公益社団法人

日本精神神経学会

The Japanese Society of Psychiatry and Neurology
理事長よりご挨拶
本学会の基本理念は、1. 倫理的配慮のもと精神医学の発展に
寄与する、2. 患者の人権を尊重して、精神保健・医療・福祉の質
的向上に貢献する、3. 会員相互の研鑽・点検の機能を果たすこ
とです。
本学会は、長年にわたる会員の不断の努力によって、
「精神医
学の発展」では、レジストリー研究をはじめとする精神医学研究
の推進やそれに伴う倫理指針の整備が、
「会員相互の研鑽・点
検」では、専門医制度の整備、学会の国際化、和文誌や英文誌の
充実、ガイドライン事業などが着実に進められてきました。
一方、
「精神保健・医療・福祉の質的向上」については、まだ
多くの課題が残されています。その解決は容易ではありません
が、本学会がそれに立ち向かう強い意志と道筋を示していくこと
が重要です。そのためには、精神科医療における当事者・家族と
のパートナーシップを基本として、精神科医療の質の向上、精神
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的な健康推進や疾患予防などの精神保
健についての取り組みを前進させると
ともに、学会からの様々な発信も必要と
考えます。加えて、精神保健に関する実
態調査を含めた疫学研究への着手、専
門医制度におけるサブスペシャリティ
の認定、専門医試験の出題元となる精
神科テキストブックの編纂、ガイドライ
ン事業の普及啓発、学会誌のさらなる
充実、女性会員や若手会員の学会活動
促進などにも取り組んでいく予定です。
精神医学・精神科医療には多くの課題がありますが、学会理
念に基づいて、解決に向けた取り組みを着実に前進させていき
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たいと考えます。
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2022

第 118 回日本精神神経学会学術総会

第 118 回日本精神神経学会学術総会を2022 年 6月16日～ 18日の3日間にわたり、福岡市の福岡国際会議場お
よび福岡サンパレスホテル＆ホールで開催いたします。
「変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学 －Psychiatric Perspectives of the Changing World and Minds －」
を大会テーマに開催させていただきます。
第 116 回（仙台）
、117 回（京都）総会に引き続き、新型コロナウイルスの影響を見守りながらの大会開催になりま
すが、多くの皆様にとって有意義な大会となりますよう努めて参ります。
●

大会テーマ： 変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学
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川嵜 弘詔

期：2022 年 6月16日
（木）～

18日（土）
場：福岡国際会議場／福岡サンパレスホテル＆ホール
長：川嵜 弘詔（福岡大学医学部精神医学教室 教授）
会

長：冨松

愈（九州精神科病院協会 会長）

徳永 雄一郎（医療法人社団新光会 不知火病院 理事長）
●

主催事務局：福岡大学医学部精神医学教室

●

運営事務局：株式会社 JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部内

〒814-0180 福岡県福岡市城南区七隈 7-45-1

〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜 1-1-35-4F
TEL：092-751-3244 FAX：092-751-3250
E-mail：jspn118@jtbcom.co.jp

総会ＵＲＬ： https://www.jspn118.org/

●

第 118 回学術総会告知ポスター

研修医・医学部生も演題応募が可能です！

第 119 回

日本精神神経学会学術総会

2023

市民公開講座も同時開催予定です！

会 期：2023 年 6月22日（木）～ 24日（土）
会 場：パシフィコ横浜
会 長：伊豫 雅臣（千葉大学大学院医学研究院精神医学 教授）

https://www.jspn.or.jp/

画像提供：パシフィコ横浜
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The Japanese Society of Psychiatry and Neurology

学会活動のご紹介
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報

e ラーニングコンテンツのご案内

学会 WEB サイトにて新型コロナウイルス感染症に関する情報
を公開しています。学会から発信しているメンタルヘルスに関
する指針や提言、他団体の情報やリンク集など、随時更新を
行っておりますので、ぜひご活用ください。

どこでも、いつでも、精神医学・医療の最新知識に触れること
ができるコンテンツとしてeラーニングの拡充を図っています。
一部コンテンツを除き視聴は無料、精神科専門医の方は聴講
後に受講料をお支払い頂くことで更新のための単位を取得可
能です。※視聴は会員の方に限られます。
新しく検索システムをリリースし、テーマやカテゴリでコンテン
ツを検索できるようになりました。

オンライン研修会開催中
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンライン配信
を活用した研修会を開催しています。精神科専門医の更新の
ための単位を取得することも可能です。※参加資格は研修会
によって異なります。

掲載コンテンツ（例）

開催している研修会（例）

●

教育講演（過去の学術総会で講演されたもの）

小児精神医療研修会

●

認知症診療スキルアップ講座

●

精神科面接の基本：よりよい治療関係をめざして

●

刑事精神鑑定の基礎

●

「精神科臨床における多職種チームの活かし方」フォーラム

●
●

ECT 講習会

●

反復経頭蓋磁気刺激（rTMS）講習会

そのほか、開催については学会ホームページにてお知らせしています

学会刊行 機関誌

学会ホームページのバナーから閲覧いただけます

精神神経学雑誌

Psychiatry and Clinical Neurosciences

創刊：1902（明治 35）年
※
「神経学雑誌」として創刊、
その後 1935（昭和 10）年に
「精神神経学雑誌」に改称

●

●

リニューアル
しました

●

年 12 号発行
※在庫がある場合、
1 部 1,500 円＋送料で直販可能

Impact Factor 5.188
(2020 Journal Citation Reports,
Clarivate Analytics)

●

投稿条件：特になし

投稿条件：特になし

（The Japanese Society of Psychiatry and Neurology）

理事長 久住 一郎

（北海道大学大学院医学研究院精神医学教室 教授）

所在地 〒113-0033
東京都文京区本郷 2-38-4 本郷弓町ビル

TEL
03-3814-2991
FAX
03-3814-2992
E-mail info@jspn.or.jp
URL

https://www.jspn.or.jp

年会費 15,000 円（入会金無し）

学会ホームページ
QRコード

学会ホームページ内「学会案内」「入会・各種手続き」のページから入会手続きを行ってください。
ご入会をお待ちしております。
▼

ご入会を
ご希望される方へ

年 12 号発行

●

※投稿料は無料です
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