
歩としての対話と書いたのは，共同創造とは，言うは易
しですが，行うは難し，だからです。
　内容面での実験結果について述べます。「研究の優
先事項は？」という特別企画では，英国のジェームズ・
リンド同盟が行っている「研究の共同創造」の取り組み
を参考に，東京大学で実施した1,000名以上の当事者の
方々への「研究として行ってほしいこと」についてのア
ンケート結果が報告されました。シンポジウム１では，
医学雑誌の特集号において当事者・家族の立場の方々
と研究者との共著で書いた総説1）を素材として，例えば
「結婚を考えている人がいるのですが」と当事者から相
談を持ちかけられた場合に医師としてどう答えるかと
いった共同創造的な診療に向けたコミュニケーションに
ついて話し合われました。シンポジウム2では，上記の
問題意識から，「言うは易し，行うは難しの共同創造と
クロスディスアビリティ」と題して，多様な障害のある
立場の方々と研究者によるセッションが行われました。
シンポジウム3では，従来学会では何がわかったかとい
う最先端の研究が発表されることが多いのですが，こ
のシンポジウムでは発想を逆転させ，脳科学から社会
制度に至るまで，これまでの研究で何がわかっていな
いか，今後どのように研究と実装を進めればよいのかと

いうことが話し合われました。特別講演では，大会長
の私が，この方の個別の人生こそ，人生行動科学とで
もいうべき研究の普遍的な成果であると尊敬してやまな
い3名の方々に，（学会で研究する人たちに）「伝えたい
こと」と題してご講演をいただきました。そして市民公
開講座も，「だいじょうぶな社会に向けて」と題して，北
海道浦河町と東京都心部と東京・京都大学精神医学教
室とをオンラインで結びました。
　運営面では，治療や回復のあり方について利益相反
のありうる団体のランチョンセミナーに支援を求めずに
運営する，という社会実験を敢行してみました。その結
果，運営は赤字となりましたが，この実験結果から得ら
れた「エビデンス」をもとに，学会員の皆様で知恵を出
し合い，サステナブルな運営に向けて検討を重ねてい
きたいと思います。
　このように日本統合失調症学会は，非常に規模の小
さい学会ではありますが，そのために「実験」がしやす
いのが利点です。研究の共同創造へ向けた第一歩とし
ての対話という実験，および学会という，私たち医学研
究者が，自分が行っていることなのに定義がわかってい
ないことに対して，「当事者」としてそのあり方を問い，
どのように変革していけばよいのかの先行知を生み出そ
うとする実験をささやかながら行ってみたのが，今大会
のねらいでした。
　最後になりましたが，多様な立場の方から構成され
る，第16回大会プログラムアドバイザリーボードのメン
バーの方 （々石井綾華・上田祐紀子・熊谷晋一郎・佐々
木理恵・島本禎子・田尾有樹子・三ツ井幸子・宮本有
紀・森美智代・柳下祥・山口創生の各氏），および学会
事務局の方々，大会運営会社の方々には，「だいじょう
ぶな社会」に向けた第一歩としての実験デザインを考
え，ともに行動してくださったこと，また，学会の福田
正人理事長・村井俊哉副理事長をはじめ，すべての会
員の皆様には，実験のリスクを大会長に帰責せず，結
果をともに引き受けてくださろうとしたことに厚く御礼
申し上げます。

Reference
1） 笠井清登，他（編）．特集：統合失調症 あなたはどう答えますか？ 
Progress in Medicine．2021；41：505-63．
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第16回日本統合失調症学会もオンラインにて開催します。
ご参加をご希望の方は参加登録期間中に大会ホームページよりご登録ください。
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※事前予約が必要です無料参加
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18:00～20:00

『 統合失調症 』（岩波新書, 2019）、『はじめての精神医学』（ちくまプリマー新書, 2021）の著者としても知られる村井俊哉さんに、
統合失調症についてわかりやすく解説いただきます。次に、べてるの家を生んだ北海道浦河町を舞台として、障害のあるなしにかかわ
らず地域でともに暮らすことについて取り組まれている川村敏明さんをはじめ、浦河ひがし町診療所のみなさまに講演いただきます。
お二組の講演ののち、山田悠平さんを交えて座談会を行い、「だいじょうぶな社会」について皆さんと一緒に考えていきます。
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　日本統合失調症学会で事務局とパブリックリレーショ
ン委員会を担当しており，第16回大会を主催した東京大
学の笠井です。本誌の読者の多くは精神科医の方だと
思いますが，「精神」って何でしょうか？ 私も急にいわれ
ると答えられませんが，皆様はいかがでしょうか？ 自分
の職業のメインの対象であるのに，答えられないもので
す。それと同じで，医学研究を生業の一部としているの
に，「学会」「研究」とは何でしょうか？ と聞かれて，答
えられますでしょうか？ 私も恥ずかしながら，これまで
そうしたことを考えたことすらありませんでした。
　今回の学術集会では，こうした暗黙の了解を問い直
し，そもそも論を実験してみました。従来，サービス
を利用する側と提供する側は完全に分かれていました。
そのデザインも，提供側が行ってきました。共同創造と
は，この暗黙の了解を覆し，「サービスの利用者が，そ
れをデザインするのに最適な人材だ」という原理に立ち
返り，利用者と提供者の共同で作り上げていくことで
す。これを学術にあてはめると，「サービスの利用者が，
研究をデザインするのに最適な人材だ」という原理に立
ち返り，利用者と提供者の共同で研究を作り上げてい
くのが，研究の共同創造です。日本統合失調症学会は，
第8回大会（2013年）を当事者研究の発祥地である浦河で
開催したことをきっかけに，共同創造への一歩を踏み出
そうとしました。その後の大会でもテーマやプログラム
にさまざまな工夫がなされました。しかしこの歩みを振
り返りますと，学術の発表には学術者が，当事者向け
のセッションには当事者が，分断して参加する傾向にあ
りました。当事者・家族の声を聴くと，「まだまだ敷居
が高い」「忙しいなか勉強しに来ている医者はまだいい
けど，聴きに来ていないような医者が，地域で当事者を

