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■ 学会活動報告
学会活動日誌（平成 24年 5月)
○専門医制度委員会内「試験委員会」

場所：学会事務所 会議室
議題：1. 前回議事録の承認について
2. 指導医講習会（札幌）のスケジュール案

日時：5月 12日（土）
，13日（日）

について

場所：学会事務所 会議室

3. 指導医講習会の今後の日程について

議題：1. 4月 22日委員会議事録承認

4. テキスト作成の見積もりと印刷会社につ

2. 第 4回新規試験について
3. 今後のスケジュール

いて
5. 研修開始申請書の遅延について
6. 大学からの非認定研修施設への出向の取

○心理技術職の国家資格化に関する委員会

り扱いについて

日時：5月 12日（土）

7. 専門医に対するアンケートについて

場所：学会事務所 会議室

8. 本委員会からの提案のシンポジウムにつ

議題：1. 議題と配布資料確認
2. 委員会報告について
3. 七者懇見解について

いて
9. 研修手帳の審査
10. 次回委員会の開催について

4. 推進協からの報告
1）3・27院内集会について
2）今年度の活動について

○理事会
日時：5月 23日（水）

5. その他の情報交換

場所：札幌コンベンションセンター H 会場

6. 次期の活動について

議題：1. 組織運営関連

7. その他

2. 総会関連
3. 委員会関連

○専門医制度委員会内「常任委員会」

4. その他

日時：5月 16日（水）
場所：学会事務所 会議室
議題：1. 専門医更新審査報告

○評議員会
日時：5月 23日（水）

2. ポイント申請について

場所：札幌コンベンションセンター A 会場

3. その他

議題：1. 理事長一般報告
2. 平成 23年度事業報告，収支決算および

○理事長補佐会議

財産目録について

日時：5月 16日（水）

3. 監事報告

場所：学会事務所 会議室

4. 平成 24年度事業計画および収支予算に

議題：1. 平成 23年度第 9回理事会の議題につい
て
2. その他

ついて
5. 111回総会会長・副会長の選出について
6. 評議員選挙管理委員会からの報告
7. 委員会活動報告

○専門医制度委員会内「卒後研修委員会」
日時：5月 20日（日）

8. 理事および監事の選出について
9. 精神科専門医規則および細則の改定につ
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10. 理事会よりの提案議題
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3. 倫理綱領の検討継続
4. ブレインバンク倫理指針」に関する，

11. 評議員よりの提案議題
12. その他
○専門医制度委員会「指導医講習会」

その後の経緯
5. その他
○国際委員会

日時：5月 23日（水）

日時：5月 25日（金）

場所：札幌コンベンションセンター A 会場

場所：札幌産業振興センター セミナールーム 5
議題：1. 平成 23年度活動報告について

○アンチスティグマ委員会
日時：5月 24日（木）

2. 平成 24年度活動計画予算案について
3. 英文 HP アップグレード業者依頼につい

場所：札幌産業振興センター セミナールーム 5
議題：1. 108，109回総会シンポジウムについて
2. 前回委員会以降の活動状況について

て
4. 昨年度海外招聘者からの要望について
5. 日本精神神経学会国際化プロモーション

3. WPA アンチスティグマ分科会国際会議
の報告

について
6. 第 109回 Fellowship Award 募集テーマ

4. その他

について
7. その他の課題，今後の日程について

○ECT 検討委員会
日時：5月 24日（木）
場所：札幌コンベンションセンター 106会議室

○多職種協働委員会
日時：5月 26日（土）
場所：札幌コンベンションセンター 103会議室

○教育に関する委員会内「精神療法作業部会」

議題：1. 108，109回総会シンポジウムについて

日時：5月 24日（木）

2. 精神医療奨励賞推薦の件

場所：札幌コンベンションセンター 特別控室 2

3. 今後の活動の方向性について
4. 今後の日程について

○専門医制度委員会内「卒後研修委員会」
日時：5月 24日（木）
場所：札幌コンベンションセンター
セミナールーム 5
議題：1. 5月 23日指導医講習会の報告
2. 次回指導医講習会の日時決定
3. テキストについて
4. 次回委員会開催予定について

○通常総会
日時：5月 26日（土）
場所：札幌コンベンションセンター A 会場
議題：1. 理事長一般報告
2. 平成 23年度事業報告，財務諸表等につ
いて
3. 監事報告
4. 平成 24年度事業計画および収支予算に

○研究倫理委員会

ついて

日時：5月 25日（金）

5. 第 111回総会会長・副会長の承認

場所：札幌コンベンションセンター 106会議室

6. 評議員選挙管理委員会からの報告

議題：1. 委員会報告および活動評価委員会アンケ

7. 委員会活動報告

ートに関する確認
2. 今後の新体制下での本委員会の活動につ
いて

8. 理事および監事の承認について
9. 専門医制度規則および細則の改定につい
て
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10. 理事会，評議員会よりの提案議題
11. その他

○専門医制度委員会「生涯教育研修会」
日時：5月 27日（日）
場所：札幌コンベンションセンター C 会場

○理事会
日時：5月 26日（土）
場所：札幌コンベンションセンター K 会場
議題：1. 新理事長の選出

○精神科七者懇談会
心理職の国家資格化問題委員会」
日時：5月 31日（木）

2. 新理事会等の運営について

場所：学会事務所 会議室

3. 副理事長と財務担当理事の選出

議題：1. 配布資料の確認

4. 委員会について

2. 前回議事録の確認

5. 次回理事会，評議員会，通常総会につい

3. 3月 27日集会，現況，情報交換について

て
6. 通常総会での会員からの意見の取扱いに
ついて
7. その他

4. 委員会見解の検討と取り扱いについて
5. 委員会の存続，各団体委員の確定，委員
長の交替について
6. 今後の方針について
7. その他

○専門医制度委員会内「生涯教育委員会」
日時：5月 26日（土）

○精神科病名検討連絡会

場所：札幌市内

日時：5月 31日（木）

議題：1. 今後の委員会および専門医更新審査日程

場所：学会事務所 会議室

について

議題：1. 議長，議事録署名人（書記）の選出

2. 専門医更新審査結果報告

2. 第 3回連絡会の議事録の承認

3. 新規ポイント認定団体審査

3. うつ病関連用語（主に病名）のガイドラ

4. ポイント申請について
5. その他

イン（案）の検討
4. 次回開催について

