を行うように
ということで、日本専門医機構と関係学会に御要望
させていただきました。その結果、養成開始が１年
延期になったわけでありまして、現在、30年度の開
始に向けて鋭意御準備をいただいていると伺ってお
ります。12月には、機構のほうで指針が新たに提
案されていると聞いております。 
　また、医学教育の内容につきましても、さらなる
充実あるいは医学教育と臨床研修の一貫性確保な
どについても御要望が寄せられておりまして、その
際に、医学教育などについてさまざまな指摘を私も
聞くに至りました。例えば、地域医療につきまして

は、やはり医学部ではどちらかというと先端医療的
な教育のほうがより多く、地域医療に関しての教育
についてはまだまだ課題が残っているとも聞いてい
るわけでございまして、象徴的なのは、私も聞いて
びっくりしたのですが、聞くところによれば、在宅
医療の講座がある医学部は、全国広しといえども、
１つしかないということを聞いて、二言目には在宅
医療と言いながら、大学ではほとんど教えていな
い、少なくとも講座がないということを聞いて、驚
いたわけでございます。 
　それから、時々医師の養成の在り方について、そ
れに関連して、少なくとも国家試験を受けたところ
でフルスペックの医師に資格上はなるわけでありま
すが、これについてさらなるブラッシュアップをして
いただくために、どういうようにすべきなのかという
ことについて、さまざまな御意見があることもだん
だんに明らかになってまいりましたし、また、医師
の偏在と医師養成の関連、あるいは、なかんずく、
この専門医の養成についての関係が言及されること
がございますけれども、私は基本的には偏在の問
題とこの医師の養成の問題、あるいは専門医の養
成の問題は別の問題として考えなければいけないの
ではないかと強く思っております。 
　きょうは渋谷先生においでいただいておりますけ
れども、今月、新たな医療の在り方を踏まえた医
師・看護職員等の働き方ビジョン検討会の報告書
をまとめていただきました。その中で、例えば、大
学病院や都市部の病院のみにこの専門医の研修機
関を集約させるのではなくて、症例の豊富な地方の
中核的な病院等も重要な研修場所として柔軟に研さ
んの機会を設けるといった御提案もいただいたとこ
ろでございます。 
　また、この検討会においては、約10万人の医師
の皆様方にアンケート調査を初めて厚労省として
大々的な調査をさせていただいて、１万6,000人ぐ
らいの先生方から全国から御回答いただきまして、
医師の過酷な勤務実態、あるいは将来のキャリア
意識、変化しつつあるキャリア意識だと思います
が、また、地方に勤務することについて、意外に若
い方々を含めて強い御意志を持って地方で経験を
積む機会を持ってみたいという方々が多い。ただし、
それには一定の条件が満たされないといけないとい
うことですけれども、しかし、少なくとも、発見と
しては、地方に何年か行ってもいいと思っていらっ
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しゃる若い先生方がたくさんいるということは、大
変我 と々してもありがたいと思いますし、希望を持っ
てこれからの医師養成の在り方などを含めて、考え
ていかなければいけないことかと思っているわけで
ありまして、言ってみれば、こういったエビデンスも
アンケート調査から得られるわけでございますので、
ぜひそういうものも踏まえて御検討いただければと
思いますし、渋谷先生のビジョン検討会でさまざま
な新しい医療のビジョンのことについて触れていた
だいておりますし、また、そのもとで働き方がどう
あるべきなのかということも書いていただいておりま
すので、そういった御提供いただいたことについて
は、ぜひ御一読いただいて、それを踏まえた上でま
た御議論を深めていただければありがたいと思って
おります。 
　これらを踏まえて、今回、今後の医師養成の在り
方と地域医療に関する検討会を立ち上げさせていた
だきました。地域医療に求められる専門医制度の在
り方や、卒前・卒後の一貫した医師養成の在り方な
どについて御議論いただくことにいたしたところでご
ざいます。 
　災害の問題、地域医療、みとり、予防医療、介
護を一貫して日本のデータヘルスを組み直そうとい
うことでやっておりますけれども、そういう中でさま
ざまな問題をともに考えていかなければ、この医療
だけの問題でもなかなか答えが出てこないというこ
とがだんだんと明らかになってきているところでござ
いますので、ぜひ幅広い御議論を賜りたいと思いま
す。皆様におかれましては、新たな専門医制度が来
年度の開始を目指しておりますので、まずは地域医
療に求められる専門医制度の在り方から御議論い
ただき、卒前の医学部教育の中で欠けていること、
不十分なことについては、先ほど申し上げたような
地域医療、なかんずく在宅医療であったり、去年、
子どもの権利を初めて児童福祉法に書かせていた
だきましたが、子どもの精神医学などについても十
分教えていないということを、この児童福祉の関係
者からお話を聞いたりいたしました。そういうこと
がいろいろとあろうかと思いますので、卒前・卒後、
専門医研修、もちろん２年の初期研修についても、
いろいろ御注文をいただいて、今後の医師の養成
の在り方について御示唆をいただければありがたい
と思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げて、
私からの冒頭の御挨拶にさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

　その後議事に入るが、まず「地域医療に求められ
る専門医制度の在り方」の議題に入り、まず、厚生労
働省から「専門医に関する論点」が提示された。

３．厚生労働省が提示した、「専門医に関する論点」
⑴ 全ての医師が機構の認定する専門医になる

と、専門外の診療を敬遠する傾向が生まれ、
多くの専門科を整備できない中小病院での診
療が困難になる等の指摘を踏まえ、専門医は
全ての医師が取得しなければならないもので
はなく、自発的な自己研さんとして位置づけ
られるものであり、実質上義務づけられるも
のではないことを、明確にすることについて、
どう考えるか。

⑵ 地域医療従事者や休職・離職を選択した女
性医師等に対し、専門医資格の取得を促す
観点から、地域医療従事者等に配慮したカリ
キュラム制の設置について、明確にすることに
ついてどう考えるか。

⑶ 高度な医療の分野でも、医師が研修段階に
応じて技術と知見を向上できるよう、さまざま
な患者を診ることができる市中病院も重要な
研修拠点とし、必ずしも十分な経験を積むこ
とができない場合がある大学病院に研修先が
偏らないようにする観点から、研修の中心は
大学病院のみではなく、症例の豊富な地域の
中核病院等であることを明確にすることについ
て、どう考えるか。

　その後、全国市長会の立谷構成員から全国市長会
要望書について、続いて、日本専門医機構の吉村構
成員から日本専門医機構の取り組みについて、それぞ
れ説明があった。
　日本専門医機構の吉村理事長は、全国市長会要望
の対応状況について以下のように説明した。

１）中小規模病院が危機に陥る懸念
＊専門医取得は義務づけていない
＊ただし、「原則としていずれかの専門領域を選

択しその基本領域学会の専門研修を受けるこ
とを基本とする」

２）地方創生に逆行する危険と医師偏在の助長
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＊専攻医の多い8領域については原則として大学
病院以外でも基幹病院になれる基準に設定

＊原則として、基幹施設での研修は6か月以上、
連携施設での研修は3か月未満とならないよう
に努める

＊都市部の5 都府県については、専攻医募集定
員の上限を設定（一部診療科を除く。）

＊基幹施設、連携施設、関連施設等で専攻医の
採用が可能

＊機構は、研修プログラムを承認するに際し、各
都道府県協議会と事前に協議し決定

＊地域医療従事者、育児中の女性医師等に対し
カリキュラム制導入

３）医師の診療活動開始年齢の遅延と医療コスト
の増大
＊専門医取得は義務づけられていない（再掲）
＊ただし、「原則としていずれかの専門領域を選

択しその基本領域学会の専門研修を受けるこ
とを基本とする」としている（再掲）

４）初期研修医制度導入時に立ち返りPDCAで考
えるべき
＊総合診療専門医については、引き続き議論

５）若手医師たちに義務的に医局生活を強いる理
不尽
＊専攻医の多い8領域については、原則として大

学病院以外でも基幹施設となれる基準に設定
（再掲）

＊基幹施設、連携施設、関連施設等で専攻医の
採用が可能（再掲）

＊地域医療従事者、育児中の女性医師等に対し
カリキュラム制度導入（再掲）

６）専門職自律という国民不在の議論
＊本検討会において議論

　この後議論が進んだ。
　論点1では、構成員の論点では専門医はすべての医
師が取得しなければならないものではないことを明確
にするについて構成員の意見が一致した。
　論点2では、厚生労働省から「地域医療従事者や
休職・離職を選択した女性医師等に対し、専門医資
格の取得を促す観点から、地域医療従事者等に配慮
したカリキュラム制の設置について、明確にする」と
いう論点が出され、従来の日本専門医機構の考え方

「原則として、研修プログラム制で行う。領域によって

は、研修カリキュラム制を可とする」とは多少異なっ
ている。研修プロセスに縛られない、柔軟な研修カリ
キュラム制を、各領域でどの程度用意するかが検討課
題となる。
　3つ目の論点では、日本専門医機構の吉村理事長
は、大学病院が基幹施設の場合でも、基本領域の研
修機関である3年間全てを大学病院で研修するわけ
ではなく、連携施設に行くことになると述べ、理解を
求めた。しかし、東京大学大学院国際保健政策学教
授の渋谷氏は「それが医局人事となり、地域ニーズと
外れることになるのではないか」と指摘した。渋谷氏
は、多様な選択肢を用意し、柔軟な選択を認めるこ
とが必要であるとし、新専門医制度の理念は分かるも
のの、いかに運用するかが重要であるとした。
　新専門医制度については自治体からの懸念が根強
い。荒井奈良県知事の代理で出席した奈良県担当者
は、「厚労省が示した3つの論点だけで、地域医療へ
の懸念が払拭されるのか」と指摘し、実際にどんな
医師配置になるのかなど、研修プログラムの運用状況
も地域医療対策協議会に報告するなどの対応が求め
られると要望した。
　本検討会の委員である、荒井奈良県知事は、「今
後の医師養成の在り方と地域医療の確保に関する意
見」を提出している。それは以下の通りである。

１．基本的な考え方について
　専門医制度は、「プロフェッショナル・オートノ
ミー」の考え方に基づいて、医師の資質の向上の
ため、医師自らが設計や運営を行うものである限
りは、職能集団の私的な取り組みと考えられ、そ
のような医師自らの取り組みについては、公の介
入は原則として行うべきではないと考えます。
　しかし、専門医制度を導入するに当たり、制度
の設計・運営の内容次第で、地域医療の確保に
多大な影響が生じうる可能性がある場合は、医師
偏在への対策を含めた地域医療の確保に関する
観点から、公の介入が必要になるものと考えます。
　本検討会の専門医制度の主要なテーマは、プ
ロフェッショナル・オートノミーの領域に属する医
師の資質の向上と、行政が責任を負うべき地域
医療の確保について、どのように知恵をだして両
立を図るかという点にあると考えます。

２．地域医療の確保に関する懸念について
　専門医制度の実施に伴い、医師偏在を助長さ
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せる懸念等について、全国市長会からの意見が
提出されており、私も同様の懸念をもっております。
　しかし、残念ながら、資料1の27ページに示
された3つの論点では、医師偏在への有効な対
策が十分でないと考えます。
　例えば、都道府県内の偏在に関して、整備指
針によれば、専門医機構は、研修プログラムの
認定にあたり、地域医療の影響の観点について、
都道府県に協議することになっていますが、ひと
たび研修プログラムが認定された後には、専門
研修基幹施設に、医師の配属を委ねることにな
ります。
　専門医制度がプロフェッショナル・オートノミー
に立脚する限りは、地域の医師偏在に主体的な
責任をもてるものとは考え難く、その場合は、国
と地方公共団体がしっかりと関与し、医師偏在
の懸念を払拭すべきと考えます。
　そのような観点から、専門医機構又は専門研
修基幹施設が、専門研修連携施設に医師配置の
状況を含め、研修プログラムの運用状況を各都
道府県協議会に報告し、地域医療の確保の動向
について情報を共有し、必要に応じ、各都道府
県が地域医療の確保の観点からの意見を申し述
べることができるものとするなど、継続的に地域
医療の確保が可能となる仕組みとするべきと考え
ます。
　また、都道府県間の偏在については、整備指
針によれば、大都市部の5 都府県について定員
の制限を設けた上で、地域偏在を助長するなどの
不都合が生じた場合にはさらに見直しを検討する
こととされていますが、その実効性について心配
の種が残っており、医師偏在心配性の我々に安
心感を与える具体的治療方針を提供していただく
必要があると考えます。

３．卒前を含む医師養成の在り方について
　本検討会では、「卒前・卒後の一貫した医師養
成のあり方」がテーマの一つとされています。
　卒前の教育は予期医師の育成に当たって極め
て重要な課程です。その時期には、終生にわたり
患者と地域に最善の医療を提供し続けようとする
志を養生する教育が必要であり、予期医療人とし
ての、技だけでなく心を兼ね備えた医師を育成で
きるような、医学教育を確立（今まではなかった）
するべく、今後、本検討会においては、卒前・卒

後の一貫した医学教育について、省の垣根を超え
た本格的な検討を行うべきであると考えます。

　これ以外にも各構成員から、基幹施設となる大病
院と市中病院の比較、各領域の研修プログラムの申
請状況や新整備指針への対応状況、サブスペシャル
ティの検討状況など、今後の議論を進めるうえで必要
な各種データの提出を求める声が相次いだ。
　これらの議論について厚生労働省は、医政局医事
課長名で、日本専門医機構の理事長にあてて5月10
日に「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検
討会」に論点等についてという事務連絡を通知した。

【6】専門医制度新整備指針の見直し
　日本専門医機構は、5月12日理事会を開催し、「専
門医制度新整備指針」について、「専門医の資格は、
全ての医師が取得しなければならないものではない」
などの見直し行う方針を確認した。4月24日の厚生労
働省の「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する
検討会」で出された要望を踏まえた。従来は、「原則
として取得」となっていた。6月2日の次回の同機構
理事会での決定を目指す。
　厚生労働省検討会では、新専門医制度の地域医療
への影響などを懸念する声が上がり、

⑴ 専門医の取得は、事実上、義務付けられるもの
ではない

⑵ 地域医療従事者等に配慮し、研修カリキュラム
制を設置する

⑶ 大学病院だけでなく、症例の豊富な地域の中核
病院も研修の中心とする

　以上の3点に要望が上がっている。
　また、それに加えて「都道府県協議会」についても、
研修プログラムを認定する際だけでなく、運用状況に
ついても協議する役割を追加する予定とした。
　理事会後に記者会見した吉村理事長は、「厚労省
検討会で上がっていた要望は、新整備指針あるいは
運用細則、補足説明で書いていることだが、まだ理
解が進んでいない。分かりやすい表現で新整備指針
に記載する。最終的には次回の理事会でしっかりと決
めたい」と述べた。
　新専門医制度の「Ｑ＆Ａ」についても、2016年7月
に発足した日本専門医機構の新執行部と旧執行部の
との違い、専攻医の処遇の在り方などを記載した内
容で了承され、2017年5月16日に「新専門医制度概説
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とＱ＆Ａ（平成29年5月12日版）の掲載について」と
して日本専門医機構のホームページに掲載された。
　具体的には以下の通りである。

⑴ 内科をはじめ、8領域については、都道府県ご
とに複数の基幹施設を設置できる基準とする

⑵ 東京、神奈川、愛知、大阪、福岡の5 都府県に
ついては、過去5年間の都市部の専門医の採用
実績の平均値を超えないものとする

⑶ 都道府県協議会が、研修プログラムの基幹施
設、関連施設、連携施設などの構成に偏りがな
いか、募集定員が適切かどうかなどを検証する
役割を担う

⑷ 卒後に義務年限を有する専攻医（自治医科大学
や各大学の地域枠の卒業生など）、出産・育児、
介護、留学など、合理的な理由がある場合は、
研修カリキュラム制も可能とするなど、柔軟に対
応する

【7】第2回今後の医師養成の在り方と地域医療に関
する検討会

　2017年5月25日、「今後の医師養成の在り方と地域
医療に関する検討会」（座長：遠藤・国立社会保障・
人口問題研究所所長）の第2回会議を開催、専門医
の取得は義務化しないことを明記するなど、日本専門
医機構が提示した「専門医制度新整備指針」の4つ
の対応方針について了承した。
　4つの対応方針は

⑴ 専門医取得は義務付けていないことを整備指針
に明記

⑵ 地域医療従事者や女性医師等への配慮をした
カリキュラム制の設置を整備指針に明記

⑶ 研修の中心は大学病院のみではなく、地域の中
核病院等であることを整備指針に明記

⑷ 都道府県協議会に市町村を含め、研修プログラ
ム承認後も、地域医療の確保の動向を日本専
門医機構が協議会に情報提供し、協議会が意
見を提出した際は、研修カリキュラムを改善する
ことを整備指針に明記

　遠藤座長は、「新整備指針改正案は、理事会で確
定するが、前回会議のさまざまな意見が反映されてい
る。今日の意見に特段の配慮をすることを前提に、直
近の理事会で整備指針の改定をお願いすることで、

合意する」と諮り、構成員の了承を得た。
　ただし、都道府県協議会の活動への懸念も出され
た。都道府県協議会とは、新専門医制度について「地
域医療に配慮した研修体制を形成するための、地域
の医療の関係者が協議する場」として、2016年1月に
厚生労働省の「事務連絡」で、都道府県に設置を求
めていた。
　この平成28年1月15日付医政医発 0115第1号厚生
労働省医政局医事課長通知により都道府県に設置を
求めていた。47都道府県で設置済みだが、その運営
状況が問題となる。
　全国自治体病院協議会の邊見会長は、都道府県協
議会が機能しているのは、山形県、山梨県、静岡県、
島根県くらいにとどまると指摘した。
　全国市長会副会長の立谷相馬市長は、自治体の首
長ではまだ新専門医制度自体への理解がないとし、

「協議会が、どの程度、役割を果たせるのかは疑問」
と述べ、協議会の活動をチェックしたり、全国的な議
論をする場として、「全国レベルでの組織を作る必要
があるのではないか」と提案した。これに対し今村日
本医師会副会長は、「全体を包括するような議論の場
はあっていいが、まずは都道府県協議会を機能させる
ことが大切」と述べ、都道府県協議会の実態につい
ての検証も、本検討会のミッションであるとした。
　次回第3回の検討会では、外科、小児科、整形外
科、麻酔科、精神科、産婦人科、救急科の7領域の
各学会からヒアリンを行う予定となった。これらの学
会では過去３年間の専攻医の平均採用実績が350人
以上であり、原則として都道府県ごとに複数の基幹施
設を置く基準とすることが求められている。
　荒井奈良県知事は、欠席したため、文書で、「都
道府県協議会に対しては、日本専門医機構経由では
なく、協議会の求めに応じ、地域の基幹施設から直
接情報を得る仕組み」など、地域の実情に応じて運
営できる仕組みを求めた。
　以下、その全文である。

