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学会の委員会 について
鹿島晴雄

日本精神神経学会副理事長

Har
uoKas
l
l
i
ma

本学会の活動 は精神医療か ら精神医学 にわた る
きわめて広い範囲に及んでいる.精神医療,精神
医学 は,社会の様々な面 に関与 し, またす ぐれて
学際的であ り,多面的な活動がよ り求 め られてい
るといえる.多 くの委員会が組織 され活発 に活動
してお り, また医療や医学の要請 により今後 も,
常設 の委員会やア ド･ホ ックの委員会が設置 され
てい くと思われ る. きめ細か に多様 な問題 に対応
するため,様々な委員会が設置 され,それぞれ活
動す ることは必要であ り当然であるが, また同時
に精神医療 ･精神医学 という大 きな枠の中で委員
会相互の連携 もます ます必要 になってきている.
本理事会では委員会間の横 の連携 を強めるために
部会制 を設 け,関連する委員会 を 7つの部会 にま
とめることとなった.7つの部会 と委員会 は下記
の とお りである.委員会の名称変更や新設,改組
などは今後 も行われてい くと考 えられ,以下 は昨
年末の時点の ものである.
Ⅰ.教育 ･学術部会 (
部会長 :鹿島晴雄)
教育委員会 (
児童精神科医育成 に関す る小委員
会)
,精神疾患ガイ ドライ ン委員会,精神科用
語検討委員会,精神神経学雑誌編集委員会 (
英
精神 医学 ･医療奨励
文雑誌 作業小 委 員会) ｢
賞 ｣選考委員会
Ⅰ
Ⅰ.精神科専門医関連部会 (
部会長 :鹿 島晴雄)
専門医制度委員会 ･常任委員会,資格 ･研修施
設認定委員会,試験委員会,生涯教育委員会,
地 区部会長委員会,評価 ･点検委員会
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
.精神保健 ･医療 ･福祉関連部会 (
部会長 :三
国雅彦)
精神保健 ･医療 ･福祉 システム検討委員会 (
宿
神医療 のあ り方 に関す る小委員会,精神障害者
の地域医療 とリハ ビリテー ションに関す る小委
員会), メンタルヘルスに関す る委員会,診療
報酬問題委員会

,

Ⅰ
Ⅴ.法 ･倫理問題関連部会 (
部会長 :中島豊爾)
法 ･倫理問題関連委員会, アンチステ ィグマ委
員会,性同一性障害 に関す る委員会
V.国際関連部会 (部会長 :岡崎祐士)
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1委員会
国際委員会 ,I
ⅤⅠ.庶務関連部会 (
部会長 :佐藤忠彦)
精神科の将来 と精神科医の育成 を検討す る委員
会,広報委員会,学会諸規則検討委員会,学会
のあ り方 に関す る検討委員会,心理技術者 の国
家資格化 に関す る委員会,学会出版局,評議員
選挙管理委員会
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各種 委員会 活動評 価委員会 (
委 員長 :山 口成
良)
各部会 は連絡調整機関 ともい うべ きもので,各
部会の状況 によ りその活動 はさまざまになされて
いる.私 は,教育 ･学術部会 を担当 させていただ
いている.各委員会の活動 は担当の理事 の方々 よ
り報告,紹介 され るが,部会 としては例 えば,用
語 の問題 はガイ ドラインと密接 に関連があ り,ガ
イ ドライ ンは教育委員会 と専門医制度委員会が扱
う教育 カ リキュラムや研修指針 と直接 に関係 して
い る. また部会間の連携 も重要であ り,例 えば精
神疾患ガイ ドライ ン委員会 は,ガイ ドライ ンの策
定 だけでな く,随時の改訂や発表 した後 のさまざ
まな意見や問題 に対す る対応 も重要な使命であ り
学会の渉外活動 との連携が必要 となる. また これ
らの各種委員会の活動 は,各種委員会活動評価委
員会 によ り,毎年評価 を受 け勧告,指導 を受 けて
い る.
以上,学会の委員会の体制 の概略 を紹介 させて
いただいた.
委員会活動 についてのご意見, ご批判 を自由に
お寄せいただければ と存 じます.

