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■ 学会活動報告
学会活動日誌（平成 24年 9月）
○広報委員会

日時：9月 1日（土）
場所：学会事務所 会議室

日時：9月 1日（土）
場所：学会事務所

○精神科用語検討委員会

議題：1. 新委員会の体制について

会議室

1）委員について

議題：1. ホームページリニューアルについて

2）委員長の選出

2. コンテンツの組み方、募集方法について
3. 会員サイト登録者数増加の対応について

3）今年度の計画について
2. その他
3. 次回委員会の開催予定について

○精神神経学雑誌編集委員会
日時：9月 1日（土）
場所：学会事務所

会議室

○専門医制度委員会内「試験委員会」
日時：9月 2日（日）
場所：学会事務所 会議室

○薬事委員会

議題：1. 第 4回新規試験について

日時：9月 1日（土）

2. 過去問集の作成について

場所：学会事務所

3. 今後のスケジュールについて

会議室

議題：1. 今期委員会の立ち上げについて
1）前期委員会委員の継続について

○教育に関する委員会内「児童思春期部会」

2）委員長の互選について

日時：9月 2日（日）

3）今年度の委員会の方針決定について

場所：学会事務所 会議室

2. 当学会から承認を要望した医薬品に対す

議題：1. 児童青年精神医学研修ガイドブックについて

る厚生労働省「精神・神経 WG」による

2. ビジュアル・コンテンツについて

評価について

3. 次回委員会の開催予定について

3. リチウム濃度の検査態勢の整備推進につ
いて

○専門医制度委員会内「生涯教育委員会」

4. 次回委員会の開催予定について

日時：9月 2日（日）

5. その他

場所：学会事務所 会議室
議題：1. 委員の継続確認および委員長の互選について

○利益相反委員会

2. E ラーニングについて

日時：9月 1日（土）

3. 専門医更新について

場所：学会事務所

4. ポイント認定団体審査等について

会議室

議題：1. 今期委員会の立ち上げについて

5. 平成 24年度活動方針等について

1）前期委員会委員の継続について

6. 細則変更のお知らせについて

2）委員長の互選について

7. その他

3）今年度の委員会の方針決定について
2. 学会発表内容の商業目的の利用の許諾に
ついて
3. 次回委員会の開催予定について
4. その他
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○精神科医療政策に関する委員会

3. 専門医の認定証について

日時：9月 7日（金）

4. 専門医試験の報告と今後の課題

場所：学会事務所

5. 専門医更新について

会議室

議題：1. 今年度の委員会の進め方とテーマについて
2. 委員長の選任

1）更新審査延期者の専門医有効期限に
ついて

3. こころの健康基本法について

2）更新申請の流れについて（HP 掲載）

4. 5疾病 5事業に関わる精神科医療計画に

3）ポイント認定団体の募集ページ更新

ついて

（HP 掲載）

5. 精神保健福祉法の改定に向けた議論の
進め方について

4）細則変更（ケースレポートの廃止）
のお知らせ（HP と学会誌掲載）
6. サブスペシャリティの学会との関係につ

○法委員会

いて（老年精神医学会への対応を含む）

日時：9月 8日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. 新たな体制について
2. 水俣病問題の当委員会見解の公表と記者
会見の報告
3. 運転免許証のヒアリングについて
4. 医療観察法の調査について

7. 医学生・研修医への働きかけについて
1）研修医向けのサマースクールの開催
2）新人の学術総会への招待
3）研修医向けのホームページの開設
8. 研修施設訪問調査対象施設の推薦依頼と
手引きについて
9. その他

5. 来年度学術総会シンポジウムについて
6. その他

○医療経済委員会

7. 次回委員会の開催予定について

日時：9月 9日（日）
場所：学会事務所 会議室

○精神医療・保健福祉システム委員会

議題：1. 今期委員会の立ち上げについて

日時：9月 8日（土）

1）前期委員会委員の継続について

場所：学会事務所

2）委員長の互選について

会議室

議題：1. 前回の議事録の承認

3）今年度の委員会の方針決定について

2. 理事会からの報告

2. 平成26年度診療報酬改正へ向けての要望

3. 保護者制度に関しての全国調査について

3. 次回委員会の開催予定について

4. 5疾病 5事業各地の報告と調査に向けて

4. その他

5. 障害者制度改革について
6. 次年度学術総会での委員会企画シンポジ
ウムについて

○専門医制度委員会内「卒後研修委員会」
日時：9月 9日（日）

7. その他

場所：学会事務所 会議室

8. 次回委員会の開催予定について

議題：1. 書記選出
2. 前回議事録承認

○専門医制度委員会内「常任委員会」

3. 委員の確認および委員長の選出について

日時：9月 9日（日）

4. 指導医講習会開催準備状況について

場所：学会事務所

5. 専門医研修開始申請書提出遅延に関する

会議室

議題：1. 専門医制度常任委員会の方針検討（開催
日等の枠組みも含めて）
2. 専門医広告について

件について
6. テキスト作成についての委員会決定
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7. Q&A お よ び 症 例 報 告 作 成 の 手 引 き の
改訂について