「専門医制度の実施に伴う地域医療の確保に関する
意見」

奈良県知事　荒井正吾
　専門医制度の実施に当たっては、プロフェッショ
ナル・オートノミーの領域に属する医師の資質の向
上と、行政が責任を負うべき地域医療の確保につ
いて、どのように知恵を出して両立を図るかが重要
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です。地域医療の確保に責任を持つ国や地方公共
団体がしっかりと関与し、医師偏在の懸念をしっか
りと払拭すべきであるとの観点から、改めて意見を
提出いたします。
　医師の育成に係わる制度設計や、医育機関の意
向は、医師配置に大きな影響を及ぼします。例えば、
臨床研修制度の施行に伴い、都道府県間と都道府
県内の医師数に大きな変化がありました。都道府
県間の流動をみると、平成16年と平成26年の間に、
30歳から34歳の医師数は、17都府県で増加し30
道県で減少しました。都道府県内の配置を見ると、
医師が減少した30道県のうち、9県では医育機関
に勤務する同年齢の医師は増加しており、医師が
減少する局面ですら、医育機関が医師配置への大
きな影響力を有することがうかがえます。
　専門医が実際に開始された後の、若手医師の都
道府県間の流動を予想できないことや、それぞれの
基幹施設がどのような医師配置を行うかが見通せな
いことが、地方自治体や地域医療関係者の不安感
の根底にあることを、ご理解願いたいと考えます。
　本日示された対応方針では、研修プログラム承
認後も地域医療の確保の動向を専門医機構が都道
府県協議会に情報提供し、都道府県協議会が意見
を提出した際は、研修プログラムを改善することと
なっており、この点では、前回の私の意見を一部反
映していただいたことを評価するとともに感謝申し
上げます。
　そのうえで、地域医療を確保するための様々な対
応について、実効性を確保することが重要であり、
今後も議論を尽くすべきであると考えます。
　都道府県協議会に関しては、地域医療の確保の
動向について、基幹施設から学会、専門医機構を
経由して都道府県協議会に情報提供がなされ、必
要に応じ研修プログラムの見直しを行うこととなっ
ています。しかし、連携施設の数は膨大であり、
地域の実情に応じた協議を都道府県協議会で実施
するためには、連携施設への医師配置に関して、都
道府県協議会の求めに応じ基幹施設から直接に情
報提供をいただくなど、迅速にきめ細かく提供いた
だく必要があります。また研修プログラムについて
だけでなく、連携施設の医師配置状況についても
協議することのできる仕組みを設ける必要があると
考えます。
　このほか、今後は、整備指針の見直しを受けて、

学会や研修施設の対応が進められると考えますが、
多数の学会や研修施設にまで、医師の資質の向上
と、地域医療の確保の両立を図る方針が、その具体
策も含め、十分に浸透し徹底される必要があります。
　総合診療専門医のプログラムについては、詳細は
検討中とされていますが、あきらかになっている情
報からは、へき地医療に携わる自治医大卒の医師
の配置先の変更を要する等の影響が見込まれます。
自治医大卒医師の配置や、地域枠の運用に悪影響
が出ないよう、制度設計に当たっては、各学会のプ
ログラムも含め、引き続き十分な配慮をお願いいた
します。
　都道府県間の偏在を助長しない仕組みについて
は、前回も意見を提出したとおり、施行後も、実情
を迅速に把握し、実効性あるものとしていただくよ
うお願いいたします。
　地域医療の確保については大きな懸念がありま
すので、あらゆる角度から懸念が払拭されるまで、
徹底した議論をお願いいたします。

　平成29年5月25日

【８】専門医制度新整備指針（第二版）
　第2回の「今後の医師養成の在り方と地域医療に関
する検討会」での議論をもとに、日本専門医機構の
理事会は6月2日に、専門医取得は義務付けないなど、
計4点を修正した「専門医制度新整備指針」の改定
を全会一致で了承した。
　この「専門医制度新整備指針（第二版）」について、
日本専門医機構は、2017年6月15日、［この度「今後
の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会」で
のご意見等を踏まえて、「専門医制度新整備指針」を
修正し、6月2日の本機構理事会に諮り、承認されま
したのでお知らせいたします。］としてホームページに
掲載した。
　6月2日の理事会では、19番目の基本領域に位置付
けられる総合診療専門医の研修プログラム整備基準
を了承、日本専門医機構の基本問題検討会の下にサ
ブスペシャルティに関するワーキンググループを設置す
ることも決めた。
　理事会後の記者会見ででは、新専門医制度の開
始時期について、日本専門医機構の松原副理事長は

「我々は、2018年度から始めることを目標とし準備を
進めている」と述べるにとどまった。これは、6月中
旬に予定されている第3回の今後の医師養成の在り方
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と地域医療に関する検討会を念頭に置いていると考え
られている。

【９】第３回今後の医師養成の在り方と地域医療に関
する検討会

　2017年６月12日、「今後の医師養成の在り方と地域
医療に関する検討会」の第3回会議を開催、基本領
域7学会の新専門医制度への対応についてヒアリング
を実施した。
　「研修プログラム制と研修カリキュラム制の区別が
次第になくなり、必要な症例を経験することが大事と
いう考え方になってきている。地域で活躍する医師に
もできるだけ専門医を取得してもらいたい、良医を育
てたいという意図が伺える」（全国市長会副会長の立
谷相馬市長）、「各学会ともフレキシブルに対応し、か
なり前向きに改訂してもらった」（渋谷東京大学大学
院国際保健政策学教授）など、おおむね評価する声
が上がった一方、7基本領域とも「基幹施設が大学病
院1か所のみ」という都道府県が残っていた。新専門
医制度で「大学医局」の力が強まる懸念の声はあり、
合理的な理由がある場合を除き、どこまで「複数基
幹施設」が実現できるかが今後の課題となる。
　さらに荒井奈良県知事からは、「専門医制度新整備
指針」の運用細則改訂案への強い修正意見が出た。

「都道府県協議会」の実効性を高めるために、「研修
施設が、協議会に協力し、直接必要な情報提供や協
議を行うことを明確にする必要がある」と提案した。

「協議会は、医師の囲い込みを防ぐのが目的。そのた
めには事後のチェックが必要」とした。運用細則改
訂案は、「直接」ではなく、日本専門医機構を通して
情報提供等を行う仕組みを想定していた。
　日本専門医機構の吉村理事長は、「重要な意見で
あり、十分に検討したい」と回答し、厚生労働省医
政局医事課も、都道府県に今後通知を出すなどして、
都道府県協議会が十分に機能するよう努めていくとし
た。その後に厚生労働省は、各都道府県に対し、協
議会の開催状況などについて調査、その結果を本検
討会で説明する予定になっている。さらに、第4回の
検討会でも他の参考になるよう、都道府県協議会の
好事例などについてヒアリングを行う。
　検討会の中で、「専門医の管理、症例登録システム
は各学会が作るのではなく、機構が作るべきではな
いか」「今は各学会が研修プログラムを作るが、将来
的には日本専門医機構が作成するべき」などと、第三

者機関として日本専門医機構を設置する意義を問う意
見も出された。
　これに対して、今村日本医師会副会長（日本専門医
機構監事）は、「最終的なゴールとして担当することを
目指すとしても、今の段階では日本専門医機構がす
べてを担うのではなく、まずは学会と機構が連携して
進めるのが現実的な手段」とし、「各学会の話を聞く
と、かなり心配している。2018年度に始めないと、若
い先生方が心配している」と述べた。
　今村氏の発言に対して、荒井奈良県知事は、「来年
度からの実施が前提となっていると言われると問題」
としつつ、「ここまで来たため、できるように思えてき
た。来年度から開始できるようスケジュールの管理と
議論の中身を詰めてもらいたい」と求めた。
　その一方で、全国市長会副会長の立谷相馬市長か
らは、そもそも論として、本検討会の役割を問う意見
も出た。
　これに対して今村氏は「2018年度からの開始は決定
ではなく、日本専門医機構として、2018年度に開始で
きるように準備を進めているということ。本検討会が
あったからこそ、さまざまな課題、意見を受けて、各
学会が対応し、改善が進んできたと理解している。関
係者が納得する形で進められるのであれば、前向きに
議論するという捉え方でいいのではないか」と答えた。
　厚生労働省の武井医政局課長は「最終的には、日
本専門医機構と各学会に地域医療への配慮をしっか
りやってもらうことが、本検討会の目的。今日は、現
在調整中だったり、あるいは課題があってもその是正
がなされているという説明がされた。最終的には新整
備指針の基準に準拠した対応がなされているかを確
認する。今後の本検討会の中では、進捗状況を管理
して、この検討会で議論していくことが大切」と、本
検討会の役割を改めて説明した。
　荒井奈良県知事より「地域医療の確保等に関する
意見」が出されており、全文は以下の通りである。

　これまで2回の検討会で、専門医制度の施行に
当たっての、地域医療の確保の観点から検討が行
われ、専門医機構が新整備指針に反映させる等の
対応が図られることとなりました。さらに、各学会
や研修施設にしっかりと対応いただき、これまでの
検討の成果について、実効性をもたせることが重要
です。こうした観点から、本日の検討会で確認させ
ていただきたい内容を以下に記します。
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１．医師の偏在を助長しない仕組みについて
　これまでの検討において、地域医療従事者や
女性医師に配慮したカリキュラム制の設置が必要
であることや、研修の中心は大学病院のみではな
く地域の中核病院等であることが議論され、専
門医機構の整備指針に反映させるとの方針が示
されました。
　整備指針の改定を踏まえ、実際の運用は各学
会が行うこととなることから、各学会がどのよう
に対応するのか、本日の議論を通じ確認したいと
考えます。
　また、都道府県間の偏在については、当面5都
道府県の専攻医総数の制限がなされますが、不
測の影響も懸念されることから、制度施行後に、
迅速なモニタリングや、状況を踏まえた必要な対
応が行われる旨を改めて確認したいと考えます。

２．都道府県協議会の位置づけについて
　これまで、都道府県協議会の設置は、国から
都道府県への技術的助言であり、県内の研修施
設の都道府県協議会への協力は任意との位置づ
けとなっていました。一方、本検討会では、これ
までに、山形県などで、都道府県協議会が機能
している例が紹介されました。前回意見を提出し
たとおり、都道府県協議会の実効性を高めるた
めにも、研修施設が都道府県協議会に協力し、
直接に必要な情報提供や協議を行うことを明確
にする必要があると考えます。この点の取り扱い
について、確認したいと考えます。

３．専門医の真正性の担保について
　専門医制度が施行されますと、住民は、専門
医である旨の表示に基づいて、各々の医師が専
門医であるかどうかを知ることになりますが、専
門医の資格やその表示の真正性を確保するため
には、懲戒や罰則を含め、不正を排除する仕組
みが必要です。
　専門医資格の取得・更新に当たって医師が実
績の虚偽申告等の不正を行った場合、あるいは、
専門医が資格取得後に診療上の不正等を行った
場合の対応について、各学会が厳正な対応を行
うことが担保されているのかどうかを含め、確認
したいと考えます。
　併せて、専門医以外の医師が、偽って専門医
である旨を広告・表示した場合や、基本領域の
専門医の名称と極めて紛らわしい広告・表示を

行った場合の、今後の対応についても、確認し
たいと考えます。

　平成29年6月12日

【10】6月25日第140回日医定例代議員会
　2017年6月25日に開かれた第140回日医定例代議
員会で、日本医師会の鳥羽常任理事（日本専門医機
構理事）は、「新たな専門医の仕組みについては、専
攻医の不安を取り除くためにも、2018年度の開始に向
け、全力を傾注していく」と語り、日本医師会は日本
専門医機構や厚生労働省と“キャッチボール”しなが
ら、新専門医制度をより良い仕組みにしていく方針で
あり、都道府県協議会に対しても、都道府県協議会
において主導的な立場で関与するように要請した。
　さらに「仮に、新たな専門医の仕組みについて、医
師偏在などの地域医療への影響が明らかになった場
合には、都道府県協議会での議論を踏まえ、日本専
門医機構においても、次年度の対応、見直しなどを
行っていく」と説明した。

【11】専門研修プログラムの認定に向けた各都道府
県の役割等について

　第３回今後の医師養成の在り方と地域医療に関す
る検討会での議論を基に、厚生労働省は、平成29年
6月27日付、医政医発 0627第2号を各都道府県衛生
主管部（局）長へ向けて、厚生労働省医政局医事課
長名で「専門研修プログラムの認定に向けた各都道府
県の役割等について」を発出した。以下は主な部分
である。

　新たな専門医の仕組みの下での専門研修におけ
る、一般社団法人日本専門医機構（以下「機構」
という。）による専門研修プログラム（以下「プロ
グラム」という。）の認定に向けた各都道府県の役
割等については、「専門研修プログラムの認定に向
けた各都道府県の役割について」（平成28年1月
15日付け医政医発 0115第1号）および「専門研修
プログラムの認定に向けた各都道府県における調
整等について」（平成28年3月31日付け医政医発
0331第5号）によりお知らせしたところである。
　今般、改めてプログラムの認定に向けた各都道
府県の役割等にについてお示しする。
　各都道府県におかれては、プログラムの認定に
向け、医師が遍在することなく専門医の質を高める
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体制が構築されるよう、別紙「専門医制度新整備
指針（第二版）」（平成29年6月日本専門医機構。
以下「整備指針」という。）「専門医制度新整備指
針運用細則」（平成29年3月日本専門医機構。以
下「運用細則」という。）等を踏まえて、下記のとお
り関係者（都道府県、市町村、医師会、大学、病
院団体、基幹施設等）による協議の場（以下「都
道府県協議会」という。）において、必要な情報共
有、確認、検討等を行っていただくようお願いする。
なお、関係者の数が多い場合には代表者や主要な
者で構成するなど、各都道府県の地域特性を踏ま
えて協議が有効に機能するよう構成されたい。
　また、都道府県協議会におけるプログラムの確
認、検討等の後、地域医療の確保の観点から改善
が必要な事項を機構へ提出するとともに機構と連携
してこの改善事項等について調整いただくことにな
るが、都道府県で調整に努めたにもかかわらず状況
が改善しない等の場合には、適時厚生労働省に報
告されたい。
　さらに、調整が終了後、プログラム認定前に、
管内のプログラムについて関係者間の調整結果を都
道府県協議会で確認した旨（様式任意）及び都道
府県協議会の活動実績（別添様式）を厚生労働省
へ報告していただくこととなる。
　なお、新たな専門医の仕組みの運用に当たって
は、プログラム認定に向けた確認だけでなく、プロ
グラム認定後のプログラム運用実績についても地域
医療の確保の観点から都道府県協議会で確認、検
討等を行っていただくこととする予定であるが、詳
細については別途お知らせする。
　以上の点については、近日中に厚生労働省で説
明会を開催し、各都道府県等に周知することを予
定している。
　なお、「専門研修プログラムの認定に向けた九都
道府県の役割について」（平成28年1月15日付け
医政医発 0115第1号）および「専門研修プログラム
各都道府県における調整等について」（平成28年3
月31日付け医政医発 0331第5号）については、廃
止する。

記
１．地域の関係者による協議の場（都道府県協議会）

における協議
・地域医療対策協議会等の場を活用し、また、

それらの会議の開催などの機会を利用し、都
道府県、市町村、医師会、大学、病院団体、
専門研修を行う基幹施設等の専門研修関係者
が、新たな専門医の仕組みの実施に当たって、
地域医療の確保の観点からプログラム等につ
いて協議を行うこと。

２．プログラムの認定に当たって、都道府県協議会
が協議すべき事項
⑴ プログラムの内容把握及び確認・検討等

・基幹施設から機構へのプログラム申請にあ
たり、機構からの情報提供（基幹施設・連
携施設ごとの施設名・指導医数・研修実績、
専攻募集数等）により、管内の基幹施設等
におけるプログラムの内容を把握すること。

・把握したプログラムの内容を踏まえ、当該プ
ログラムが認定された場合、地域医療提供
体制を現状より悪化させることがないか、整
備指針及び運用細則等を踏まえ、また、別
紙1及び別紙2を参考として、協議会におい
て地域の関係者による確認、検討等を行う
こと。

・①管内の主な基幹施設等、②医師会、③病
院団体、④基幹施設等が所在する市町村等
に対して指導医の配置方針、専攻医のロー
テート方針等プログラムに関して改善が必要
なことを照会し、上の確認、検討等の参考
とすること。

⑵ 必要な修正意見の機構への提出等
・⑴の確認、検討等の結果、改善する事項に

ついて、機構に提出すること。
・機構によるプログラムの調整において、都道

府県で調整に努めたにもかかわらず状況が
改善しない等の場合には、適時厚生労働省
に報告すること。

・調整が終了後、プログラム認定前に、管内
のプログラムについて関係者間の調整結果
を都道府県協議会で確認した旨（様式任意）
及び都道府県協議会の活動実績（別添様式）
を厚生労働省に報告すること。

３．その他
　プログラム認定度、新たな専門医の仕組みの
運用に当たって都道府県協議会が協議すべき事
項については、別途お知らせする。

以上
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【12】6月29日の日本専門医機構2017年度第1回
社員総会

　日本専門医機構は2017年度第1回社員総会を開催
し、「専門医制度新整備指針（第2版）」（6月2日の
理事会で了承済みである。）と運用細則改訂案を報告
した。
　運用細則改訂案は、厚生労働省の「今後の医師養
成の在り方と地域医療に関する検討会」第3回の会議
で修正が求められた。
　残る課題は「都道府県協議会」への情報提供のあ
り方である。6月12日の検討会では、荒井奈良県知
事が、実効性を高めるために、「研修施設が、協議会
に協力し、直接必要な情報提供や協議を行うことを
明確にする必要がある」と提案したが、運用細則改
訂案では、「直接」ではなく、日本専門医機構を通し
て情報提供等を行う仕組みを想定していた。この荒
井奈良県知事の意見の趣旨を反映し、運用細則が改
訂される見通しである。ただ「必要な情報が求められ
て出すのは当然。ただし、日本専門医機構にも情報
が来ないと、何が起きているかが分からなくなるので、
報告してもらうことになる」と松原日本専門医機構副
理事長は総会後の記者会見で述べている。
　また、松原副理事長は、「私たちがやっている方向
については、総会で了承された」と述べ、「7月7日の
次回理事会で、運用細則改訂案の了承が得られれば、
準備は完全に整うことになる。各学会の準備もできて
いる」とし、2018年度からの新専門医制度開始の判
断については、「厚生労働省と話し合いを進めている」
と述べ、最終的には塩崎厚生労働大臣の了承が得ら
れるか否かにかかっているとの見方を示した。
　概ね準備は整ったため、2018年度から新制度のス
タートについては厚生労働大臣の判断が大きくなって
きたのである。

