一般社団法人日本社会精神医学会・Meiji Seika ファルマ株式会社 共催

多職種のための精神医学セミナー（Zoom 配信）

近年、実践と研究の双方において、障害を持つ当事者（以下、当事者）が参加する機会が増えています。特に、研究の現場で
は、研究者でかつ当事者経 験を持つ者が徐々に活躍の場を広げています。当事者としての体験と研究者としての分析力に基
づいた当事者研究者のお話には、日々の支援の振り返りや当事者ニーズの理解のためのヒントが詰まっています。しかしなが
ら、日本では、当事者研究者の認知度はまだ高くないかもしれません。本企画は、当事者研究者として活躍する方々に、彼ら
自身が考える「研究」と「しょうがい」について語っていただき、実践と研究の双方に役立つ視点・技法などを紹介したいと思
います。

日時
配信
16:00 〜 16:05

7 31 日（土）16:00 〜 18:00

2021 年
月
Zoom ウェビナー

申込先着 定員450名（視聴無料）

（日本社会精神医学会会員・非会員の医療従事者どなたでもご視聴いただけます）

感染症対策・手洗いなどの情報提供

Meiji Seika ファルマ（株）感染免疫腫瘍領域部 感染症グループ

八代 純子

16:05 〜 18:00

当事者研究者と共に考える治療・支援の未来

‑ 当事者だから語れる「しょうがい」、研究者であるから言葉にしたい「しょうがい」‑
総合司会
オーガナイザー

杏林大学医学部精神神経科学教室

教授

渡邊 衡一郎 先生

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 地域・司法精神医療研究部
精神保健サービス評価研究室長

山口 創生 先生

講演

1．当事者研究者の活躍と当事者との共同に関する概要の紹介
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域・司法精神医療研究部
精神保健サービス評価研究室長

山口 創生 先生

2．精神障害をめぐる「見えにくさ」と「伝えにくさ」
〜当事者として地域精神保健研究に参画して〜（仮）

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域・司法精神医療研究部
科研費研究員

3．アカデミアにおける当事者研究者の孤立を防ぐために
〜共同研究の実践から〜
東京大学先端科学技術研究センター

特任講師

4．当事者研究者が活躍できる環境作り
〜インクルーシブアカデミアプロジェクトの試み〜
東京大学先端科学技術研究センター

准教授

小川

亮 先生

綾屋 紗月 先生

熊谷 晋一郎 先生

5．総合討論
視聴予約・配信方法は次ページをご覧ください。
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研究は当事者・家族と共同する時代へ
患者・市民参画

市民に対して・について・のための研究ではなく、
市民と一緒にあるいは市民によって行われる研究

英語では

Patient and Public Involvement (PPI)
患者

3類型

市民

関わり、関与

3つのアプローチに序列はなく、各研究の特徴に応じて選択

相談型

協力型

(Consulting)

(collaboration)

研究者が
当事者に相談する

当事者と研究者が
一緒に作業

当事者主導型

(User led or controlled)
当事者主導で
研究を実施する

INVOLVE: Brieﬁng notes for researchers: Public involvement in NHS,
public health and social care research. Eastleigh: INVOLVE, 2012.
山口創生, 小川亮, 阿部真貴子:保健医療福祉サービス領域の研究における
患者・市民参画と共同創造の概要. 精リハ誌, 印刷中.

当事者主導型の例
英国では当事者研究者が主導した、
・電気痙攣療法の主観的副作用に関する論文データを集め、
・使用上の注意喚起を促し、
・電気痙攣療法のガイドライン（特に説明方法）
と実際の実践に多大な影響を及ぼした
Rose D, Wykes T, Leese M, et al: Patients' perspectives on electroconvulsive therapy:
Systematic review. BMJ: British Medical Journal, 326;1363-1368, 2003.
https://www.bmj.com/content/326/7403/1363.long

実は日本にも当事者主導の研究をする方々がいるのです。

当事者研究者と共に考える治療・支援の未来

1. 当事者研究者と共に考える治療・支援の未来
- 当事者だから語れる「しょうがい」、研究者であるから言葉にしたい「しょうがい」国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 地域・司法精神医療研究部
精神保健サービス評価研究室長