2. テキスト出版に関する学会理事会の承認、
編集作業の確認

8. 研修手帳改訂の準備委員会

3. 今後の予定について

9. 次回手帳審査の時期と手順について

4. その他

10. 専門医へのアンケート調査結果について
の報告と検討

○多職種協働委員会

11. その他

日時：9月 17日（月・祝）

12. 次回委員会の開催予定について

場所：学会事務所 会議室
議題：1. 次年度学術総会シンポジウムの企画について

○理事会

2. 今後の活動の方向性

日時：9月 15日（土）
場所：学会事務所

1）東日本大震災特別委員会・日本精神

会議室

神経学会の活動全般について

議題：1. 組織運営関連

2）多職種協働の観点から提言

2. 総会関連

3. その他

3. 委員会関連

4. 今後の委員会予定について

4. その他
○学会のあり方検討委員会内「情報システム部会」
○学術総会企画委員会

（第 109回運営本部・関連業者・情報システム部会

日時：9月 15日（土）

打ち合わせ）

場所：学会事務所

日時：9月 18日（火）

会議室

議題：1. 第 110回学術総会

運営事務局コンペの

日程について

場所：九州大学＋web 会議（学会事務所

会議室）

議題：1. 次年度学術総会打ち合わせ

2. 同時通訳業者のコンペについて

1）全体スケジュールについて

3. その他

2）演題登録システムフローについて

4. 次回委員会について

3）演題登録システムスケジュールおよび
役割分担について

○精神保健に関する委員会

4）緊急連絡網について

日時：9月 16日（日）

5）査読者リストについて

場所：学会事務所

6）自動配信メール文言について

会議室

議題：1. 前回の委員会議事録承認
2. 労働安全衛生法に対する学会としての

7）入稿データ形式について
8）見積書について

見解の報告
3. 自殺予防の手引きクイックリファレンス
（案）について

○精神医療・精神医学情報センター設立準備委員会
日時：9月 22日（土）

4. 自殺予防の手引き（案）について

場所：学会事務所 会議室

5. 次年度学術総会シンポジウム案の検討

議題：1. 精神医療・精神医学情報センター設立

6. 次回委員会の開催予定について

準備委員会について
2. その他

○教育に関する委員会内「精神鑑定部会」
日時：9月 16日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. 次年度学術総会でのプログラムの具体化

3. 次回委員会について
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○教育に関する委員会内「精神療法部会」
日時：9月 22日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. テキスト原稿に関する意見交換
2. 相見積もり結果検討

3. WHO Global Clinical Partnership Network（GCPN）について
4. 委員長選挙について
5. 今後の活動予定
6. その他

3. 次年度シンポジウム詳細について
4. 次年度教育研修セミナー詳細について

○精神保健従事者団体懇談会

5. 全国研修会詳細について

日時：9月 29日（土）

6. 映像教材第 1巻デモテープの視聴

場所：学会事務所

会議室

議題：1. 各団体からの報告等について
○ 精 神 科 医・精 神 科 医 療 の 実 態 把 握・将 来 計 画 に
関する委員会

2. ホームページのデザインおよび公表する
内容の決定

日時：9月 23日（日）

3. 精神保健福祉に関する動向について

場所：学会事務所

4. 他の動向について

会議室

議題：1. 新たな体制（委員長の互選・担当理事）
について

1）9月 14日に障がい者制度改革推進会
議差別禁止部会（7月から障害者政策

2. 精神科医の勤務状況に関する調査について
3. 来年度学会シンポジウムについて

委員会の部会に変更）
2）警察庁の「一定の病気等に係る運転

4. 今後の委員会開催予定

免許制度の有り方に関する有識者会

5. その他

議」で提言の素案について
5. その他

○ ICD−11委員会
日時：9月 26日（水）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. 前回からの進展について
2. WHO の動向について

○専門医制度委員会「指導医講習会」
日時：平成 24年 9月 30日（日）
場所：九州大学医学部

百年講堂

大ホール