【13】7月7日、日本専門医機構の理事会
　 日本 専門医機 構は2017年7月7日の理 事 会で、
2018年4月から新専門医制度開始へ向けて準備を進
めることを決定した。2017年10月から専攻医の登録
を開始できるよう、研修プログラムの1次審査を7月中
に終え、9月末までには2次審査を修了することを目指
す。できれば2017年の年内を目途に専攻医の研修先
が決まるよう準備を進める方針とした。もっとも、1次
審査後に行う都道府県協議会による研修プログラム

の精査など、開始に向けたハードルはまだ幾つかあり、
2次審査を終えるまでは、正式に開始するとは言えな
い状況にある。
　2018年度の新専門医制度に向けたハードルはいくつ
かある。
　厚生労働省の「今後の医師養成の在り方と地域医
療に関する検討会」で6月に第3回会議の意見を踏ま
えて運用細則を改訂したが（主な変更点は後述する）、
第4回の会議でも新専門医制度について議論される。

⑴ 都道府県協議会で検討。各基幹病院の研修プ
ログラムは、地域医療への影響の有無を検証す
るため、その所在地の各都道府県協議会で精査
する。47都道府県で、この夏に協議会が開催さ
れるが、東京都など多数の研修プログラムの精
査を行う地域では相当な作業量になることが予
想される。

⑵ 2次審査を通った各基本領域の研修プログラム
を、専攻医が閲覧できるようにするための体制、
専攻医の登録方法などの準備が必要。

　　 専攻医の登録は、18の基本領域については
各学会が担当する。総合診療専門医については、
日本専門医機構が担う。また、同機構は、一人
の医師が、複数の基本領域に登録していないか
などをチェックする。基幹病院等では、登録を
踏まえ、専攻医の専攻を行う。その結果、募集
定員を上回ったり、あるいは下回ったりする場合
には、登録の調整が必要となる。それでも、研
修先が決まらないなどの専攻医のために、2次、
3次募集を実施することになる。

　なお、7月7日の理事会で了承された運用細則の改
訂は以下の2点である。

１）柔軟な研修への対応。新専門医制度は、研修
プログラム制だが、出産・育児で中断する場合な
どは、研修カリキュラム制でも可能。ただし、そ
れでもなお、柔軟な対応が難しい場合が考えら
れるため、
⑴ 基幹施設等は、専攻医からの相談窓口を設

け、有効な研修が行えるように配慮する。
⑵ 専攻医は、相談窓口への相談後も、有効な研

修が行えないと判断した場合には、日本専門
医機構に相談できるといった体制を整える。

２）都道府県協議会への情提提供への在り方
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⑴ 協議会は、基幹施設に対し、情報提供を求
めることができる。

⑵ 基幹施設は、日本専門医機構に連絡をした上
で、協議会に情報を提供し、その際、遅滞な
く機構にも協議会に提供した情報を報告する。

⑶ 機構は、基本領域学会、基本施設と協同して
協議会の求めに協力するといった体制を構築
する。

【14】専門医制度の「質」を守る会
　有志の医師らで構成する『専門医制度の「質」を守
る会』（代表、安藤安城厚生病院副院長）は、7月21
日、塩崎厚生労働大臣に、「新専門医制度2018年度
からの開始反対の署名」を提出した。2017年3月9日
から開始し、医師を中心に1560人分を集めた。署名
は、厚生労働省の「今後の医師養成の在り方と地域
医療に関する検討会」の遠藤座長にも提出した。
　安藤会長は「新専門医制度は医療全体に大きな影
響が及ぶ上、医師研修の質が担保されていない。研
修プログラム制は、医師の柔軟なキャリア形成を阻害
する。さらに基幹型と連携施設の循環型研修は、地
域医療を弱体化させ、結局は大学医局の支配強化の
みが残る」などと問題視している。特に、研修の質を
重視し、2016年7月に、2017年度からの開始が1年
延期された今でもなお、質の担保が保証されていない
以上、2018年度からの開始にも反対すると主張した。
　塩崎厚生労働大臣宛の署名は、厚生労働省医政局
医事課の武井課長に手渡した。意見交換はできたも
のの、「新専門医制度はあくまでプロフェッショナル・
オートノミーに基づくものであり、日本専門医機構と
各学会が担当している。厚労省は地域医療に責任を
持つ立場なので、（地域医療への影響が懸念される場
合には）機構に要請はできるが、あくまで主体は機
構」という回答がなされた。

【15】7月23日、地域医療研究会
　全国の医療機関や医師らで構成する「地域医療研
究会」は、2017年7月23日「日本の専門医制度の行
方と問題点」をテーマに都内で研修会を開催した。
　大学病院や地域の基幹施設と連携病院をローテー
ションする「循環型」の研修プログラム制が問題視さ
れた。
　これに対して、基調講演した堀岡厚生労働省医政局
医事課医師養成等企画室長は、新専門医制度につい

て、「連携病院で採用した専攻医については、専攻医
の希望があった場合、できうる限り長期間、連携病院
における研修期間を設定することが可能」と述べた。
　堀岡氏は、単独で専門医研修が可能な施設にも「循
環型」の研修プログラム制に対しては、専門医研修
を長年単独でやってきた病院から、これまでの取り組
み、ひいては地域医療が瓦解する懸念が出されたほ
か、研修の質担保の面でも問題があるとされた。
　これに対して、堀岡氏は、単独で専門医研修が可
能な施設にも「循環型」プログラム制を求めるのは、

「個人的には、理不尽だと思っている」と述べたもの
の、新専門医制度のたたき台となっている2013年4月
の厚生労働省の「専門医の在り方に関する検討会」の
報告書で提言されたと述べた。基本領域を19と決め
たのも、同報告書であり、現時点では医療法に基づ
く広告可能な診療科以外も含まれており、「新専門医
制度がスタートした時点で、広告との関係は検討しな
ければいけないだろう」と見通しを述べた。
　新専門医制度については、専攻医の身分保障を求
める声も上がった。医師法で制度化された初期臨床
研修制度と異なり、専門医研修は任意の制度のため、
各研修施設への国の補助金は出ない。初期研修医よ
りも、専攻医の給料は低いケースがあることなどが挙
げられた。
　日本専門医機構は、2018年度の新専門医制度の開
始に向けた準備は整ったとしている。今後、各基本
領域で専門研修プログラムの審査や認定の準備が進
められる。「その結果、地域医療への影響が見受けら
れたら、制度のさらなる変更や、専門研修プログラム
の認定取り消しなども含めてやってもらいたい。厚労
省としてもきちんと対応していく」と堀岡氏は述べた。
　日本医師会副会長である今村日本専門医機構監事
は、日本専門医機構の今後の課題の第一として「的
確な情報発信」を挙げた。同機構は2016年7月に執
行部の交代があり、以前よりは改善されたものの、情
報発信が不十分であることが「さまざまな誤解の一因
になっている」と指摘し、監事の立場から同機構に対
し、「何が決まって、何が決まっていないのか」などを
情報発信する必要性を繰り返し要請していると説明し
た。今後の課題として、日本専門医機構のガバナンス
の強化、都道府県協議会などと連携した新専門医制
度をめぐる諸問題への対応などについても指摘し、さ
らに厚生労働省に対しても、屋上屋を重ねる議論の
回避のほか、日本専門医機構、都道府県協議会、学
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会、関係団体等のそれぞれの役割の明確化を求めた。
　安藤安城厚生病院副院長は、日本医師会の新専門
医制度への姿勢も質した。2016年2月に日医が声を上
げたことが、2017年度開始予定だった同制度を見直
す大きなきっかけとなったことを踏まえて、「地域医療
への懸念は、払拭されていないのに、なぜ賛成に回っ
てしまったのか」と訴えた。
　これに対して今村日本医師会副会長は、「日医の基
本スタンスは変わっていない」と説明した。2016年2
月当時は、全国の医師会などから地域医療への懸念
の声が上がっていたが、2016年7月には、日本専門医
機構の執行部が一新、日医からも副理事長と理事の
2人が入ったとし、その後、改善が進んできたとした。
厚生労働省の「今後の医師養成の在り方と地域医療
に関する検討会」において、計8学会からヒアリング
した結果、「完全かどうかは別として、以前よりは、は
るかに地域医療への配慮がされてきているという合意
が、国の検討の場でなされた」と述べた。
　また今村日本医師会副会長は、新専門医制度の議
論をゼロベースに戻したり、実施を見送れば、「また
違った混乱が起きる可能性がある」との見解を示した。
新専門医制度の影響は地域によって異なってくること
から、「地域の実情をどれだけ反映できるかは、都道
府県協議会の役割」と指摘し、都道府県協議会が機
能するよう厚生労働省に日本医師会として働きかけて
いくと強調した。

【16】2017年8月2日、塩崎厚生労働大臣の談話
　塩崎厚生労働大臣は、2017年8月2日午後4時から
約15分間にわたり、関係者を交えずに日本専門医機
構の吉村理事長と面談し、その場で、塩崎厚生労働
大臣より同機構と各関係学会に対し、学会ごとに応
募状況と専攻医の配置状況について厚生労働省への
報告を求める内容の談話が手渡された。
　以下その全文を示す。

　「新たな専門医制度」に対する厚生労働大臣談話
平成29年8月2日

　国民の求める医療ニーズは、「量」から「質」へ
と大きく転換しています。こうした中、若手医師が
安心して専門研修を受け、生涯にわたって研鑽を続
け、医療の質の向上を図るには、国際的な水準を
担保し、世界にも評価される専門医を養成する制
度の確立・運営が喫緊の課題です。

　こうした中、新たな専門医制度の構築に当たって
は、平成29年度の養成開始を目指し、日本専門医
機構において準備が進められてきました。しかし、
昨年6月に日本医師会及び四病院団体協議会から、
新たな制度が施行されることにより地域医療の現場
に大きな混乱をもたらす等の懸念があるため、一度
立ち止まって、集中的な精査を早急に行うこと等が
要望され、私からも、改めて地域医療を担う医療
関係者や地方自治体など、幅広い方々からの要望や
ご意見を真摯に受け止め、なお一層の取り組みをさ
れることを求めました。
　これを受け、日本専門医機構におかれては、地
域医療関係者や地方自治体を加えた体制を整備す
るなど、ガバナンスの抜本的見直しを図ってこられ
ました。また、厚生労働省においては、本年4月に

「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討
会」を設置し、専門医制度の在り方について、全
国知事会や全国市長会、病院団体等地域医療関係
者の方々が加わった場で意見交換を行っていただき
ました。
　日本専門医機構においては、こうした議論の積
み重ねを踏まえ、専門医の取得は義務ではなく医師
として自律的な取り組みとして位置付けられるもの
であることや、研修の中心は大学病院のみではなく
症例の豊富な地域の中核病院等も含むことの明確
化、女性医師等の多様な働き方に配慮したカリキュ
ラム制の設置などを専門医制度新整備指針等に明
記され、新たな制度の施行により地域医療に影響
を与えないような配慮がなされていると理解しており
ます。
　他方、来年度より実施する新たな専門医制度は、
プログラム制の導入など、これまでにない新たな仕
組みであり、
○実際の専攻医の応募の結果、各診療科の指導医

や専攻医が基幹病院に集中することで地域医療
に悪影響が生じるのではないか

○専攻医がその意思に反し、望んでいる地域、内
容での研修を行えなくなるのではないか

などの懸念を完全に払拭するには至っておりません。
　新たな仕組みの開始に当たっては、こうした懸念
に真摯に向き合い、都道府県、市町村、医師会、
大学、病院団体等からなる都道府県協議会等地域
医療関係者と十分に協議が行われたうえで、運用
の中で問題があれば速やかに是正が行われる必要
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があると考えています。
　具体的には、日本専門医機構及び各関係学会に
対し、学会ごとの応募状況及び専攻医の配置状況
を厚生労働省に報告いただくことを求めます。厚生
労働省においては、新たな専門医制度が地域医療
に影響を与えていないかどうか、領域ごとに確認す
ることとしたいと考えております。
　その結果、万が一、新たな専門医制度によって
地域医療に影響を与える懸念が生じた場合には、

「国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供す
る体制」を確保する医療法上の国の責務に基づき、
厚生労働省からも日本専門医機構及び各関係学会
に対して実効性ある対応を求めることといたします。
　新たな専門医制度が、日本の医療をより一層質の
高いものとする新たな礎となり、地域の方にとって
最良の医療が提供される体制の構築を目指すこと
が必要です。そのためには、日本専門医機構及び
各関係学会が協力し合い、様々な意見に耳を傾け、
厚生労働省や都道府県などとも協議しながら、新た
な専門医制度が地域医療や医師のキャリアプラン
に配慮したものとなることを強く期待します。

　この談話の本文に述べられているように、「新たな
仕組みの開始に当たっては」としており、この厚生労
働大臣の談話によって、2018年4月から新専門医制
度を開始することが事実上決定され、この日を境に
2018年4月スタートへ向けた具体的な動きが活発化す
るのである。

【17】横倉日本医師会長の緊急記者会見
　8月3日、横倉日本医師会会長は、8月3日、新専門
医制度について緊急記者会見した。記者会見は、前
日の8月2日、塩崎厚生労働大臣が、新専門医制度に
よる地域医療への悪影響が生じる懸念を完全に払拭
できないことから、日本専門医機構と各関係学会に
対し、学会ごとに応募状況と専攻医の配置状況につ
いて厚生労働省への報告を求める内容の「大臣談話」
を発表したことに対応したものである。
　横倉会長は、「医療法に規定する国の債務として、
厚生労働省が地域への配慮を求めること自体は理解
する」としつつ、同制度は法的な強制力を持つもので
はないことから、「国の関与は、あくまで謙抑的であ
ることが望ましい」とけん制した。その上で、日本専
門医機構がガバナンスを強化し、国と日本専門医機構

が協力・連携、関係者の意見も調整しながら、2018
年度のスタートを見据え、着実に準備を進めることが
必要だとした。
　横倉会長は、地域医療について、「かなり改善され
ていると認識している。しかし、まだ地域によっては
不安を訴える病院管理者の声もあると聞いている」と
し、「今後、専攻医の配置状況などは、各都道府県
協議会のもとで、医師の配置について議論する場を作
ることになっている。その動きをバックアップし、不安
の解消に努めていく」とした。
　「大臣談話」では、「万が一、地域医療に影響を与
える懸念が生じた場合には、厚生労働省が日本専門
医機構と各関係学会に対して、実効性のある対応を
求める」としているが、この点について横倉会長は、

「各都道府県の協議会の中で解決していくことだと理
解している。（大臣談話で）機構と各学会に要望して
いるのは、そうした懸念が生じないように、専門研修
プログラムをしっかり作ってもらいたいということだろ
う」との解釈を示した。
　日本医師会がもとめる「国の関与は、あくまで謙抑
的」という意味について、「新たな専門医の仕組みは、
医師が自律的に自分の能力を高めるものであり、国が
様 な々規制をかけることは、やるべきでない」と述べ、

「以前、一部に強制的な配置を求める声もあった。そ
うならないように、謙抑的という言葉を使った」と付
け加えた。
　横倉会長は、2016年11月に日本医師会が提出した
7つの要望項目を「専門医制度新整備指針」に盛り込
むなど、日本専門医機構は真摯に対応してきたと認識
しているとし、各領域学会と専門医の質向上に努める
とともに、医師の偏在助長の回避、医師のキャリア・
パスへの配慮などを「懸命な努力を重ねている」とし、
評価した。
　2018年度の新専門医制度の開始について、「今、1
年待ってもらった。誰が待ったのか、それは専門医を
目指す若い医師。2年待ってもらうと、キャリアへの
影響が大きい。スタートして、問題があれば改善して
いくべき。専門医になろうという医師に対し、キャリア
の道を開けることが必要」と横倉会長は述べた。

【18】日本医師会要望にかかる専門医制度整備指針
の対応状況

　8月3日の日本医師会横倉会長の緊急記者会見で触
れられた2016年11月18日に日本医師会が提出した7
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つの要望項目について日本専門医機構がどのように対
応したについて以下にまとめる。4月24日に開かれ今
後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会の
第1回目の会議で、日本専門医機構が対応を報告し、
それを厚生労働省の事務方がまとめたものである。

１．基幹施設の基準は、都道府県ごとに大学病院
以外の医療機関も認定される基準とすること
→原則、大学病院以外の医療機関も認定される

水準とする。
＊専攻医の多い診療科（内科、外科、小児科、

産婦人科、救急、精神科、整形外科、麻酔
科）では、都道府県ごとに、大学病院以外の
基幹施設を置く基準とする

２．従来、専門医を養成していた医療機関が希望
する場合は、連携施設となれること。
→従来、専門医を養成していた医療機関が希望

する場合は、基幹施設の承認のもと連携施設
となれる。

３．専攻医のローテートは、原則として6か月未満
で所属が変わらないこと。
→原則として、基幹施設での研修は6か月以上と

し、連携施設での研修は3か月未満とならない
ように努める。

４．都市部のプログラムは、原則として、募集定員
が過去3年間の専攻医の採用実績平均を超えな
いこと。
→都市部への集中を防ぐために、都市部の研修

プログラムの定員等についてルールを定める。
＊5 都府県（東京都、神奈川県、愛知県、大阪

府、福岡県）では、原則として、募集定員が過
去3年間の採用実績の平均を超えない

５．専攻医の採用は、基幹施設だけではなく、連
携施設でも行えること。

→基幹施設、連携施設、関連施設等で専攻の
採用が可能。

６．プログラムの認定は、各都道府県協議会にお
いて、医師会、大学、病院団体等の地域医療関
係者の了解を得ること。
→日本専門医機構は、研修プログラムを承認する

に際し、行政、医師会、大学、病院団体から
なる各都道府県協議会と事前に協議し、決定
する。

７．研修期間については、妊娠、出産、育児等の

理由により中断することができ、かつ、6か月ま
での中断であれば残りの期間に必要な症例等を
埋め合わせることで研修を延長しないですむこ
と。また、6か月以上の中断の後研修に復帰した
場合でも、中断前の研修実績は、引き続き有効
とされること。
→特定の理由（海外への留学、妊娠・出産・育