山口 創生

多くの支援者は、「しょうがい」を持つ当事者が自分らしく生きていくためのお手伝
いをしたいと思っていることでしょう。多くの研究者は当事者が抱える生活のしづらさ
の解決方法を日々考えていることでしょう。にもかかわらず、当事者が何に対して「しょ
うがい」を感じているかを具体的に理解・説明することは簡単なことではありません。
その一番の解決策は、何でしょうか？私たちは、当事者と共同したり、当事者自身が研
究をしたりして、「しょうがい」に対する理解を深めることだと思っています。
近年、研究の現場では、研究者でかつ当事者経験を持つ者が徐々に活躍の場を広げて
います。当事者としての体験と研究者としての分析力に基づいた彼らのお話には、日々
の支援や振り返りや当事者ニーズを理解するためヒントが詰まっています。本セミナー
は、当事者研究者として活躍する方々に、彼ら自身が考える「研究」と「しょうがい」
について語っていただき、実践と研究の双方に役立つ視点・技法などを紹介したいと思
います。
本セミナーでは、冒頭において精神科臨床を例に、研究における当事者との共同や当
事者研究者に関する言葉を紹介します。小川さんからは、目に見えないという特徴を持
つ精神疾患の治療や支援に関する研究の世界に当事者研究者が参加する利点についてお
話してもらいます。綾屋さんからは、今後増えるであろう当事者研究者がチームの中で
抱く葛藤についてお話してもらいます。そして、熊谷さんからは、当事者研究者が活躍
できる環境作りやその知見のいかし方など、将来を見据えたお話しをしてもらいます。
その後、異なる種類の「しょうがい」経験を持つ 3 人が、経験のいかし方や各分野に
おける難しさなどにお互いの質問し合う場を設けようと思います。その後、参加者の方々
との意見交換の時間を設けたいと思っています。

今回のように異なる当事者経験を有する研究者が一同に登壇し、研究と自身の障害観
についてオープンに話し合う機会は、日本で初めてのセミナーになります。貴重な機会
となりますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

【学歴】

1996 年 4 月 - 1999 年 3 月
北海道小樽陵潮高校 卒業
2003 年
日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 卒業
2006 年
大阪府立大学 社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士前期課程 修了
2010 年
University of London, King's College London, Institute of Psychiatry, MSc:
Mental Health Services Research 修了
2011 年
大阪府立大学 人間社会学研究科 社会福祉専攻 博士後期課程修了

【職歴・その他】 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域・司法精神医療研究部
（流動研究員：2011 年 4 月～、室長：2014 年 4 月～）現職
こころのバリアフリー研究会  評議員 現職
日本精神障害者リハビリテーション学会 理事 現職
認定 npo 法人地域精神保健福祉機構・コンボ 理事 現職
日本社会精神医学会 評議員 現職
日本統合失調症学会 評議員 現職
【専門】

精神保健福祉サービス評価、就労支援、スティグマ、パーソナル・リカバリー、当事者との協働

2. 精
 神障害をめぐる「見えにくさ」と「伝えにくさ」
～当事者として地域精神保健研究に参画して～（仮）
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 地域・司法精神医療研究部
科研費研究員

小川

亮

演者はうつ病の当事者経験を持ちつつ、5 年程前より、地域精神保健研究に携わって
きました。本講演では、自らの経験に基づき、当事者が研究に参画する意義について、
精神障害における困難の「見えにくさ」と「伝えにくさ」に焦点を当てながら、他の障
害や疾患とも比較しつつ考察していきます。
具体的には、前者については「心の中の見えにくさ」や「社会（＝支援機関の外）で
の困難の見えにくさ」、後者については「精神的不調による伝えにくさ（及びその変動性）」
「他者や自己との関係性に由来する伝えにくさ」といった内容に言及します。
こうした「見えにくさ」や「伝えにくさ」は、研究参画のみならず、現場での支援や
治療にも広く関わる内容だと思われますので、研究だけでなく、支援・治療の未来につ
いて考える一助になれば幸いです。
本講演はあくまで多様な当事者の中の一個人の経験に基づく発表に過ぎないですが、
今後、当事者参画やそれに関する当事者自身による発信が広がる契機のひとつとなるこ
とを期待しています。そうして専門家による知と当事者による知が共に補い合うことに
より、研究や支援・治療のさらなる発展が実現するよう望む次第です。