泣かせているのよ」と耳が痛い状況です。一方，「この
学会には優れた生物学的研究の発表が少なくなってし
まった，もう来たくない」という学術者の声も無視でき
ません。そもそも学会とは，研究者が研究を発表しあう
自助グループではありますが，研究者は本当は学術者
だけでなく，当事者ならではの研究や当事者と学術者
の共同研究などもあり，当事者も（こそが）研究者であ
るという当たり前を忘れていただけかもしれません。
　このような背景から，第16回大会は，学会の共同創
造と学術を「研究」に再構築することを通じて，「だい
じょうぶな社会」を実現することに向けた，第一歩とし
ての対話の場と考えてプログラムを構成しました。第一
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歩としての対話と書いたのは，共同創造とは，言うは易
しですが，行うは難し，だからです。
　内容面での実験結果について述べます。「研究の優
先事項は？」という特別企画では，英国のジェームズ・
リンド同盟が行っている「研究の共同創造」の取り組み
を参考に，東京大学で実施した1,000名以上の当事者の
方々への「研究として行ってほしいこと」についてのア
ンケート結果が報告されました。シンポジウム１では，
医学雑誌の特集号において当事者・家族の立場の方々
と研究者との共著で書いた総説1）を素材として，例えば
「結婚を考えている人がいるのですが」と当事者から相
談を持ちかけられた場合に医師としてどう答えるかと
いった共同創造的な診療に向けたコミュニケーションに
ついて話し合われました。シンポジウム2では，上記の
問題意識から，「言うは易し，行うは難しの共同創造と
クロスディスアビリティ」と題して，多様な障害のある
立場の方々と研究者によるセッションが行われました。
シンポジウム3では，従来学会では何がわかったかとい
う最先端の研究が発表されることが多いのですが，こ
のシンポジウムでは発想を逆転させ，脳科学から社会
制度に至るまで，これまでの研究で何がわかっていな
いか，今後どのように研究と実装を進めればよいのかと