児など）で専門研修が困難な場合は、中断す
ることができる。

　　6か月までの中断であれば、残りの期間に必
要な症例等を埋め合わせることで、研修期間
の延長を要しない。

　　また、6か月以上の中断の後研修に復帰した
場合でも、中断前の研修実績は、引き続き有
効とされる。

【19】日本専門医機構の「新たな専門医制度の開始
に向けた声明」

　日本専門医機構は、8月4日の理事会で、「新たな
専門医制度の開始に向けた声明」を取りまとめ、塩崎
厚生労働大臣の「大臣談話」を踏まえ、2018年4月
からの新たな専門医制度の開始に向けて、2017年10
月初旬を目途に、19の基本領域の専攻医の1次登録
を、12月中旬を目途に2次登録を開始することを決定
した。7月7日の理事会では、「2018年4月開始に向
け、機構の準備は整った」としていた。
　日本専門医機構の松原副理事長は、理事会後の記
者会見で、「機構は2018年4月から新しい専門医制度
を開始する。ただし、途中でいろいろな議論で問題
が出てきた時には、私たちは真摯な態度で対応する。
各学会や厚生労働省とよく相談しながら、適切な形で
決して地域医療に偏りが出ないように対応する。これ
を前提として開始したい」と述べた。
　日本専門医機構の「声明」には、「大臣談話」への
対応として、2018年当初を目途に専攻医の登録状況
の概要が明らかになった時点で、各基本領域の学会
に対し、報告を求める。万が一、「地域医療への影
響や専門研修レベルについて改善が必要になった場
合」には、「専門医制度新整備指針」などに鑑みて、
理事会等での審議を経たうえで、各学会に制度や運
用の修正変更を依頼するほか、必要に応じて応募状
況等の調整を行うと記した。
　吉村理事長によると、塩崎前厚生労働大臣との面
談では、新専門医制度に関する検討経緯を説明、そ
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の上で「できれば来年4月からスタートすべく、10月く
らいから専攻医の登録を開始したいと申し上げた」と
いう。これに対し、塩崎前厚労相は、「これまでの取
り組みについては理解しているが、いまだ地域医療に
影響する懸念が払拭されていない」とし、応募状況
や専攻医の配置状況についての厚労省への報告を求
めるなど、「大臣談話」の概要を説明。「塩崎前厚労
相の意向を重く受け止め、日本専門医機構として真摯
に対応したい」と吉村理事長は答えたという。
　「地域医療への影響」とは、都市部や大病院に専
攻医が集中した場合になど。松原副理事長は「地域
医療に問題が生じるかどうかが分かるのは、都道県
の協議会で協議した時」と指摘し、その上で、「応募
状況を見てあまりにも偏っていたら、2次募集で調整
するなど、あらゆる手段で対応していく」と述べた。
ただし、1次募集で研修先が決まった専攻医が研修
先の変更を迫られることはないとした。
　「専門研修レベルについて改善が必要になった場
合」について、山下副理事長は、「例えば、領域全般
にわたって研修しなければいけないのに果たして可能
なのかなど、専門研修プログラムを承認した後に疑義
が生じた場合には、変更を求めることなどが考えられ
る」と説明した。
　山下副理事長は、「大臣談話には『専門医制度新
整備指針等は、新たな制度の施行により地域医療に
影響を与えないような配慮がなされていると理解して
いる』と書かれている」と述べ、この指摘を踏まえ、
専門医制度新整備指針、運用細則、補足説明などの
ルールに準拠して実施する重要性を強調した。「ルー
ルを決めてやらないと、うまくいかなかった場合にそ
の理由は分からない。ルール通りにやっても問題が生
じた場合には、そのルールをフレキシブルに変更して
いくことが必要」と述べた。
　以下「新たな専門医制度の開始に向けた声明」の
本文

　わが国の専門医の養成については、50年近くに
わたり、診療領域ごとの専門家集団である学会が
中心となって構築がなされて来ました。
　学会ごとの専門医の養成は、わが国の医療の発
展に大きく貢献してきた一方、各学会が自律的に独
自の方針で専門医の仕組みを設けたため、診療領
域ごとに専門医の認定基準が分かれ、統一がなさ
れず、専門医の質の担保に懸念が示されて来ました。

また、最近の医学・医療の進歩に伴い細分化した
多様な専門医が次 と々誕生し、国民にとって分かり
難いとの指摘がなされて来たところです。
　一方、わが国の卒後研修の現状をみると、卒後
2年間の臨床研修制度（いわゆる初期臨床研修）が
必修化されています。これは、医師として基本的な
診療能力を涵養することが目的であり、実際に臨床
の現場で活躍するためには、その後の診療科ごと
の領域別研修（後期専門研修）が不可欠であるこ
とは言うまでもありません。残念ながら、わが国に
はこの最も重要とされる後期専門研修制度が統一
的な仕組みとして確立されていないのが現状で、自
由標榜制の下、先進国の中で統一的な後期専門研
修の仕組みがないのは日本だけといっても過言では
ありません。
　こうした現状認識の下、日本の高い医療レベルを
確保し、国民にとって分かりやすい専門医制度確立
のために、日本専門医機構（以下機構という）では、
第一に、各学会の専門医制度の標準化をはかるこ
と、また、乱立気味の多様な専門医制度に対し、
先ず、基本領域の専門医資格を取得した後、その
他のサブスペシャルティ領域の専門医資格を取得す
る二段階制の仕組みとすること、また、第二に、初
期臨床研修に引き続く、統一的な後期専門研修制
度を確立し、国民から信頼され、質の高い専門医
の育成と認定を行うことを目的として活動を行って
参りました。
　「学会専門医制度の標準化」と「後期専門研修
制度の確立」は、わが国における医療界の喫緊の
課題の一つであり、専門医制度において最も重要
な骨格となるものです。
　機構では、当初は平成29年度の制度開始を目指
して参りましたが、昨年6月に日本医師会や四病院
団体協議会、厚生労働省などから、新たな制度が
施行されることで地域医療の現場に大きな混乱をも
たらす懸念が示されたため、新たな執行部が選任さ
れ、制度の構築を一度立ち止まり、地域医療に配
慮した制度を目指して再検討することとなりました。
　昨年11月には、日本医師会より、基幹施設の基
準を大学病院以外の施設も認定されるような基準と
することや、妊娠、出産、育児などへの配慮を行う
ことなどの要望がなされています。
　また、本年 4月に厚生労働省に設置された「今
後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討
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会」において、地域医療に求められる専門医制度
の在り方について、全国知事会や全国市長会、病
院団体など地域医療関係者の方 と々真摯に意見交
換を行い、議論された結果を専門医制度新整備指
針等に反映し、専門医の取得は法的に全ての医師
に義務付けられたものではなく、医師が自ら社会
に対する説明責任を果たすための自律的な研修の
仕組みであること、また、研修の中心は、各基本
領域において専門医となるのに必要となる全般的、
幅広い疾患の症例が経験できる大学病院と地域の
中核病院であることの明確化、女性医師等の多様
な働き方に配慮したカリキュラム制の導入など、新
たな制度の施行により地域医療への影響を与えな
いよう基本領域学会とも十分な協議を行いながら
可能な限りの配慮を行って参りました。
　また、来年度より実施する新たな専門医制度は、
基本領域の研修については、専門医養成のプロセ
スが明確となるよう、原則として研修プログラム制で
行い、研修施設については、専門医育成の質を担
保しつつ地域医療を確保する観点から、地域の中
核病院が基幹施設となり地域の中小病院等が連携
施設となって研修施設群を形成し、基幹施設のみで
はなく連携施設、関連施設へのローテイト研修を行
うこと、また、大都市部への専攻医の集中への配
慮を行うなど、地域医療に対しさまざまな配慮を行っ
て来ましたが、引き続き都道府県協議会を通しての
意見等を踏まえ、十分な配慮を行って参ります。
　さらに、新たな制度の施行に伴い問題が生じた場
合には、制度設計を固定したものとはせず、継続的
に検討することも新整備指針に盛り込んでいます。
　平成29年6月2日開催の機構第14回理事会にお
いて、前述の「今後の医師養成の在り方と地域医療
に関する検討会」での議論を踏まえた、「専門医制
度新整備指針（第二版）」が正式に承認され、ま
た、平成29年7月7日開催の機構第15回理事会に
おいて、同整備指針の「運用細則（修正版）」が正
式に承認されました。また、懸案となっていた総合
診療専門医に関わる「専門医養成整備基準」につ
いても同理事会で正式に承認され、規約の上では、
新しい専門医制度に関わる環境が全て整ったことに
なります。
　平成29年8月2日、塩崎厚生労働大臣と本機構
理事長が面談を行い、これまでの機構の取り組み
を報告し、平成30年度からの制度開始に向けて、

本年10月より専攻医の登録を開始できるよう鋭意
準備を進めていることをお伝えし、大臣より、「新
たな専門医制度」に対する厚生労働大臣談話の概
要をお伺いし、大臣のご意向を重く受け止め、機構
として十分に検討の上、真摯に対応したいとの回答
を行いました。
　機構理事会では、同日公表された大臣談話を踏
まえ、平成30年4月からの新たな専門医制度の開
始に向けて、本年10月初旬を目途に、基本19領域
の専攻医の一次登録を開始し、また、本年12月中
旬を目途に二次登録を開始することと致しました。
また、その後も研修先の決まらない専攻医希望者
に対し、引き続き、応募を可能とする方向で検討す
ることと致します。
　また、機構では、来年当初を目途に専攻医がど
の診療科のどのプログラムに所属することになるの
かの概要が明らかになった時点で、新たな専門医制
度が地域医療にどのような影響を与えているかなど
について学会ごとにご報告を頂き、万が一、新たな
専門医制度によって、地域医療への影響や専門研
修レベルについて改善する必要が生じた場合には、
機構の整備指針、運用細則、補足説明に鑑みて研
修プログラム委員会および基本問題検討委員会で
の審議、理事会の審議等を経たうえで各学会に対
して制度や運用の修正等の変更を依頼し、必要に
応じて、応募状況等の調整を行うことにしたいと考
えています。
　以上、今後とも新たな専門医制度が、わが国の
現在の高い医療レベルの確保と発展に寄与し、ま
た、地域の患者の方々にとって最良の医療が提供さ
れる体制の構築を目指す所存ですので、ご協力の
ほど宜しくお願いいたします。

以上

【20】8月9日第4回今後の医師養成の在り方と地
域医療に関する検討会　

　2017年8月9日に第4回「今後の医師養成の在り方と
地域医療に関する検討会」が開催された。6月22日付
で一般社団法人日本専門医機構へ宛てて、厚生労働
省医政局医事課長より、「地域医療に求められる専門
医制度のあり方についてのご意見等について」が事務
連絡として発出された。別添として、「地域医療に求め
られる専門医制度の在り方についてのご意見」として
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１．地域医療従事者や女性医師等への配慮につい
て

〈構成員ご意見〉
　カリキュラム制に柔軟な対応を行うというだけ
ではきちんと対応されない場合が考えられるの
で、具体的な手順等を示すこと

２．都道府県協議会について
〈構成員ご意見〉
　地域の実情に応じた協議を協議会で実施する
ためには、連携施設への医師配置に関して、迅
速にきめ細かく情報提供いただく必要があり、基
幹施設は協議会の求めに協力すること

　これに対して、6月29日付で、厚生労働省医政局医
事課宛に日本専門医機構の吉村理事長名で検討結果
を送付している。

　「専門医制度新整備指針運用細則の主な改訂の主
な内容について」

１．地域医療従事者や女性医師等への配慮につい
て

【改訂の方向性】
・カリキュラム制に柔軟な対応を行うというだけ

ではきちんと対応されない場合が考えられるの
で、具体的な手順等を明示する

〈改訂案の要点〉
・基幹施設等は、専攻医から相談窓口を設け、

有効な研修が行えるように配慮する。専攻医
は、相談窓口への相談後も有効な研修が行え
ないと判断した場合には、機構に相談すること
ができる。

２．都道府県協議会について
【改訂の方向性】
・地域の実情に応じた協議を協議会で実施する

ためには、連携施設への医師配置に関して、
迅速にきめ細かく情報提供いただく必要があ
り、基幹施設は協議会の求めに協力する

〈改訂案の要点〉
・協議会は、基幹施設に対し、ローテート内容

等の情報の提供を求めることができる。基幹
施設は、機構に連絡したうえで、協議会に情
報を提供し、その際遅滞なく機構にも協議会
に提出した資料を報告するものとする。機構
は、地域医療への配慮や専門研修レベルを改

善するための必要性に応じて、基本領域学会、
基幹施設と協同して協議会の求めに協力する
ものとする。

　以上を踏まえて、2017年7月7日の理事会で専門医
制度新整備指針運用細則の改訂を行う予定とした。
　以上について、第4回の検討会の議事⑴これまで
の議論を踏まえた日本専門医機構・各学会の対応等
の場で、吉村理事長より説明がなされた。

【21】専攻医登録のスケジュール
　2017年9月1日に日本専門医機構第17回の理事会
が開催され、専攻医登録システムについて議論され、
そのスケジュールについてまとめられた。
　これらの議論を基にして、2017年9月12日付で、日
本専門医機構の吉村理事長名で、「専門医を目指す医
学生・臨床研修医の皆様へ　平成30年度スタート予定
の新しい専門医制度の開始に当たって」が公表された。
　平成30年4月より新専門医制度がスタートすること、
10月1日より専攻医の一次登録を開始し、さらに12月
中旬を目途に二次登録を行うことを表明した。

【22】日本精神神経学会の動き
　2017年10月2日、日本精神神経学会では、神庭理
事長名で、「精神科の専門研修を考えている先生へ」
をホームページに掲載し、「精神科プログラムへの募
集から研修を開始するまでの手順」および「精神科プ
ログラムを選んでから研修を開始するまでの手順」を
ホームページに掲載し、専攻医登録に向けた活動を
開始した。

【23】10月6日登録のスケジュールの決定
　日本専門医機構は、10月6日に「専門医を目指す臨
床研修医および研修プログラム統括責任者の皆様へ　
平成30年度スタート予定の新しい専門医制度の登録
手順のお知らせ」を公表した。
　以下登録スケジュール

⑴ 一次登録
① 登録期間（専攻医希望者は基幹施設のプログ

ラム統括責任者と連絡を取り、十分に情報を
共有したうえで登録する）
平成29年10月10日～平成29年11月15日

② 登録確認期間（必要に応じて採用試験をおこ
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なったり、プログラム統括責任者と当該領域
学会とで、都市部への希望者の集中の有無の
確認、調整等を行う期間）
平成29年11月16日～平成29年11月30日

③ 採用期間（プログラム統括責任者が、当該領域
学会および機構と協議し採否を決定する期間）
平成29年12月1日～平成29年12月14日

④ 専攻医希望者への採否の通知
平成29年12月15日

⑵ 二次登録
① 登録期間（専攻医希望者は基幹施設のプログ

ラム統括責任者と連絡を取り、十分に情報を
共有したうえで登録する。都市部への集中が
明らかな場合は当該都市の二次登録は行わな
い予定）
平成29年12月16日～平成30年1月15日

② 登録確認期間（必要に応じて採用試験をおこ
なったり、プログラム統括責任者と当該領域
学会とで、都市部への希望者の集中の有無の
確認、調整等を行う期間）
平成30年1月16日～平成30年1月31日

③ 採用期間（プログラム統括責任者が、当該領域
学会および機構と協議し採否を決定する期間）
平成30年2月1日～平成30年2月14日

④ 専攻医希望者への採否の通知
平成30年2月15日

⑶ 二次登録でも研修先が決まらない専攻医希望者
は、引き続き空きのある研修施設のプログラム
統括責任者と直接連絡を取り研修先を決定し、
当該領域学会を機構に連絡する。
注意事項として
① 新しい仕組みによる専攻医の登録は、初期臨

床研修制度のマッチングとは異なっています。
　 コンピューター上で、自動的に登録を確定する

システムではありません。プログラム統括責任
者が希望者との間で決定することになっていま
す。そのため、一つのプログラムしか登録で
きません。

② 登録を確定する前に、登録画面上のプログラ
ム一覧から希望するプログラムを選び、あらか
じめ希望者と希望する研修プログラム統括責
任者（基幹施設の責任者）との間で連絡を取
り、「登録希望」を伝え、研修内容や条件等
について十分に理解を深め、調整を済ませた

うえで、登録をおこなうことをお勧めします。

　この通知の最後に以下のような記述があり、これが
後に問題となってくる。

おわりに
　来年から開始される新しい専門医制度は、プログ
ラム制の導入など、これまでにない新しい仕組みで
す。来年初頭を目途に、万が一、新たな専門医制
度によって地域医療への影響や専門研修レベルに
ついて改善する必要が生じた場合には、混乱をでき
る限り避けつつ、必要に応じて、応募状況等の調
整を行います。

【24】10月20日、第5回今後の医師養成の在り方
と地域医療に関する検討会

　2017年10月20日に第5回今後の医師養成の在り方
と地域医療に関する検討会が行われ、荒井奈良県知
事より「専門医制度の実施に伴う地域医療の確保に関
する意見」が出された。以下その全文である。

　専門医制度の施行にあたっては、本検討会にお
いて地域医療の確保の観点から検討が行われ、各
都道府県の協議会で、地域医療確保の観点からの
協議を行う仕組みが構築されました。
　この間、都道府県協議会においては、専門医機
構から提供された研修プログラム等の審査などの協
議が行われましたが、協議に当たって、次のような
大きな課題が見られました。

◦専門医機構からの情報提供の遅れや不足があ
り、都道府県協議会における十分な協議が困
難であった。

◦総合診療科のプログラム審査基準が不透明な
ため混乱を生じたほか、地域医療に重要な役
割を果たす総合診療専門医の養成・確保への
悪影響が懸念される。

◦都道府県協議会の権限が明確でなく、県外の
基幹施設との協議ができなかった。

　また、協議の結果、これらの課題に加え、研修
プログラムの内容等も含めて、約3分の2の都道府
県から専門医機構に修正意見が提出されました。
例えば、地域医療従事者や女性医師への配慮に関
して、各学会のカリキュラム制の具体的な仕組みを
明らかにすべきであることなど、重要な意見が提出
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されましたが、専門医機構は「今後できるものから
対応する」とのことであり、どのような対応がなさ
れるのか未だ明らかになっておりません。
　さらに、今後の課題として、都市部の都府県に
設けられた定員設定の結果の検証とともに、実際
の医師の配置が地域医療に及ぼす影響を都道府県
協議会が継続してモニタリングできる仕組みの構築
が必要です。
　平成30年度からスタートする専門医制度の専攻
医募集は既に始まっており、施行までの期間は限ら
れております。当面、こうした課題へどのような対応
がなされるのか、本検討会において、専門医機構を
はじめ関係者に、早急に確認するように望みます。
　本年度は、情報提供の遅れや情報内容の不足と
ともに、都道府県協議会の役割が学会等に十分理
解されなかった例もあり、都道府県協議会に期待さ
れる役割が十分発揮できなかった感があります。
　次年度以降に向けては、都道府県協議会の法制
化など、協議の実効性の確保のための検討をお願
いいたします。

平成29年10月20日

【25】10月27日日本専門医機構第20回理事会
　第20回理事会では初期研修延長等の取扱いにつ
いて議論された。要旨は以下の通りである。

◦初期研修が何らかの理由で二年を超えた場合は
① 初期研修終了後に始める
② 専門研修は3年以上で行う
　の2点が大原則となる。

◦合理的理由（新整備指針第二版 P .20）によって、
数か月遅れた場合でも、開始から三年以上という
原則とする

◦試験の時期によっては一年遅れることにもなるが、
そこは各領域学会の判断にゆだねる。

【26】日本精神神経学会のプログラム統括責任者講
習会

　日本精神神経学会は、2017年11月19日および 11
月23日12 時から16 時30 分、TKP 市ヶ谷カンファレ
ンスセンターにおいて、プログラム統括責任者講習会
を開催した。
　これまでの議論によって新専門医制度についてかな
り詳細な部分が判明してきたことや、既に専攻医の一