略歴

2005 年 医学部 4 年生時にうつ病を発症
2014 年 東京大学医学部医学科 卒業
2015 年 東京大学医学部精神衛生・看護学教室 研究生
2018 年 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域・司法精神医療研究部 科研費研究員

当事者研究者と共に考える治療・支援の未来

3. アカデミアにおける当事者研究者の孤立を防ぐために
～共同研究の実践から～
東京大学先端科学技術研究センター

特任講師

綾屋 紗月

様々な困難を抱えた当事者が、自らの困難についての研究者となり、そのメカニズム
や対処法を、類似した困難を抱える仲間とともに生活の中で研究する当事者研究は、当
事者の生きやすさや共感、社会変革をもたらす日本固有の実践であり、演者は、自閉ス
ペクトラム症の当事者研究を行ってきた。最近では、既存のアカデミアと当事者研究が
連携することで、自閉スペクトラム症研究の共同創造を行ってきた。本発表では、演者
自身の経験をもとに、当事者にとっての当事者研究の意義と、共同創造を実現する上で
必要なアカデミアの文化的な変革について考える。

略歴

 京大学先端科学技術研究センター特任講師。自閉スペクトラム当事者。幼少時より発声困難や原因不明の虚弱体質ほ
東
か、人とは異なる感覚体験を抱え、「自分は何者なのか」という問いに苦しみ続ける。2006 年に診断を得てからは、精
神障害や発達障害など、外側からは見えにくい症状を内側から記述し、仲間と共に自らのメカニズムを探っていく「当
事者研究」をおこなっており、2011 年からは発達障害者が中心となって運営・参加する当事者研究会を主催している。
また近年は、当事者研究の歴史・理念・方法についての研究にも取り組んでいる。
【主な著書】『発達障害当事者研究』

（共著：医学書院）、
『増補 前略、離婚を決めました』（よりみちパン！セシリーズ）、
『つながりの作法』（共著：NHK 出版）、『ソーシャル・マジョリティ研究』（編著、金子書房）

当事者研究者と共に考える治療・支援の未来

4. 当事者研究者が活躍できる環境作り
～インクルーシブアカデミアプロジェクトの試み～
東京大学先端科学技術研究センター

准教授

熊谷 晋一郎

筆者は脳性まひという障害を持ち、小児科医、研究者として仕事をしている。そうし
た経験から、研究はマイノリティの生活を豊かに実現する大きな可能性を秘めている一
方で、専門家が目指すものと、マイノリティが望むものが時にすれ違うことがあると感
じてきた。本講演では、身体障害、自閉スペクトラム症、精神障害、依存症の領域にお
ける、専門知と当事者の知のすれ違いと共同の歴史を概観した後に、共同創造が見せか
けだけにならないためのアカデミアの変革と、共同創造のビジョンを提案する。

略歴

 京大学先端科学技術研究センター准教授、小児科医。東京大学バリアフリー支援室長、日本発達神経科学学会理事。
東
新生児仮死の後遺症で、脳性マヒに。以後車いす生活となる。東京大学医学部医学科卒業後、千葉西病院小児科、埼玉
医科大学小児心臓科での勤務、東京大学大学院医学系研究科博士課程での研究生活を経て、現職。専門は小児科学、当
事者研究。
【主な著作】「リハビリの夜」

（医学書院、2009 年）、「発達障害当事者研究」（共著、医学書院、2008 年）、「つながり
の作法」（共著、NHK 出版、2010 年）、
「痛みの哲学」（共著、青土社、2013 年）、
「みんなの当事者研究」（編
著、金剛出版、2017 年）、
「当事者研究と専門知」（編著、金剛出版、2018 年）、
「当事者研究をはじめよう」
（編著、金剛出版、2019 年）、「当事者研究」
（岩波書店、2020 年）