いうことが話し合われました。特別講演では，大会長
の私が，この方の個別の人生こそ，人生行動科学とで
もいうべき研究の普遍的な成果であると尊敬してやまな
い3名の方々に，（学会で研究する人たちに）「伝えたい
こと」と題してご講演をいただきました。そして市民公
開講座も，「だいじょうぶな社会に向けて」と題して，北
海道浦河町と東京都心部と東京・京都大学精神医学教
室とをオンラインで結びました。
　運営面では，治療や回復のあり方について利益相反
のありうる団体のランチョンセミナーに支援を求めずに
運営する，という社会実験を敢行してみました。その結
果，運営は赤字となりましたが，この実験結果から得ら
れた「エビデンス」をもとに，学会員の皆様で知恵を出
し合い，サステナブルな運営に向けて検討を重ねてい
きたいと思います。
　このように日本統合失調症学会は，非常に規模の小
さい学会ではありますが，そのために「実験」がしやす
いのが利点です。研究の共同創造へ向けた第一歩とし
ての対話という実験，および学会という，私たち医学研
究者が，自分が行っていることなのに定義がわかってい
ないことに対して，「当事者」としてそのあり方を問い，
どのように変革していけばよいのかの先行知を生み出そ
うとする実験をささやかながら行ってみたのが，今大会
のねらいでした。
　最後になりましたが，多様な立場の方から構成され
る，第16回大会プログラムアドバイザリーボードのメン
バーの方 （々石井綾華・上田祐紀子・熊谷晋一郎・佐々
木理恵・島本禎子・田尾有樹子・三ツ井幸子・宮本有
紀・森美智代・柳下祥・山口創生の各氏），および学会
事務局の方々，大会運営会社の方々には，「だいじょう
ぶな社会」に向けた第一歩としての実験デザインを考
え，ともに行動してくださったこと，また，学会の福田
正人理事長・村井俊哉副理事長をはじめ，すべての会
員の皆様には，実験のリスクを大会長に帰責せず，結
果をともに引き受けてくださろうとしたことに厚く御礼
申し上げます。
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　日本統合失調症学会で事務局とパブリックリレーショ
ン委員会を担当しており，第16回大会を主催した東京大
学の笠井です。本誌の読者の多くは精神科医の方だと
思いますが，「精神」って何でしょうか？ 私も急にいわれ
ると答えられませんが，皆様はいかがでしょうか？ 自分
の職業のメインの対象であるのに，答えられないもので
す。それと同じで，医学研究を生業の一部としているの
に，「学会」「研究」とは何でしょうか？ と聞かれて，答
えられますでしょうか？ 私も恥ずかしながら，これまで
そうしたことを考えたことすらありませんでした。
　今回の学術集会では，こうした暗黙の了解を問い直
し，そもそも論を実験してみました。従来，サービス
を利用する側と提供する側は完全に分かれていました。
そのデザインも，提供側が行ってきました。共同創造と
は，この暗黙の了解を覆し，「サービスの利用者が，そ
れをデザインするのに最適な人材だ」という原理に立ち
返り，利用者と提供者の共同で作り上げていくことで
す。これを学術にあてはめると，「サービスの利用者が，
研究をデザインするのに最適な人材だ」という原理に立
ち返り，利用者と提供者の共同で研究を作り上げてい
くのが，研究の共同創造です。日本統合失調症学会は，
第8回大会（2013年）を当事者研究の発祥地である浦河で
開催したことをきっかけに，共同創造への一歩を踏み出
そうとしました。その後の大会でもテーマやプログラム
にさまざまな工夫がなされました。しかしこの歩みを振
り返りますと，学術の発表には学術者が，当事者向け
のセッションには当事者が，分断して参加する傾向にあ
りました。当事者・家族の声を聴くと，「まだまだ敷居
が高い」「忙しいなか勉強しに来ている医者はまだいい
けど，聴きに来ていないような医者が，地域で当事者を

泣かせているのよ」と耳が痛い状況です。一方，「この
学会には優れた生物学的研究の発表が少なくなってし
まった，もう来たくない」という学術者の声も無視でき
ません。そもそも学会とは，研究者が研究を発表しあう
自助グループではありますが，研究者は本当は学術者
だけでなく，当事者ならではの研究や当事者と学術者
の共同研究などもあり，当事者も（こそが）研究者であ
るという当たり前を忘れていただけかもしれません。
　このような背景から，第16回大会は，学会の共同創
造と学術を「研究」に再構築することを通じて，「だい
じょうぶな社会」を実現することに向けた，第一歩とし
ての対話の場と考えてプログラムを構成しました。第一

第16回 日本統合失調症学会
～学会の共同創造に向けた小実験～
会期：2022年3月20～21日（オンライン開催）

笠井 清登　東京大学大学院医学系研究科精神医学分野教授

運営事務局：〒669-2406　兵庫県丹波篠山市泉1171 有限会社カンファー内 第16回日本統合失調症学会運営事務局
　　　　　　E-mail　jssr16@camphor.jp

The 16th Annual Meeting of Japanese Society of Schizophrenia Research

2022年3月20日（日）～21日（月・祝）

笠井 清登
東京大学大学院
医学系研究科精神医学 教授

オンライン開催

会期

会場

会長

第16回 日本統合失調症学会

3月20日（日）
特別企画「研究の優先事項は？」

金原明子（東京大学精神医学）
日本統合失調症学会パブリックリレーション委員会

「研究」の民主化へ

 向けた対話

市民公開講座
「だいじょうぶな社会に向けて」　

3月21日（月・祝）

笠井清登（東京大学精神医学）

村井俊哉（京都大学精神医学）
川村敏明＆浦河ひがし町診療所のみなさま

村井俊哉（京都大学精神医学）
川村敏明＆浦河ひがし町診療所のみなさま
山田悠平（精神障害当事者会ポルケ）

企 画

特別講演「伝えたいこと」
笠井清登（東京大学精神医学）
近藤伸介（東京大学精神医学）

島本禎子（NPO法人あおば福祉会）
三ツ井幸子（22 HEART CLUB）
田尾有樹子（社会福祉法人巣立ち会）

演 者

司 会

司 会

講 演

座談会

参加登録は大会ホームページにて

2022年1月17日（月）～2022年3月21日（月・祝）
https://jssr16.camphor.jp/

参加登録期間

夏苅郁子（やきつべの径診療所）
糸川昌成（東京都医学総合研究所）

学会賞を受賞した研究成果を
当事者・家族と共有するセッション

司 会

演 者 笹林大樹（第11回学術賞（学会賞）受賞者、
富山大学精神医学）

【プログラムアドバイザリーボード】 石井綾華、上田祐紀子、熊谷晋一郎、佐々木理恵、島本禎子、田尾有樹子、三ツ井幸子、宮本有紀、森美智代、柳下祥、山口創生 

図1. 第16回日本統合失調症学会
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