次登録が始まっていること、日本精神神経学会の専
門研修プログラム整備基準38で精神科専門研修プロ
グラム統括責任者の基準で日本精神神経学会の指定
するプログラム運営に関する講習会を修了している必
要があったためである。いずれにせよ2018年4月より
始まる新しい専門医制度の実務について運用の責任者
となるプログラム統括責任者に情報を伝達する必要性
もあった。
　講習会の内容は以下の通りである。

⑴ 専門医制度の現状と注意点
あいせい紀年病院　森隆夫先生

⑵ 専攻医募集について
日本精神神経学会　神庭重信理事長

⑶ 研修項目と専攻医マニュアル
専門医制度研修委員会　小島卓也副委員長

⑷ 新専門医制度　指導医マニュアル　指導の手順・
研修開始後のＱ＆Ａ
専門医制度研修委員会　天保英明

⑸ 研修実績管理システムの使用法
情報システム委員会　細田眞司先生

⑹ 専門研修プログラムにおけるプログラム統括責
任者の役割について
研修プログラム審査委員会　森村安史委員長

【27】5 都府県における平成30年度専門研修を開
始する専攻医登録について

　専攻医の一次登録のスケジュールで、専攻医希望
者への採否の通知がなされる予定になっていた、平
成29年12月15日付で、日本専門医機構の吉村理事
長は、基本領域学会および基幹施設に宛てて「5 都
府県における平成30年度専門研修を開始する専攻医
登録について」を発出した。以下その全文である。

　平成30年度の新専門医制度開始に向けて、ご支
援・ご協力いただきまして誠にありがとうございま
す。
　本機構理事会におきまして、平成30年度の専門
研修を開始する専攻医登録につきましては、平成
29年8月2日に公表された厚生労働大臣談話、地
域医療の観点、運用細則の趣旨等を踏まえ、原則
として、各基本領域学会の5 都府県（東京、神奈
川、愛知、大阪、福岡）のそれぞれにおける専攻
医の登録総数は、外科、産婦人科、病理、臨床検
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査の4領域を除く、過去5年の後期研修医の採用
実績数などの平均値を超えないことといたしました。
　したがいまして、5 都府県の平均値を超えた当該
領域の都府県では、二次登録は行われません。
　ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

【28】日本精神神経学会の「2回目以降の専攻医募
集について」

　12月15日付の日本専門医機構のシーリングに関す
る通知のあった日と同じ12月15日付で、日本精神神
経学会の神庭理事長名で、精神科のプログラム統括
責任者宛に「2回目以降の専攻医募集について」が通
知された。以下にその全文を示す。

　日頃より学会活動にご理解とご協力を賜り、深く
御礼申し上げます。
　第1回目の専攻医募集は11月15日で締め切りと
なり、多くの専攻医に応募いただきました。関係施
設の先生方におかれましては、業務多忙の中ご協
力をいただき誠にありがとうございます。
　2018年度の専攻医募集では、日本専門医機構よ
り、「都市部への集中を防ぐため、5 都府県（東京・
神奈川・愛知・大阪・福岡）の専攻医総数の上限
は、過去5年間の専攻医採用実績の平均値を超え
ないこと」との通達を受けています。
　東京都においては、今回1回目の募集で専攻医
応募数が過去5年の専攻医採用実績の平均値に達
したため、上記の通達を鑑み慎重に検討し、12月
16日からの「2回目以降の専攻医募集」を中止させ
て頂くこととなりましたので、お知らせいたします。
　なお、東京都以外の4府県（神奈川・愛知・大
阪・福岡）につきましては、12月16日から2回目の
募集は可能です。ただし、過去5年の専攻医採用
実績の平均値を超えた場合、募集を中止することと
なりますので予めご承知おきください。
　ご理解・ご協力賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

以上

　このシーリングの問題はのちのち大きな問題となり
得る事案であろう。
　例えば、東京都の場合、今回のシーリングの上限は
101人となった。この数字がどこまで正確な根拠に基
づいているかは判然としないが、東京都のプログラム

数は26あり、その募集定員は191人である。つまり、
シーリングの数に見合ったプログラムの数や募集人数
の調整はもともとなされておらず、一次募集が終わっ
た後にほぼ何の前触れもなく突然に近い形で東京都
の二次募集が直前に停止されたことは事実であり、二
次募集で採用しようとする基幹病院も存在したものと
考えられ、どこまで日本精神神経学会や日本専門医
機構が介入・調整するのかについては課題として残っ
たものと考えられる。

【29】専攻医研修マニュアルと指導医マニュアル
　新専門医制度の議論が進む中、2017年6月に日本
専門医機構より「専門制度新整備指針（第二版）」は
公表され、日本精神神経学会でもこれに基づいて
2015年9月11日に制定した、「専門研修プログラム整
備基準」の改訂作業を進め、2017年9月21日に改訂
された「専門研修プログラム整備基準」を公表した。
　これに基づいて専門研修プログラムの再審査がな
され、日本精神神経学会における精神科専門研修プ
ログラムは、166プログラム、基幹施設数166施設、
連携施設数963施設、全プログラム指導医数は約
4,000名となり、都道府県の分布については、複数の
プログラムがある都道府県は40、単一プログラムしか
ない県は、岩手県、岐阜県、三重県、滋賀県、香川
県、高知県、長崎県の７県となった。
　日本専門医機構の運用細則によれば、「専攻医年
度採用実績（過去5年間の平均、現在は平成22年～
26年度の採用実績による）が350名以上の基本領域
学会（現時点では、内科、小児科、精神科、外科、
整形外科、産婦人科、麻酔科、救急科）については、
教育レベルを保つ観点から、原則として都道府県ごと
に複数の基幹施設を置く基準とする。地域の実情に
応じて基本領域学会と機構で協議し運用する。」とさ
れており、精神科の専門研修プログラムが、原則とし
て一都道府県に二つ以上なければならない。日本精
神神経学会としても様々な努力・処置を講じたが、ゼ
ロには至っておらず、これも来年度以降の課題となる。
　専門研修プログラムは1年に1回、申請情報を最新
化し、日本精神神経学会に提出することになっており、
2018年は、2月～ 3月に行われ、最新化する情報とし
ては、

・プログラム統括責任者情報
・プログラムに在籍する指導医情報
・次年度の専攻医採用希望数
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・群構成の最新化
・専門プログラム冊子の最新化
・プログラム管理委員会の構成員リスト

　これらは、2017年11月に行われた日本精神神経学
会プログラム統括責任者講習会で明らかにされている
ものである。
　また、同講習会でかなりの部分が触れられたが、

「精神科専門医制度専攻医研修マニュアル」と「精神
科専門医制度指導医マニュアル」が2018年1月に正
式に公表され、日本精神神経学会のホームページに
掲載された。
　2017年11月開催の日本精神神経学会プログラム統
括責任者講習会で使用されたスライド資料もホーム
ページに掲載され、講習会のDVDも作成された。

【30】2018年1月19日日本専門医機構記者会見
　2018年1月19日、日本専門医機構の理事会の後、
山下副理事長は、2018年度開始予定の新専門医制度
の専攻医の2次募集状況を報告し、「5 都府県につい
ては、過去5年間の採用実績を超えて採用することは
ない。大都市圏への専攻医集中を増長させないこと
が担保できた」と説明した。
　1月15日に締め切った2次募集で登録したのは569
人で、その採否は2月15日までに決定、通知する。
　1次募集で採用された7791人のほか、その後辞退
をした人、2次登録で採用された人を加減すると、現
時点では8300人超が2018年度からの新専門医制度
の専攻医となると想定される。
　さらに、2月15日の後に1次、2次募集でも採用さ
れなかった医師について、専攻医の追加募集を行う。
ただし、5 都府県（東京、神奈川、愛知、大阪、福
岡）の14基本領域（19領域から外科、産婦人科、病
理、臨床検査、総合診療を除く）では、募集が行わ
れない見通しである。
　この3次登録の制限については、2018年2月9日の
理事会後に正式に発表された。プログラム登録希望
は2月16日～ 3月5日、採用期間は3月6日～ 3月14
日、専攻医に採否を通知するのは3月15日となった。
　この点も後に大きな問題になる恐れがある。1次登
録 2次登録が終わった時点で例えば精神科では、東
京都以外の4府県はシーリングの上限には至っていな
いにもかかわらず、3次登録が一方的に不可能となっ
たからである。
　例えば神奈川県は、専攻医の募集人数はプログラ

ムからみて56人であり、シーリング上限が今年度は34
人、2次登録が終わった段階で採用専攻医数は25人
でまだ9人の空きが存在したが、この部分の採用が不
可能となったわけである。
　この理由は明確になっていないが、おそらく地域医
療に配慮し都市部に専攻医が集中する批判をかわす狙
いがあると思われるが、1次登録後の2次登録の停止
や3次登録の地域制限など、批判は少なくなく、次年
度にはかなりの議論になるのではないかと思われる。

【31】1月29日第6回「今後の医師養成の在り方と
地域医療に関する検討会」

　2018年1月29日に第6回の「今後の医師養成の在り
方と地域医療に関する検討会」が行われ、2018年度
開始予定の新専門医制度の「専攻医の採用・登録状
況」について議論した。
　1次募集で7,791人が採用され、その後、辞退者も
いる。2次募集登録者は、569人で、「大都市部への
専攻医集中を避けることが大命題だった」とし、専攻
医の過去5年間の採用実績は、「各学会にお願いし、
各学会から出された数値を日本専門医機構が採用し
た」と吉村理事長の代理で出席した松原日本専門医
機構副理事長が報告・説明した。
　新専門医制度は、地域や診療科の医師偏在を増長
させないことが求められ、5 都府県（東京、神奈川、
愛知、大阪、福岡）の14基本領域（外科、産婦人科、
病理、臨床検査、総合診療を除く）では、過去5年
間の専攻医の採用実績を超えないというシーリングが
かかる。しかし、シーリングに用いたデータをはじめ、
新専門医制度の影響を検討するために必要なデータ
は、1月19日の日本専門医機構の記者会見でも、この
検討会でも開示されなかった。
　これに対して検討会では、渋谷東京大学大学院国
際保健政策学教授は、1次募集時の採用人数を決め
る際、各基本領域は何人を過去の専攻医の採用実績
としたのか、その根拠は何か、またどのようなシーリ
ングがかかったのかなど、使用した実データの公表を
求めた。
　荒井奈良県知事の代理で出席した林修一郎奈良県
医療政策部長は、渋谷氏と同様にどのようにシーリン
グをかけたのか、次年度の設定の前にきちんと議論し
なければいけないと指摘した。
　これに対して、松原副理事長は、「何も資料のない
ところから始め、今の形でやっている」と理解を求め
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るとともに、「早くデータを出したいと思っている。な
るべく早く対応したい」と回答した。新専門医制度で、
専攻医の地域別、診療科別の数が把握できるように
なったとし、「今年、来年、再来年と積み上げ、これ
らのデータを基に議論していきたい」と述べた。
　都道府県協議会についての議論もなされた。林奈
良県医療政策部長は、都道府県協議会から、「地域
医療従事者や女性医師への配慮に関して各学会の研
修カリキュラム制の具体的な仕組みを明らかにする」
など、さまざまな意見が出ているものの、「日本専門
医機構から、いまだ回答がなく、対応が明らかになっ
ていない。回答はもらえるのか」と問題視したのに対
して、松原副理事長は「早く出すように言っているが、
十分に対応ができていない」と陳謝し、今年3月末ま
でに回答すると明言した。
　厚生労働省は専門医に関する都道府県協議会の活
動実績も報告した。2017年11月現在、47都道府県全
てで設置済みである。そのうち40 都道府県で、日本
専門医機構に意見等が提出された。「日本専門医機
構から各都道府県協議会への情報提供の時期、内容
等」「日本専門医機構の役割」「基幹施設、連携施設
等の追加」「募集定員」「総合診療領域における一次
審査等」など多岐にわたる。しかし、林奈良県医療
政策部長によると、日本専門医機構からの回答はな
いという。さらに林氏は「本来は、日本専門医機構、
あるいは学会がチェックすべき研修プログラムの内容
を、県が代わりに行った。都道府県協議会が本来の
活動ができるように、検討してもらいたい」と求めた。
　検討会では新専門医制度が採用する研修プログラ
ム制も議論になった。立谷相馬市長は、基幹施設か
ら連携病院に専攻医が派遣される仕組みは、「基幹
病院に人事権が発生する。大学医局の復権ではない
か」と批判した。派遣先として選択されない病院は医
師不足に陥るうえ、「基幹病院で相当がっちりやらな
いと専門医を取得できない。取得できなければ医師と
してやっていけないなどの恐怖心を医師達に植え付け
た」とし、研修カリキュラム制でも専門医取得をでき
るだけ可能にするなどの配慮が求められるとした。
　この点について、森日本精神科病院協会常任理事
は、「基幹施設が人事権をコントロールすることになっ
ている」と問題視した。「大学医局への入局」と「研
修プログラムの選択」は異なる問題であるとし、連携
施設が専攻医を採用した場合には、連携施設での研
修を担保できるようにすべきと指摘した。

　なお、荒井奈良県知事より「専門医制度の実施に伴
う地域医療の確保に関する意見」が提出された。以
下その全文。

　専門医制度の施行にあたっては、本検討会にお
いて地域医療の確保の観点から検討が行われ、各
都道府県の協議会で、地域医療確保の観点からの
協議を行う仕組みが構築されました。
　この間、都道府県の協議会においては、専門医
機構から提供された研修プログラム等の審査など
の協議が行われましたが、協議に当たって、次のよ
うな大きな課題がみられました。

◦専門医機構からの情報提供の遅れや不足があ
り、都道府県の協議会における十分な協議が
困難であった。

◦総合診療科のプログラム審査基準が不透明な
ため混乱が生じたほか、地域医療に重要な役
割を果たす総合診療専門医の養成・確保への
悪影響が懸念される。

◦都道府県の協議会の権限が明確でなく、県外
の基幹施設との協議ができなかった。

　協議の結果、これらの課題に加え、研修プログ
ラムの内容等も含めて、約3分の2の都道府県から
専門医機構に修正意見が提出されました。例えば、
地域医療従事者や女性医師への配慮に関して、各
学会のカリキュラム制の具体的な仕組みを明らかに
すべきであることなど、重要な意見が提出されまし
たが、専門医機構からは未だ回答がなく、対応が
明らかになっておりません。
　また、本年度及び来年度は、平成21、22年の医
学部の大幅な定員増と、地域枠の設置等の効果が、
卒後3年目の医師数に及ぶ時期に当たります。平成
30年度以降の専攻医について、大都市圏以外で従
事する医師の割合が、臨床研修医と同様に増加し
ていくかどうかに注目しています。
　都道府県間の偏在是正に向けられたこれまでの
対策の効果が、専門医制度の実施によって損なわ
れることのないよう、更なる取り組みが必要です。
　現在、国から、専門医制度と地域医療を調和す
るためのメカニズムの法制化が提案されており、そ
の実現を図るとともに、国及び専門医機構において、
上記の課題の解決を進めるようお願いいたします。

平成30年1月29日
以上
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【32】2月9日日本専門医機構理事会
　日本専門医機構は2月9日の理事会後の記者会見
で、2018年度から開始予定の新専門医制度の専攻医
の3次登録を2月16日から実施すると説明した。登録
期間は3月5日まで。3月14日まで採用選考を行い、3
月15日に採用通知をする。
　2019年度開始予定の新専門医制度についてのスケ
ジュール案も公表した。2018年4月末までに研修プロ
グラムの申請・変更等を受け付け、各基本領域学会
による1次審査、都道府県協議会における協議、日本
専門医機構による2次審査を経て、9月1日から専攻
医の登録を開始する予定とした。
　新専門医制度をめぐっては、地域医療に影響を来
さないことが求められている。日本専門医機構の松
原副理事長は、1月の厚生労働省の「今後の医師養成
の在り方と地域医療に関する検討会」で、5 都府県の
シーリングなどに用いたデータを公表すると回答して
いた。
　日本専門医機構は、2017年11月15日にまでの1次
登録での採用状況7791人分を公表している。
　この専攻医登録の結果について、全国自治体病院
協議会は、群馬県、山梨県、高知県では外科医領域
の専攻医は1名しかおらず、将来、大学病院ですら
外科手術ができない都道府県が現れるかもしれない。
10自治体で脳神経外科医領域の専攻医がゼロ名、2
自治体で皮膚科領域の専攻医がゼロ名となっており、
こうしたとこから、「医師偏在が助長されているのでは
ないか」と問題提起を行っている。
　これに対して、松原副理事長は「登録状況を見る限
り、専攻医は適正に配置されており、大きな問題が生
じているとは認識していない。日本専門医機構の理
事会にも、病院団体から参加を得ており、こうした旨
を説明している」とコメントした。
　ただ、現在の専攻医登録のデータを基にした理論
には限界があり、厚生労働省の「今後の医師養成の
在り方と地域医療に関する検討会」では、「専攻医が
実際にどこに勤務しているのか」が十分に把握されて
いないことが問題視された。日本専門医機構は、こう
した問題点について「専攻医がリアルタイムで、どこ
に勤務しているのかを把握する仕組み」を構築する考
えを明らかにしており、⑴東京都の研修プログラムが、
近隣県をどの程度カバーしているのかを明確にする　
⑵基本領域学会に、リアルタイムでの専攻医把握に関
するスケジュールを提示してもらう方針が固まったこと

が報告された。

【33】2月28日四病院団体協議会総合部会
　四病院団体協議会は2018年2月28日に総合部会を
開き、新専門医制度についての検討委員会を近く設置
することを決めた。相澤日本病院協会会長は「情報が
日本専門医機構から伝わってこないし、質問をしても
回答がない。このまま進むことについて危惧している」
と述べた。
　相澤会長は、新専門医制度が特に病院の勤務につ
いて影響が大きいと指摘し、「今の制度の手直しでは
もう追いつかない。それくらい深刻だと認識している。
根本的な部分に立ち返って考えていく必要がある」と
した。結論を出す時期については、「意見が多種多様
で、急にはまとまらない。慌ててやることではない」と
し、中長期的な視点で検討していくと考えを示した。
検討委員会の時期や委員の人選は今後検討する。

【34】3月11日、日本専門医機構常任委員会・専門
医制度整備委員会合同委員会

　3月11日に日本精神神経学会の常任委員会・整備
委員会合同委員会で、精神科専門研修プログラムを
進めるにあたってのシステムについて協議し、「研修
実績管理システム（専攻医）利用の手引き」「研修実
績管理システム（指導医）利用の手引き」「研修実績
管理システム（プログラム統括責任者）利用の手引き」
について公開を了承した。3月13日以降、日本精神神
経学会のホームページ等で公開されることになった。
　これで2018年4月からの新専門医制度を精神科と
してシステム上でも開始する準備が整ったということに
なる。

【35】3月16日日本専門医機構理事会
　日本専門医機構は3月16日の理事会後の記者会見
で、4月から開始の新専門医制度における都道府県別
の専攻医の登録状況を公表した。全体では8,409人
で、東京都が最も多く1,825人（21 .7％）であることが
明らかになった。専攻医の現在の勤務地（初期臨床
研修の研修施設の所在地など。）別に見ると、東京都
は1,350人で、475人増えることになる。
　松原副理事長は、東京都が475人増となっている点
について、「東京に集まったのではなく、隣県など関
連の深い地域に専攻医が移動している」と説明した。
　新専門医制度では、東京都など5 都府県の14の基
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本領域では、過去5年間の専攻医の採用実績を超え
ないというシーリングがかかるが、シーリングに用いた
データは公表されなかった。したがって、過去採用実
績との比較での専攻医の増減、ひいては地域医療へ
の影響は明らかではない。19の基本領域別の専攻医
数も未公表である。
　松原副理事長は、過去採用実績等のデータを公表
しない理由について、「脳神経外科以外は研修カリキュ
ラム制だったため、採用実績を類推する仕組みが曖
昧でバラバラだった。
　シーリングに使ったデータは、各学会に再度精査し
て出してもらう」と説明した。3月16日の理事会では、
新専門医制度において、各年度の専攻医の勤務地な
どを把握するためのデータ収集体制を構築することを
了承した。
この仕組みができると今後、誰がどこで研修している
かを把握できるようになるため、これらのデータを基
に、新たなシーリングの基準を作成していくという説
明があった。
　記者会見で公表されたデータによると、東京都の現
在数は1,350人。専攻医数は1,825人で、うち1,115人
は初期研修等も東京都である。差し引き710人が他
道府県から、新専門医制度に伴い、東京都に移動す
ることになる。
　710人の主な内訳は以下の通り。

・関東（多い県順）
神奈川県165人、千葉県132人、埼玉県101人、
茨城県34人、栃木県28人、群馬県 4人

・その他（多い県順、10人以上）
静岡県51人、北海道・福岡県・沖縄県15人、長
野県14人、宮城県・山梨県・大阪府13人、福島
県・愛知県10人

【36】精神科新専門医制度は従来の専門医制度とど
う異なっているのか？

　これまで、2017年3月から様々な議論を重ねて現在
の形になっていったことをかなり詳細に記述してきた
が、実際に精神科の専門医研修がどのように違ってく
るのかについて簡単にみていきたい。

１．研修内容の違い
　精神科の専門医になるための研修は従来、研
修手帳に基づいていたが、新専門医制度では、
2018年1月に公表された「日本精神神経学会の

精神科専門医制度専攻医研修マニュアル第2版」
以下「専攻医研修マニュアル」に基づいて研修を
進めていくことになる。
　この専攻医研修マニュアルでは、研修項目とし
て

１）コアコンピテンシー10項目
２）研修ガイドライン総論 64項目
３）疾患別研修ガイドライン71項目
合計145項目を研修し評価を受けることにな
る。

２．従来の研修手帳からの変更点
１）コアコンピテンシーが加わった。

　コアコンピテンシーとは、精神科専門医にとっ
て極めて重要な核となる能力をいう。以下の10
項目である。
⑴ 患者や家族の苦痛を感じ取れる感性を錬磨

し、苦痛を和らげるための努力を続ける姿勢
⑵ コミュニケーション能力を向上させて、チー

ム医療に積極的に参加し、必要に応じて適
切なリーダーシップをとれる姿勢

⑶ 情報開示に耐える適正な医療を行う姿勢
⑷ 謙虚さと厳しさを持った自己研鑽の態度
⑸ インフォームド・コンセントを実施できる
⑹ 後進の指導ができる
⑺ 科学的根拠となる情報（EBM）を収集し、そ

れを臨床に適用できる
⑻ 科学的思考、課題解決型学習、生涯学習

の姿勢を身につける
⑼ 症例提示と討論ができる
⑽ 学術集会に積極的に参加する

　以上10項目について当該研修施設での研修修
了時あるいは同一の施設で研修時は少なくとも1
年に一度評価を受け、最終的には、Ａ～Ｄの評
価のうち全ての項目でＢ（ほぼ目標に達した）レ
ベル以上の評価を得なければならない。

２）疾患別ガイドラインの評価については小項
目をまとめて評価した結果、研修手帳の266
項目から71項目に減少した。

３）睡眠障害とてんかんが一緒になっていたの
を別々にして研修項目をたてた。

４）精神療法の研修の在り方について、認知
行動療法、力動的精神療法、森田療法、
内観療法のいずれかについての、指導の下
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での経験を求めることになった。

３．経験症例数及び症例報告数の違い
１）てんかん、睡眠障害各1例ずつ必要となるが

それ以外は従来と同じである。症例報告数や
経験すべき治療場面、経験すべき治療形態も
従来の研修手帳と同じである。

４．学術活動
　専門研修中に日本精神神経学会ならびにその
関連学会で臨床研究の発表を第一演者として1
回以上行う。

５．評価と達成目標
　Ａ　目標に達した
　Ｂ　ほぼ目標に達した
　Ｃ　更に努力を要する
　Ｄ　未経験
　以上の様な評価を当該施設の研修修了時（同
じ施設に1年以上いるときは、少なくとも1年に1
回）評価し、コアコンピテンシーは毎回全項目を
評価し、研修ガイドライン総論では、できる範囲
で、毎回全項目を評価する。研修ガイドライン各
論は、原則、その疾患を研修した施設で研修修
了時に評価する。
コアコンピテンシーは全項目必須とし、すべてB
判定以上に達していること。総論、各論はそれ
ぞれ、未経験の項目が5％未満であり、未経験
の項目を除いた70％以上が B判定以上であるこ
と、ただし総論にある「医の倫理」、「安全管理・
感染対策」に関しては必須であることなどが研
修修了の評価基準とされている。

６．形成的評価と総括的評価
１）形成的評価

　研修の達成を目的として、研修中の未達成
部分を明らかにし、フィードバックするために
随時行われる評価である。

２）総括的評価
　最終研修年度の研修を終えた時点で、研
修期間中の研修項目の達成度と経験症例数を
評価し、それまでの形成的評価を参考として、
専門的知識、専門技能、医師としての備える
べき態度を修得しているのかどうか、並びに医

師としての適性があるかどうかを判定する。
　これらは精神科専門研修プログラム整備基
準17及び18や精神科専門医制度指導医マニュ
アルの「５．専門研修の評価」に記載がある。
　しかし最新の「専門医制度新整備指針（第
二版）」には研修評価として、形成的評価は消
え、「到達度評価」として記載されその内容は
形成的評価と同じになっている。
　いずれにせよ、最終的に合否を判定するた
めの総括的評価よりも、そこに至る随時の指
導、すなわち「形成的評価」あるいは「到達
度評価」がより重視されているところに違いが
ある。

７．多職種評価
　各施設の看護師、精神保健福祉士、心理技
術職、作業療法士、薬剤師などの代表が施設で
の研修修了時（同施設に1年以上いる時には1年
に1度）、専攻医の態度やコミュニケーション能力
について評価し、専攻医にフィードバックする。
　評価は他の研修項目と同様にＡ～Ｄとし、評
価項目は以下の5項目である。

１）患者に対する態度・面接技術
２）家族に対する態度・コミュニケーション
３）メディカルスタッフに対する態度・コミュニ

ケーション
４）診療に対する積極的姿勢
５）真摯に自己研鑽を行う態度

　メディカルスタッフが専攻医を評価することは、
従来の研修手帳にはなかった制度である。

８．研修修了の要件
１）日本専門医機構が認定した精神科専門研修

施設で精神科専門指導医の下に研修ガイドライ
ンに則って3年以上の精神科臨床研修を行い、

２）研修の結果どのようなことができるようになっ
たかを専攻医と研修指導医が評価するチェック
リストによる評価と、他職種による評価、経験
症例数リストの提出を求め、

３）専攻医の所属する研修プログラムのプログラ
ム統括責任者により専門医試験の受験資格が
認められたことをもって研修を修了したものと
する。
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　以上、従来の研修手帳による専門医研修との違い
に焦点を当てて述べてきた。
　従来の専門医研修は1年ごとに研修手帳をもとに指
導医と評価を進めていく形式をとってきたが、新専門
医制度では、症例の登録や研修の評価などはすべて
ネット上のシステムで行われている。2018年4月から
初めて一斉に行われる新しい専門医の研修システムで
あるため様 な々困難が予想される。

【37】専門医・指導医の更新について
　昨年の神奈川県精神科病院協会会報第82号（2017
年）で記述したように、当時、日本精神神経学会と
日本専門医機構との業務委託の契約がなされていな
かった。しかし、「専門医機構認定専門医」での更新
を実施する場合、学会と日本専門医機構とで連携を
とって認定業務を実施することから業務契約を締結
する必要があるため、継続して交渉した結果2017年9
月に契約を締結した。
　また「専門医機構認定専門医」として更新する際の
基準となる「精神科専門医更新基準」も新たに見直し
を行った結果、日本専門医機構より2017年9月に承
認された。
　しかし「専門医機構認定専門医」としての広告につ
いては、依然認可されていない等の状況から、新制
度開始時期については見極めがついていない。よって、
2018年度についても「専門医機構認定専門医」での
更新は見送り、学会認定専門医としての更新のみとす
る旨、決定した。つまり、2019年3月に専門医を更新
する専門医の先生方は、従来の日本精神神経学会が
定めてきた専門医の更新基準に基づいて更新される。
すなわち、症例レポート2症例と、40単位等の更新手
続きを行うことになる。2019年3月期限の専門医更新
は、日本精神神経学会の学会認定専門医のみで行わ
れることになった。
　では、日本専門医機構の基準による専門医更新は
いつから行われるであろうか。
　日本精神神経学会では、2020年度、つまり2021年
3月31日有効期限の専門医は学会認定専門医のみで
更新が行われることを明らかにしている。
　2021年度以降の取扱いは未定とされているが、最
近、日本精神神経学会の専門医制度の委員会では、
2022年3月有効期限の専門医から「専門医機構認定
専門医」としての更新を始めるという議論が始まりつ
つある。もしそうであれば、2022年3月31日更新の

先生方は、専門医更新の際に算定される2021年11月
頃までには、4つのカテゴリーの単位規定を満たした
単位を取得していなければならない。これが決まれば
2018年からおよそ3年で単位規定を満たす必要がある
ため、早急な判断と速やかな告知が必要である。
　また、新たな専門医制度における指導医の成り手が
その業務の繁多さから少なくなるのではないかという
危惧から、指導医への専門医更新のための単位で多
少の優遇を図る動きが出ている。
　精神科指導医は、指導医であるというだけで、「専
門医機構認定専門医」の更新に必要な単位のうち、

「カテゴリー４：学術活動・診療以外の活動」に一年
に1単位、5年で5単位を付与し、指導医が5年のう
ちに1度は受講する必要のある「指導医講習会」に

「カテゴリー３：診療領域別講習」に3単位を付与する
という議論が出ている。指導医であることで、「専門
医機構認定専門医」の更新に必要な50単位のうち8
単位が付与されることになる。
　ただし、この単位付与の議論は始まったばかりで必
ずしもこの通り認められると決まったわけではないこと
も付記する。

【38】おわりに
　昨年のこの会報（神奈川県精神科病院協会会報第
82号2017年）に、新専門医制度がどのように作られ、
どのような経緯で2017年4月からの開始が１年延期さ
れたかを中心に2017年3月までの出来事を記述した。
　今 年の会報では、その続きで、2017年3月から
2018年3月までに新専門医制度をめぐるさまざまな出
来事をなるべく時系列に記述することにした。このわ
ずか1年にきわめて多くのことが様々な場所で議論さ
れた。特に厚生労働大臣談話が出され、事実上2018
年4月からの新専門医制度のスタートが決まる2017年
8月2日までには膨大なやり取りがあった。途中で、
議論の個人的な評価よりもこの専門医制度の大転換
の経緯を記録にとどめることに焦点を当てようと考え、
あまり私見を交えずに記載することを旨とした。その
結果、昨年の会報に記載した分量のおよそ3倍になっ
てしまったが、それでもすべてを記述できたわけでは
ない。
　現時点でも様々な問題を抱えたまま、2018年4月か
ら新専門医制度はスタートする。直近の議論でもシー
リングの問題は、地域医療や医師偏在の視点から議
論されている。しかし、シーリングの問題は、毎年



− 31 −

シーリング上限の採用を続けなければシーリング数は
下がる、つまり採用可能人数は少なくなるという問題
を秘めている。またシーリングも根拠もあいまいで、
今年の採用は急であったので仕方がないということで
済まされるかもしれないが来年度からはそうはいかな
いと思われる。
　また、シーリングが突然なされるのなら、1次登録
の初日に登録が東京で殺到し、瞬く間にシーリングの
上限を超えてしまう危険がある。このような場合の対
応はまだ明らかになっていない。
　精神科の新専門医制度において、「研修実績管理シ
ステム」の作成も遅れに遅れ、2018年3月下旬という、
4月の新専門医研修スタートまで1か月もない時期での
公開となった。事前に様々な稼働のテストを行ったと
はいえ、本当に問題なくシステムが動いていくかも重
要なポイントになる。
　本総説は2017年3月から2018年3月までの出来事
について記述している。そして記述に当たっては、厚
生労働省、日本専門医機構や日本精神神経学会の
ホームページ、著者が属する日本精神神経学会の「専
門医研修委員会」「指導資格認定医会」「専門医制
度整備委員会」での議論や資料、ネット上のニュース

「医療維新（m3 .com）」の記事など様々な素材を参考
にしている。基本的には公開されている資料・情報を
基に記述している。
　本稿は長大な記載となったが、後にこの新専門医
制度を振り返る際に記録的な価値になり得ることに鑑
み、なにとぞご容赦いただきたい。新しい専門医制度
がうまく動き出すことを新専門医制度の議論に幾ばく
かの関わりを持った著者としては、祈っている。
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『感謝』
～優良職員表彰を受賞して～

秦野厚生病院　認知症治療病棟

看護師　山　武　夕　子

　平成29年5月23日、横浜のホテルにて優良職員87名、永年勤続職員9名の表彰式
が行われました。暖かい雰囲気の会場で竹内会長をはじめ、たくさんのご来賓の皆様
に心温まるお祝いの言葉を頂き大変嬉しく思いました。また、平成28年7月に起き
た、「津久井やまゆり園」での悲しい事件の話では、精神科病院と社会がもつ役割に
ついて考えさせられ、身が引き締まる時間ともなりました。表彰式のあとは、和洋折
衷の豪華な食事やお酒をいただきながら、出席された方々との交流をもち、入職して
から今日までの思い出話に華を咲かせたり、今後の抱負を語りあう場となりました。
優良職員の表彰式であり、どの職種の方たちも、仕事に信念を持ち、日々熱い気持ち
で仕事に従事していることが伝わってくる食事会でありました。
　私が勤務する秦野厚生病院は、最寄り駅から歩いて5分ほどのところにあります。
病床数は160床の精神科単科病院で、『（介護老人保健施設）ぬくもりの家』『（認知症
対応型共同生活介護）グループホームおおね』を併設した、地域に密着した病院で
す。そこに14年前に看護助手として入職した時は、自分自身が看護師になることな
ど想像もしていませんでしたが、看護の道に導いてくれた先輩がいて、准看護師を
経て、7年前に看護師となりました。現在は認知症治療病棟で勤務しています。職場
に恵まれ、入職時よりひとり一人の看護観を大切にしてくれた前師長のもとで、や
りがいをもって看護をしてくることができました。優良職員表彰を受けられたのも、
周りの諸先輩方々に育てていただいたおかげであり、本当に感謝の気持ちでいっぱ
いです。
　現在の関心事として、2025年には、認知症者は5人に1人、700万人になると言わ
れており、新オレンジプランでは、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み
慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す。」
と、策定され、若年性アルツハイマー型認知症や認知症サポーターの普及など、認知
症への関心も高まりつつあります。しかし、一方でテレビのニュースでは、高齢者の
運転免許証や徘徊による鉄道の問題などを耳にし、地域の方々と話す機会があったと
きには、まだまだ認知症の方や認知症の方がいる家族がどうしたら良いのかわからず
にいる現状があることに気づかされます。
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　入院してくる認知症患者さんは、BPSDにより在宅や施設での生活が困難になった
方が多く、様々な症状の対応に病棟の職員が疲弊していくことがありました。私自
身、自分の経験からの知識だけでは限界もありスキルアップが必要であると考え、昨
年、認知症看護認定看護師の教育課程に通学しました。「認知症になっても、幸せに
暮らしていけるために」パーソンセンタードケア、その人を中心としたケアは実践で
きていただろうか、病院で働く私たちにできることは何か、常に自分に問いかけ、向
き合いながら学習をすすめてきました。“一番、困っているのは、私たちではなく患
者さんである”と考えると日に日に患者さんと向き合う事が楽しくなりましたが、そ
れに伴い認知症患者さんへの身体拘束や行動制限は、少しもメリットがないと考えら
れるようになりました。1年前、隔離されている部屋の中で笑顔で手を振っている患
者さんがいました。隔離されていることを理解できない認知症患者さんに行動制限を
する意味はなく、部屋に入ったら出られなくなる、ベッドに寝たら起きられなくな
る、そのような混乱するケアをしてはならないのです。
　現在は身体拘束ゼロのケアを実施しています。もちろんミトンやつなぎ服などの行
動を抑制する物の使用もありません。10回ケアを受け入れてもらえていたのに、たっ
た1回の不快なケアで振り出しに戻ってしまいます。私たちの決まりごとに患者さん
を合わせることのないようにするだけで、看護や介護は結構、楽に楽しくなると実感
しています。
　その楽しいケアの継続ができると、職員のやりがいとモチベーションにつながりま
す。私たちへの評価は患者さんの笑顔ではないでしょうか。病棟では、夏祭りやクリ
スマス会をおこなっているのですが、その写真は患者さんも職員もたくさんの笑顔が
あふれています。認知症の方は、新しいことを記憶することが難しくなります。夏祭
りやクリスマス会をしたことを翌日忘れてしまっている患者さんも多くいます。しか
し、その日・その時間、楽しく気持ちの良い時間を過ごしている、そのことがとても
大切であり、患者さんを思う気持ちがケアの中で伝わり、患者さんに安心や癒しを感
じてもらい、その笑顔が職員にも癒しとなりかえってきます。この相互関係が専門職
としても、人間的にも成長へとつながることとなります。そして病棟の職員全員が、
優良職員として表彰されるよう、患者さんの幸せのために共に考え実践できるよう
日々、看護に精進していきたいと思います。
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看護部長会運営委員始末記

医療法人財団　青山会　みくるべ病院

看護部長　中　田　弘　美

　医療法人財団青山会みくるべ病院は、平成7年1月の開設以来、平成30年で創立23
年を迎えました。その中で当病院は勇気ある変化を職員一丸となって続け、精神科一
般診療だけでなく、依存症治療に注力し、神奈川県域の精神科医療への貢献を実践し
ております。
　平成29年10月には小田急線渋沢駅南口すぐのところに四十八瀬クリニックを開設
しました。
　依存症患者さんが地域で回復していくモデルの実現に向け、訪問看護やデイケアな
どによる退院後のアフターケアを提供できる体制を構築いたしました。
　今回、看護部長会の運営委員を担当する事になったのは、前任の看護部長より連絡
を受けた事でした。私自身、看護部長の経験年数が浅く不安もありましたが、良い経
験になると考えお引き受けいたしました。
　初回の運営委員会を、前任の委員2名、継続の委員2名、新任2名、事務局とで行
ないました。
　研修の立案、講師の検討など初めての事で戸惑いも多かったですが、各病院での
課題や悩みに沿ってテーマを検討し、同じ悩みを抱えていることを知る事ができま
した。
　前任の委員からリードして頂き、なんとか会議が終わった印象でした。
　初年度は、4つのテーマについて研修を実施しましたが、その中でも特に印象に
残った研修は、医療事故調査制度の最近の動向と今後の方向性についてでした。
　総合病院国保中央病院センター長の唐澤先生からお話を頂き、疑問点や分析法など
実践に役立つ内容であり、参加者からの反響も多くあり、次年度も再び同テーマで研
修を開催致しました。
　次年度も4つのテーマについて研修を実施しました。
　看護部長だけでなく、師長、主任も対象として、横浜市大看護キャリア開発支援セ
ンター長の陣田先生よりリーダーに必要な概念化能力の講演をいただきました。
　講義の中で、一番印象に残った言葉として「語れる看護体験を持っている事が大事
であり、新人看護師と語り合う場が大切だ」とあり、私自身の看護体験をグループの
中で話す中、日常で忘れていた事を再確認できる場となり、現場を指導する上での活
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力につながった講演でした。
　運営委員在任中の2年間に施設見学も立案しました。
　横浜カメリアホスピタルと藤沢病院へ訪問させて頂きました。
　横浜カメリアホスピタルは、児童思春期にターゲットを絞った受け入れをする中で
の工夫、及び取り組みについて学ばせていただきました。
　藤沢病院においては、自立支援施設等の取り組みについてお話を聞く機会となりま
した。
　日頃、各病院の中で模索しながら経営へも携わっている看護部長にとって、私も含
め、他院の取り組みに関心と刺激を多く受ける機会となりました。
　運営委員として、2年間携わった中で感じた事としては、委員の看護部長を初め、
たくさんの部長と知り合えた事、情報交換を行い助けて頂いたりなど、大変良い機会
を頂けたとおもっています。
　様々な病院の看護部長と交流を持つ中で、病院の規模や特殊性に関わらず、精神医
療に携わる管理者としての悩みや課題が共通であると痛感致しました。
　2年間の中で、講演、講師を受けて頂いた方々、施設見学を受け入れ頂いた病院、
サポートして頂いた運営委員の皆さま及び事務局の皆さまに大変感謝しております。
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新病院建設を終えて
これからの医療・福祉への取り組み
～横断的な組織づくりを目指して～

医療法人社団静心会　常盤台病院

副院長　山　本　　　敏

　常盤台病院は昭和34年の開設以来、かねてより建築中でございました新病院が平
成29年10月にお陰様をもちましてようやく開院することができました。これもひと
えに患者様、地域の皆様方関係機関の皆様方のご理解とご協力の賜物と深く感謝申し
上げます。
　継続して実施しておりました旧病棟の解体工事、駐車場整備工事を平成30年3月に
無事終了し、一息ついたところであります。医療経済においては、平成25年の改正
医療法による医療計画の見直しにより4疾病5事業に精神疾患が加えられ5疾病5事業
となり、医療政策も「入院生活中心から地域生活中心へ」のもと長期（慢性）入院の
患者さんにおいてはますます地域移行へ促すような診療報酬体系が進む中、当院では
平成25年8月に6代目となる大淵院長が就任いたしました。このころより新病院建設
が理事会でも大きなテーマだったのですが、当時はコンクリートから人への政策で公
共事業が削減された時代でもあったせいか、建設業界の職人不足と人件費、建設資材
が高騰していたこともあり、事業計画を理事会で説明するのが大変だったのを記憶し
ています。最終的に理事会の決裁から新病院建設に着手したのは平成28年9月でした
が、東京オリンピック招致も決まり公共工事も増加傾向から建設費用は高く、金融緩
和政策から金利は低いという時期でした。
　当時の「新病院の基本コンセプトは次の３つ。

① 診療報酬に対応可能な施設であること
② 医療政策の変化に対応可能であること
③ 保険診療に依存しない施設であること

　施設基準や診療体制など運営においては地域や患者様、ご家族のニーズに対応して
取り組むことができても建物などのハード面に関しては大幅な改修を実施することが
今後は難しくなることから特に居室部分の面積や廊下幅、ＩＤカードによるエリア管
理などハード面は長期的に活用することを前提に、政策や診療報酬体系に適応できる
ことに重点を置きました。また各病棟の病室には個室の療養環境も設置し、患者様や
ご家族の要望にも対応できるように個室の占有率も20％程度としました。
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　平成30年度は診療報酬改訂の年でもあります。前回の診療報酬改定から引き続き
地域移行（在宅）への評価加え、退院後の自治体との連携評価などが具体的に示され
ています。今後もますます地域移行（在宅）に関わる取り組みに対応していかなけれ
ばなりません。当院においてはこのような医療政策、診療報酬の変化の時期に新たな
病院を開院できたのは大変強みであり、平成30年度は診療体制や当院の取り組みを
積極的に情報発信すると同時に院内においては横断的な組織運営体制が整えられるよ
う医療活動を進めて参りたいと思います。病院は医師、看護師、薬剤師など多くの専
門的な有資格者が集まる他の産業に例を見ない労働集約型産業です。組織は大きくな
ると部門、部署の最適を優先しがちになる傾向にあります。私は経営担当副院長とし
て「病院をマネジメントする人」であれば毎年の予算や損益をチェックしながら患者
数が減少している、作業療法や服薬指導の件数を増やすなど指示しながら毎年の予算
達成に向けての行動をするのでしょう。病院で勤務する場合においては与えられる仕
事のみならず、マネジメントをする者としての基本的な「行動と姿勢、病院を取り巻
くすべてに対する関わり方」次第で「見えない資産」をもたらすよう、みかけの損得

（フロー）だけでなく、資産勘定（ストック）の感覚を身につけられるよう業務に従
事することは最も重要なことです。
　病院という舞台で役者さん（スタッフ）が最高の演技ができること。よいシナリオ
が書けるよう主役、脇役全員が演じられること。短編、長編、役者がアドリブをする
こともあるでしょう。主役と脇役が交代することもあるでしょう。多くのシナリオを
書くことを通じて役者さんからも舞台を見るお客さん（患者）からも拍手がもらえる
よう仕事をしていきたいと考えています。

常盤台病院４つのベクトル
１、経常損益の安定

① 診療機能の維持
② 部門目標の設定と共有
③ 病床稼働目標・単価目標の達成

２、医療安全の徹底
① 業務の可視化（マニュアルの作成）
② ５Ｓの実践とスタッフのストレスケア
③ 継続した接遇・コミュニケーション能力の向上

３、新しい病院づくりの進行
① 常盤台病院バリューの創造
② 新病院運営の最適化
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③ 広報機能の充実
４、適正人員の確保

① 適正人員の安定的な確保
② スタッフのスキルアップ
③ 積極的な教育機会の提供や配置転換機会の提供
④ 適正人員の安定的な確保
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平成 29 年度　事業報告

１　事業実施状況
　⑴　研修会（定款第４条第１項３号・６号）
　　①　精神科看護技術研修

期　日　　平成30年１月30日㈫～２月２日㈮
会　場　　波止場会館（横浜市港湾労働会館）大会議室（横浜市中区海岸通）
受講者　　34名
科目及び講師

期　日 午　　前 午　　後

１月30日
㈫

開
講
式

「神奈川県の精神保健福祉につ
いて」
神奈川県保健福祉局
保健医療部がん・疾病対策課　
グループリーダー　

赤　池　敏　夫　氏

「気分障害の理解と対応」
金沢文庫エールクリニック

院長　藤　原　修一郎　氏

１月31日
㈬

「児童思春期患者の理解と対応」
神奈川県立こども医療センター
児童思春期精神科部長

新　井　　　卓　氏

「認知症の理解と対応」
横浜ほうゆう病院　
看護部長　原　科　美津枝　氏

２月１日
㈭

｢急性期患者の理解と対応｣
曽我病院　

看護部長　渡　辺　勝　次　氏

「心理療法について」
川崎幸クリニック
臨床心理士　

稲　富　正　治　氏

２月２日
㈮

「アルコール依存症の理解と対応」
久里浜医療センター
精神科医師　

湯　本　洋　介　氏

「統合失調症」
ハートフル川崎病院

院長　天　保　英　明　氏

閉
講
式

　　②　コ・メディカル職員研修
期　日　　平成30年２月23日㈮
会　場　　神奈川歯科大学附属横浜研修センター（横浜市神奈川区鶴屋町）
出席者　　30名
テーマ　　精神医療の地域包括ケア
講　師　　湘南医療大学　リハビリテーション学科
　　　　　　准教授　　楜　澤　直　美　氏
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　　③　栄養課職員研修
期　日　　平成29年11月30日㈭
会　場　　万国橋会議センター（横浜市中区海岸通）
受講者　　28名
テーマ　　「地域包括システムにおける栄養情報提供書の重要性」
講　師　　駒沢女子大学人間健康学部
　　　　　　教授　　西　村　弘　一　氏

　⑵　事務長会
　　①　総会及び研修会

期　日　　平成29年６月５日㈪
会　場　　神奈川歯科大学附属横浜研修センター（横浜市神奈川区鶴屋町）
出席者　　36名
総会議題　
⑴　平成28年度事業報告（案）について
⑵　平成28年度決算報告（案）について
⑶　平成29年度事業計画（案）について
⑷　運営委員の選任について
　　運営委員（敬称略）
　　　留任　　清　水　都　麿　（みくるべ病院）
　　　留任　　髙　田　照　代　（武田病院）　
　　　新任　　山　本　　　敏　（常盤台病院）
　　　新任　　日　景　永　子　（福井記念病院）
研修会
テーマ　　「かながわDPATの活動について」
講　師　　神奈川県精神保健福祉センター　所長　　山　田　正　夫　氏

　　②　研修会
期　日　　平成29年９月８日㈮
会　場　　神奈川歯科大学附属横浜研修センター（横浜市神奈川区鶴屋町）
出席者　　37名
テーマ　　災害時支援中心病院研修報告
講　師　　医療法人弘徳会　愛光病院　　　　　宮　前　佳　明　氏
　　　　　公益財団法人積善会　日向台病院　　田　村　洋　平　氏

　　③　施設見学会
期　日　　平成29年10月23日㈪
会　場　　医療法人静心会　常盤台病院（横浜市保土ヶ谷区常盤台）
台風21号の影響により中止
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　　④　研修会
期　日　　平成30年１月22日㈪～ 23日㈫
会　場　　月の栖・熱海聚楽ホテル（熱海市田原本町）
出席者　　31名
テーマ　　問題職員の対応方法―近年増加傾向のハラスメントやメンタルヘルスなどの

対応について―
講　　師　社会保険労務士事務所　あおぞらコンサルティング
　　　　　　所長・代表取締役　　池　田　直　子　氏

　　⑤　研修会
期　日　　平30年３月27日㈫
会　場　　神奈川歯科大学附属横浜研修センター（横浜市神奈川区鶴屋町）
出席者　　84名
テーマ　　平成30年度診療報酬改定講習会
講　師　　医療法人弘徳会　愛光病院　医事企画担当課長代理　　樋　口　智　己　氏

　　⑥　医事研究会
期　日　　平成29年９月15日㈮
会　場　　港北病院
出席者　　24名
内　容　　「入院関係業務、外来関係業務等についてのグループ別意見交換」

　⑶　看護部長会
　　①　総会及び研修会

期　日　　平成29年６月27日㈫
会　場　　神奈川歯科大学附属横浜研修センター（横浜市神奈川区鶴屋町）
出席者　　40名
総会議題　
⑴　平成28年度事業報告（案）について
⑵　平成28年度決算報告（案）について
⑶　平成29年度事業計画（案）について
⑷　運営委員の選任について
　　運営委員（敬称略）
　　　留任　　伊　藤　正　子・枡　田　三枝子　（川崎田園都市病院）
　　　留任　　中　田　弘　美　（みくるべ病院）
　　　新任　　今　野　延　枝　（丹沢病院）
　　　新任　　原　科　美津枝　（横浜ほうゆう病院）
研修会
テーマ　　「リーダーに必要な概念化能力」
講　師　　横浜市立大学看護キャリア開発支援センター長　
　　　　　淑徳大学大学院看護学研究科　教授　
　　　　　　陣　田　泰　子　氏
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　　②　第２回研修会
期　日　　平成28年９月６日㈬
会　場　　神奈川歯科大学附属横浜研修センター（横浜市神奈川区鶴屋町）
出席者　　43名
テーマⅠ　　「医療事故の根本原因分析　特にスピード分析」
講　師　　総合病院国保旭中央病院　脳神経疾患センター長　　唐　沢　秀　治　氏
テーマⅡ　　「日精協看護管理者講習会報告」
講　師　　特定医療法人丹沢病院　看護部長　　今　野　延　枝　氏

　　③　施設見学会　
期　日　　平成29年11月15日㈬
会　場　　医療法人社団清心会　藤沢病院（藤沢市小塚）
出席者　　18名

　　④　第３回研修会
期　日　　平成30年２月21日㈬
会　場　　横浜ワールドポーターズ会議室
出席者　　48名
テーマ　　「精神科医療に係る平成30年度診療報酬改定について」
講　師　　吉富製薬㈱　医業経営コンサルタント　　橘　　　敦　彦　氏

　⑷　薬剤部長会
　　①　総会及び研修会

期　日　　平成29年７月４日㈫
会　場　　神奈川歯科大学附属横浜研修センター（横浜市神奈川区鶴屋町）
出席者　　25名
総会議題　　
⑴　平成28年度事業報告（案）について
⑵　平成28年度決算報告（案）について
⑶　平成29年度事業計画（案）について
⑷　運営委員の選任について
　　運営委員（敬称略）
　　　留任　　宇　田　宏　子　（清川遠寿病院）
　　　留任　　山　田　清　樹　（武田病院）
　　　新任　　内　田　浩　市　（曽我病院）　
　　　新任　　鈴　木　玲　子　（横浜舞岡病院）
研修会
テーマ　　「多剤併用問題と薬剤師への期待」
講　師　　北里大学医学部精神科学　教授
　　　　　北里大学東病院　院長
　　　　　　宮　岡　　　等　氏
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　　②　第2回研修会
期　日　　平成29年12月４日㈪
会　場　　TKPガーデンシティ横浜　カンファレンスルーム
出席者　　29名
テーマ　　「精神疾患と臨床検査値との関係」
講　師　　昭和大学横浜市北部病院　メンタルケアセンター　
　　　　　　教授　　稲　本　淳　子　氏

　　③　施設見学
期　日　　平成30年３月６日㈫
会　場　　東京都立松沢病院（東京都世田谷区上北沢）
出席者　　18名

　⑸　代表者・院長会議
期　日　　平成29年10月10日㈫
会　場　　ホテル横浜キャメロットジャパン（横浜市西区南幸）
出席者　　41名
講演　　「精神科病院の変革の現場より」
　　　　演者　医療法人財団　光明会　明石こころのホスピタル
　　　　　　　副院長兼看護部長　　岡　山　多　寿　氏

　⑹　共催事業（定款第４条第１項３号・６号）
　　①　第７回精神疾患の身体合併症を考える会

期　日　　平成29年６月６日㈫
会　場　　レンブラントホテル厚木
出席者　　84名　
特別講演　「抗精神病薬と身体リスク」
　　　　　演者　新潟大学大学院医歯学総合研究科　精神医学分野
　　　　　　　　教授　　染　矢　俊　幸　氏

　　②　第５回県央精神医学研究会
期　日　　平成29年６月15日㈭
会　場　　厚木アーバンホテル
出席者　　22名
一般講演　「シクレスト症例報告」
　　　　　演者　医療法人社団　青木末次郎記念会　相州病院　
　　　　　　　　副院長　　井　上　賀　晶　氏
特別講演　「統合失調症におけるシクレスト舌下錠の位置づけと使い方のコツ」
　　　　　演者　東京慈恵会医科大学精神医学講座　
　　　　　　　　教授　　宮　田　久　嗣　氏
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　　③　神奈川県精神神経科診療所協会との合同講演会
期　日　　平成29年７月13日㈭
会　場　　横浜ベイシェラトンホテル
出席者　　44名
一般講演　「精神科病院隔離室空床情報メーリングリスト２年目の課題」
　　　　　演者　はぎもとクリニック
　　　　　　　　院長　　萩　元　　　浩　氏
　　　　　「より良い長期予後を目指す統合失調症治療～持効性注射剤の意義と患者意向」
　　　　　演者　一般財団法人聖マリアンナ会　東横惠愛病院
　　　　　　　　院長　　石　垣　達　也　氏
特別講演　「救急から地域精神医療へ」
　　　　　演者　社会医療法人北斗会　さわ病院　
　　　　　　　　理事長　　澤　　　　　温　氏

　　④　神奈川県精神神経科診療所協会との合同講演会
期　日　　平成29年９月28日㈭
会　場　　横浜ベイシェラトンホテル
出席者　　59名
講　演　　「非定型抗精神病薬の当院での処方状況とそのポジショニング」
　　　　　演者　医療法人静心会　桶狭間病院　藤田こころケアセンター
　　　　　　　　理事長　　藤　田　　　潔　氏

　　⑤　学術講演会
期　日　　平成29年10月27日㈫
会　場　　横浜ロイヤルパークホテル
出席者　　48名
講　演　　「熊本地震、益城病院の１. ５年～災害の実態と支援を考える～」
　　　　　演者　社会医療法人ましき会　益城病院
　　　　　　　　理事長　　犬　飼　邦　明　氏
講　演　　「熊本地震への対応」
　　　　　演者　特定医療法人佐藤会　弓削病院
　　　　　　　　院長　　相　沢　明　憲　氏

　⑺　助成（定款第４条第１項第９号）
①　第17回こころの日　映画鑑賞　	 平成29年４月17日
②　一般社団法人神奈川県精神保健福祉協会　	 平成29年６月６日
③　神奈川県精神保健福祉士協会　	 平成29年10月２日
④　神奈川県看護教育フォーラム2018　	 平成29年12月12日
⑤　日精看神奈川県支部音楽会　	 平成30年２月16日
⑥　神奈川県精神医学会　	 平成30年３月29日
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　⑻　表彰（定款第４条第１項第６号）（敬称略）
①　藍綬褒章　	 平成29年４月28日
　　荒　井　政　明（ワシン坂病院）
②　瑞宝双光章　	 平成29年４月29日
　　熊　田　隆　夫（日吉病院）
③　平成28年度優良職員表彰　	 平成29年５月23日
　　山　武　夕　子（秦野厚生病院）ほか87名
④　公益社団法人日本精神科病院協会永年勤続病院職員表彰　	 平成29年５月23日
　　河　村　佳　宏（曽我病院）ほか９名
⑤　精神保健福祉事業功労者厚生労働大臣表彰　	 平成29年10月20日
　　黒　岩　　　隆（相州病院）
　　秋　山　一　雄（愛光病院）
⑥　公益社団法人日本精神保健福祉連盟会長表彰　	 平成29年10月20日
　　鈴　木　さつき（愛光病院）
⑦　神奈川県保健衛生表彰　	 平成29年11月20日
　　吉　澤　　　弘（愛光病院）
⑧　神奈川県公衆衛生協会長表彰　	 平成29年11月30日
　　市　川　友　子（愛光病院）
⑨　神奈川県精神保健福祉協会長表彰　	 平成29年12月６日
　　森　　　比呂子（福井記念病院）

　⑼　各種委員の推薦（定款第４条第１項第11号）（敬称略）
①　神奈川県いじめ問題再調査会委員　	 平成29年４月６日及び平成30年３月13日
依 頼 者　　神奈川県県民局次世代育成部青少年課長
被推薦者　　赤　間　史　明（愛光病院医師）
　　　　　　木　本　敬太郎（愛光病院医師）
任　　期　　委嘱日～調査終了日

②　平成29年度措置入院者・医療保護入院者実地審査に係る審査担当精神保健指定医
	 平成29年４月25日

依 頼 者　　横浜市健康福祉局長
被推薦者　　（順不同）

氏　　名 現　　職 氏　　名 現　　職
西　井　華　子 鶴見西井病院理事長 山　口　哲　顕 港北病院院長
長谷川　吉　生 日向台病院院長 加　瀬　昭　彦 横浜舞岡病院院長
荒　井　政　明 ワシン坂病院院長 畑　　　俊　治 横浜丘の上病院名誉会長
佐　伯　　　彰 神奈川病院名誉院長 大　滝　紀　宏 湘南病院院長
馬　場　淳　臣 日野病院院長 畑　　　俊　彰 横浜丘の上病院院長
石　井　一　彦 大和病院院長 岸　本　英　爾 港北病院顧問
福　島　　　端 あさひの丘病院院長 吉　田　勝　明 横浜相原病院院長
西井ヘルベルト 鶴見西井病院院長
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任　　期　　平成29年４月１日～平成30年３月31日
③　横浜市認知症施策検討会委員　	 平成29年４月25日

依 頼 者　　横浜市健康福祉局高齢健康福祉部長　
被推薦者　　日　野　博　昭（横浜ほうゆう病院院長）
任　　期　　平成29年４月１日～平成30年３月31日

④　神奈川県教職員第二健康審査会委員　	 平成29年４月25日
依 頼 者　　神奈川県教育長
被推薦者　　畑　　　俊　彰（横浜丘の上病院院長）
任　　期　　平成29年４月１日～平成31年３月31日

⑤　厚木市障害者協議会委員　	 平成29年４月25日
依 頼 者　　厚木市長
被推薦者　　増　田　直　樹（清川遠寿病院理事長）
任　　期　　平成29年４月１日～平成31年３月31日

⑥　相模原市精神科病院実地指導・実地審査担当医　	 平成29年５月11日
依 頼 者　　相模原市長
被推薦者（順不同）

氏　　名 現　　職 氏　　名 現　　職
石　井　一　彦 大和病院院長 宮　岡　　　等 北里大学医学部教授
増　田　直　樹 清川遠寿病院理事長 澤　山　　　透 北里大学医学部講師
宮　城　福　正 相模病院院長 宮　地　英　雄 北里大学医学部講師
佐々木　道　夫 相模台病院精神神経科部長 新　井　久　捻 北里大学医学部講師
坂　田　深　一 相模ヶ丘病院院長

任　　期　　平成29年４月１日～平成30年３月31日
⑦　横浜市精神保健福祉審議会委員　	 平成29年６月13日

依 頼 者　　横浜市長
被推薦者（順不同）

氏　　名 現　　職 氏　　名 現　　職
山　口　哲　顕 港北病院院長 石　井　一　彦 大和病院院長
大　滝　紀　宏 湘南病院院長 西　井　華　子 鶴見西井病院理事長
長谷川　吉　生 日向台病院院長

任　　期　　平成29年７月21日～平成32年７月20日
⑧　神奈川県精神科救急医療調整会議委員　	 平成29年６月28日

依 頼 者　　神奈川県保健福祉局保健医療部がん・疾病対策課長
被推薦者　　竹　内　知　夫（愛光病院院長）
任　　期　　平成29年６月１日～平成31年５月31日

⑨　神奈川県アルコール健康障害対策推進協議会委員　	 平成29年７月５日
依 頼 者　　神奈川県保健福祉局保健医療部長
被推薦者　　増　田　直　樹（清川遠寿病院理事長）
任　　期　　平成29年７月20日～平成31年７月19日
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⑩　神奈川県精神科病院実地審査に係る実地審査担当医　	 平成29年７月11日
依 頼 者　　神奈川県保健福祉局長
被推薦者（順不同）

氏　　名 現　　職 氏　　名 現　　職
西　井　華　子 鶴見西井病院理事長 福　島　　　端 あさひの丘病院院長
荒　井　政　明 ワシン坂病院院長 高　屋　淳　彦 福井記念病院院長
畑　　　俊　治 横浜丘の上病院理事長 武　田　龍太郎 武田病院院長
長谷川　吉　生 日向台病院院長 笠　原　友　幸 秦野病院院長
石　井　一　彦 大和病院院長 宮　岡　　　等 北里大学医学部教授
坂　井　喜　郎 秦野厚生病院院長 井　上　勝　夫 北里大学医学部診療講師
宮　地　伸　吾 秦野厚生病院診療部長 澤　山　　　透 北里大学医学部講師
関　口　　　剛 丹沢病院院長 宮　地　英　雄 北里大学医学部講師
山　口　哲　顕 港北病院院長 木　下　玲　子 北里大学医学部助教
大　野　史　郎 平塚病院院長 飯　田　諭　宜 北里大学医学部助教
石　井　紀　夫 藤沢病院院長 新　井　久　稔 北里大学医学部講師
長谷川　　　剛 曽我病院院長 松　本　英　夫 東海大学医学部教授
黒　岩　　　隆 相州病院理事長 山　本　賢　司 東海大学医学部教授
内　田　修　二 愛光病院副院長 矢　野　　　広 東海大学医学部講師
物　部　長　承 けやきの森病院診療部長 三　上　克　央 東海大学医学部准教授
大　滝　紀　宏 湘南病院院長 大　西　雄　一 東海大学医学部講師
馬　場　淳　臣 日野病院院長 赤　間　史　明 東海大学医学部助教
加　瀬　昭　彦 横浜舞岡病院院長 前　原　瑞　樹 東海大学医学部助教
天　保　英　明 ハートフル川崎病院院長 木　本　啓太郎 東海大学医学部助教
吉　田　勝　明 横浜相原病院院長

任　　期　　平成29年９月１日～平成30年３月31日
⑪　神奈川県医師会学校医部会幹事　	 平成29年７月11日

依 頼 者　　神奈川県医師会長
被推薦者　　大　滝　紀　宏（湘南病院院長）
任　　期　　平成29年７月１日～平成31年６月30日

⑫　神奈川県医師会救急医療対策委員会委員　	 平成29年７月11日
依 頼 者　　神奈川県医師会長
被推薦者　　山　口　哲　顕（港北病院院長）
任　　期　　平成29年７月１日～平成31年６月30日

⑬　神奈川県医師会災害救助対策委員会委員　	 平成29年７月11日
依 頼 者　　神奈川県医師会長
被推薦者　　坂　井　喜　郎（秦野厚生病院院長）
任　　期　　平成29年７月１日～平成31年６月30日

⑭　神奈川県救急医療中央情報センター運営協議会委員　	 平成29年７月11日
依 頼 者　　神奈川県医師会長
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被推薦者　　山　口　哲　顕（港北病院院長）
任　　期　　平成29年７月１日～平成31年６月30日

⑮　川崎市精神科病院実地審査に係わる精神保健指定医　	 平成29年８月21日
依 頼 者　　川崎市健康福祉局長
被推薦者（順不同）

氏　　名 現　　職 氏　　名 現　　職
長谷川　吉　生 日向台病院院長 西　井　華　子 鶴見西井病院理事長
山　口　哲　顕 港北病院院長 武　田　龍太郎 武田病院院長
石　垣　達　也 東横惠愛病院院長 寺　崎　太　洋 栗田病院院長
天　保　英　明 ハートフル川崎病院院長

任　　期　　平成29年10月１日～平成30年３月31日
⑯　横浜市こころの健康相談センター嘱託医師　	 平成30年１月９日

依 頼 者　　横浜市長
被推薦者　　西　井　華　子（鶴見西井病院理事長）
　　　　　　畑　　　俊　治（横浜丘の上病院名誉会長）　
　　　　　　増　田　直　樹（清川遠寿病院理事長）
任　　期　　平成30年４月１日～平成31年３月31日

⑰　横浜市精神医療審査会委員　	 平成30年１月９日
依 頼 者　　横浜市長
被推薦者　　山　口　哲　顕（港北病院院長）
　　　　　　荒　井　政　明（ワシン坂病院院長）
　　　　　　坂　井　喜　郎（秦野厚生病院院長）
任　　期　　平成30年４月１日～平成32年３月31日

⑱　川崎市精神医療審査会委員　	 平成30年１月９日
依 頼 者　　川崎市健康福祉局長
被推薦者（順不同）

氏　　名 現　　職 氏　　名 現　　職
西　井　華　子 鶴見西井病院理事長 山　口　哲　顕 港北病院院長
天　保　英　明 ハートフル川崎病院院長 武　田　龍太郎 武田病院院長
寺　崎　太　洋 栗田病院院長

任　　期　　平成30年４月１日～平成32年３月31日
⑲　川崎市精神保健福祉審議会委員　	 平成30年１月９日

依 頼 者　　川崎市健康福祉局長
被推薦者　　武　田　龍太郎（武田病院院長）
任　　期　　平成29年４月１日～平成32年３月31日

⑳　相模原市精神医療審査会委員　	 平成30年１月９日
依 頼 者　　相模原市長
被推薦者　　坂　井　喜　郎（秦野厚生病院院長）
　　　　　　増　田　直　樹（清川遠寿病院理事長）
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任　　期　　平成30年４月１日～平成32年３月31日
�　神奈川県いじめ防止対策調査会委員　	 平成30年２月13日

依 頼 者　　神奈川県教育委員会教育長
被推薦者　　大　滝　紀　宏（湘南病院院長）
任　　期　　平成30年４月26日～平成32年４月25日

�　横浜市保健医療協議会委員　	 平成30年２月13日
依 頼 者　　横浜市医療局長
被推薦者　　佐　伯　　　彰（神奈川病院名誉院長）
任　　期　　平成30年４月１日～平成32年４月１日

�　日常生活自立支援事業契約締結審査会委員　	 平成30年２月13日
依 頼 者　　社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会会長
被推薦者　　吉　田　勝　明（横浜相原病院院長）
任　　期　　平成30年４月１日～平成32年３月31日

�　周産期の精神科対応に係るワーキンググループ委員　	 平成30年３月13日
依 頼 者　　神奈川県医師会長
被推薦者　　山　口　哲　顕（港北病院院長）
任　　期　　平成30年４月１日～平成31年３月31日

�　神奈川県精神障害者スポーツ大会実行委員会委員　	 平成30年３月13日
依 頼 者　　神奈川県身体障害者連合会長
被推薦者　　大　野　史　郎（平塚病院院長）
任　　期　　平成30年４月１日～平成32年３月31日

　⑽　会報発行（定款第４条第１項第10号）
協会報第82号（2017年）　　　Ｂ5版
発行部数　　　　　　　　　 300部

　⑾　神奈川県補助金事業
平成29年度神奈川県地域医療介護総合確保基金事業による「精神科看護職員研修事業」の
実施（定款第４条１項３号）
・実施状況
イ）精神科中堅看護職員研修
　実施日：平成30年２月７日（参加：25名）
　　　　　平成30年２月28日（参加：27名）
　内　容：神奈川県の精神科病床を有する病院に勤務する中堅看護職員を対象に、認知

行動療法による研修を行い、精神科医療に従事する専門職として、良質な医
療・介護サービスの提供をするための知識や技能の習得を図るとともに、時
代の変化に対応する精神科看護職員の育成と人材確保の一助となることを目
指す。
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ロ）精神科新人看護職員研修
　実施日：平成29年12月13日（参加：38名）
　　　　　平成30年１月17日（参加：29名）
　内　容：神奈川県の精神科病床を有する病院に勤務する新人看護職員を対象に、認知

行動療法による研修を行い、精神科医療に従事する専門職として、良質な医
療・介護サービスの提供をするための知識や技能の習得を図るとともに、新
人看護職員の早期離職の防止とその人材育成を図る。

　⑿　４県市委託事業の実施（定款第４条第１項第14号）
①　精神科救急医療夜間輪番病院調整
②　精神科救急医療深夜輪番病院調整
③　精神科救急医療平日輪番病院調整
④　精神科救急医療休日輪番及び土日午後輪番病院調整
⑤　応援指定医派遣病院調整

　⒀　各種委員会の構成状況
①　精神科救急医療体制調整委員会　（竹内	知夫・大野	史郎・山口	哲顕）

第１・第２ブロック代表
（主）畑　　　俊　治
（基幹病院代表）

岩　井　一　正

西　井　華　子

樋　口　　　進

武　田　龍太郎

平　安　良　雄

第３ブロック代表

（主）石　井　一　彦
石　井　紀　夫

（基幹病院代表）
宮　岡　　　等

黒　岩　　　隆 増　田　直　樹

第４ブロック代表 （主）長谷川　　　剛 坂　井　喜　郎

②　災害対策委員会
（主）大野	史郎・畑　俊治・山口	哲顕・坂井	喜郎・長谷川	吉生・宮岡　等

③　情報管理委員会
畑　俊治・石井	一彦・武田	龍太郎
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２　庶務の概要
　⑴　役員に関する事項

役　　職 氏　　名 就任年月日 現　　職
理事（会長） 竹　内　知　夫 平成29年５月23日 愛光病院院長
理事（副会長） 大　野　史　郎 平成29年５月23日 平塚病院院長
理事（副会長） 山　口　哲　顕 平成29年５月23日 港北院院長
理　　事 荒　井　政　明 平成29年５月23日 ワシン坂病院院長
理　　事 畑　　　俊　治 平成29年５月23日 横浜丘の上病院名誉会長
理　　事 石　井　一　彦 平成29年５月23日 大和病院院長
理　　事 黒　岩　　　隆 平成29年５月23日 相州病院理事長
理　　事 大　滝　紀　宏 平成29年５月23日 湘南病院院長
理　　事 武　田　龍太郎 平成29年５月23日 武田病院院長
理　　事 長谷川　　　剛 平成29年５月23日 曽我病院院長
理　　事 坂　井　喜　郎 平成29年５月23日 秦野厚生病院院長
理　　事 増　田　直　樹 平成29年５月23日 清川遠寿病院理事長
理　　事 天　保　英　明 平成29年５月23日 ハートフル川崎病院院長
理　　事 馬　場　淳　臣 平成29年５月23日 日野病院院長
監　　事 西　井　華　子 平成29年５月23日 鶴見西井病院理事長
監　　事 長谷川　吉　生 平成29年５月23日 日向台病院院長

　⑵　名誉会員に関する事項　（日付は就任日）
名誉会員　　石　井　　　毅　　　平成18年５月31日　　医療法人興生会相模台病院

　⑶　事務局職員に関する事項
事務局長　　横　井　　　茂　　　平成28年４月１日採用　
事務局員　　東　谷　明　美　　　平成22年４月１日採用

　⑷　会員等の異動状況（届出順）

異動日 病　院　名 異動事項 変　更　後 変　更　前
H29. 4. 1 横浜丘の上病院 理事長 畑　　　俊　彰 畑　　　俊　治
H29. 4. 1 生田病院 院長 岡　田　　　昇 安　斎　成一郎
H29. 4. 1 国府津病院 院長 山　田　聡　敦 物　部　長　承
H29. 4. 1 昭和大学横浜市北部病院 院長 門　倉　光　隆 世良田　和　幸
H29. 4. 1 相模湖病院 事務長 村　松　良　記 中　村　明　彦
H29. 4. 1 相模湖病院 看護部長 松　山　一　樹 安　藤　次　子
H29. 4. 1 神奈川病院 院長 玉　澤　彰　英 佐　伯　　　彰
H28.11.16 日吉病院 病床数 ７７床 ８４床
H29. 8. 1 湘南さくら病院 院長 鈴　木　雄　壱 三　浦　貞　則
H29.11.13 ワシン坂病院 病床数 １６７床 １９２床
H29.12. 1 曽我病院 病床数 ３８７床 ３９９床
H30. 3.13 川崎田園都市病院 退会
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後　　記

　ある日　いつも通る川沿いの街並みの一角が　空地になっているのに気付いた。以
前は何があったのだろう。印象にないのは、駐車場だったせいか　等とぼんやりと
思っていた。しばらくあとで、ケンタッキーフライドチキンの店だったと聞かされ
た。子供と立ち寄ったこともあった。では、あのカーネル小父さんはどうしただろ
う。熱狂した野球ファンが、手前の川に落っことした訳でもないだろうが。でも　何
を着て　どんな顔をしていたか、笑っていたか、澄ましていたか、思い出そうとすれ
ばするほど、サンタクロースに重なったりして。
　それは明日かもしれない。自宅のあった空地の前で、首をひねる男にならないよう
に、いつも世界に関心を持ち、自宅のドアには　アラブの　盗賊のように、小さな星
じるしをつけておこう。この世のかけがえのないもの全ての肩にも。そして悠々と家
を出て、仕事をし、静かに家に帰って来よう。あるいは歳月という　あの注意深く、
残酷なアリババが、街中の家のドアに星じるしをつける前に。
　勿論、通いなれた、この横浜市台町のビルの３Ｆにある、神奈川県精神病院協会の
事務所のドアにも、金色の星じるしをつけておこう。先日も、エレベーター２Ｆで降
りて、途方に暮れたばかりだから。

（編集委員　黒岩　隆）
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