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■ 学会活動報告
学会活動日誌（平成 24年 10月）
○精神神経学雑誌編集委員会

6. 臨床研修見直しの動きについて
7. その他
8. 次回開催日について

日時：10月 6日（土）
場所：学会事務所

会議室

○精神科七者懇談会「総会」
日時 10月 18日（木）

○理事会議事運営会議

場所：学会事務所 会議室

日時：10月 6日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. 平成 24年度第 5回理事会の議題について
2. その他

議題：1. 開会の挨拶
2. 厚生労働省挨拶・情報提供
3. 書記選出
4. 前回「総会」議事録（案）の承認
5. 各団体からの報告

○医療・研究倫理委員会内「研究倫理部会」

6. 各委員会からの報告

日時：10月 8日（月・祝）

7. その他

場所：学会事務所

8. 次回会議の日程調整

会議室

議題：1. 精神医学研究倫理綱領の改訂
（案）
について
2. その他

○専門医制度委員会内「資格・研修施設認定委員会」

3. 次回委員会について

日時：10月 20日（土）
場所：学会事務所 会議室

○精神科病名検討連絡会

議題：1. 委員会の方向性について

日時：10月 12日（金）

2. 申請書添付の研修プログラムについて

場所：学会事務所

3. 指導医委嘱期間延長について

会議室

議題：1. 議長，議事録署名人（書記）の選出

4. 単科精神科病院の定義について

2. 前回連絡会の議事録承認

5. 専門医制研修施設更新料について

3. う つ 病 関 連 用 語（主 に 病 名）の ガ イ ド

6. 更新料の督促について

ライン（案）の提示

7. その他

4. 他学会からのガイドライン（案）の検討
5. 次回連絡会予定について

○ PCN 編集委員会（事務局会議）
日時：10月 21日（日）

○精神科七者懇談会「卒後研修問題委員会」
日時：10月 12日（金）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. 書記選出

場所：学会事務所 会議室
議題：1. Frontier Review について
2. Reference への DOI 情報の追加について
3. 査読遅延防止策について

2. 前回委員会議事録承認について

4. Statistical advisersへの相談方法について

3. 他科の医師への精神科に関するアンケー

5. Author Guidelines について

ト調査の進捗状況
4. 指導医のアンケート調査資料の最終検討
5. 今年度の臨床研修指導医講習会について

6. Virtual Issue について
7. その他
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○学会のあり方委員会内「情報システム部会」

3. その他

日時：10月 21日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. eラーニングの公開スケジュールについて

○薬事委員会
日時：10月 27日（土）

2. 視聴後の設問について

場所：学会事務所 会議室

3. 専門医ポイントの付与に関する表記について

議題：1. ラボナとメジバールについて

4. 動画配信について

2. ジプレキサ筋作用10㎎の保険適合について

5. 動画視聴完了後，設問への回答に必要な

3. 供給停止予定品目の検討について

パスワードについて
6. 画面デザインについて

4. その他
5. 次回委員会について

7. その他
○利益相反委員会
○情報管理委員会

日時：10月 27日（土）

日時：10月 21日（日）

場所：学会事務所 会議室

場所：学会事務所

議題：1. 利益相反申告の実施状況について

会議室

議題：1. 8月 12日（日）学 会 事 務 局（フ ァ イ ル
サーバ）視察および 9月 2日（日）
コンピュータ会社視察について
2. 文書保管倉庫会社との文書寄託基本契約書
に関して
3. 情報管理内部規定の策定に関するコンサル
ティング業者の検討について

1）前回利益相反申告の実施状況（申告
実施率）
2）前回学術総会におけるスライド開示
状況
3）今回役員等の申告の進捗状況
2. 次回審査委員会について
3. シンポジウム等教育啓発活動について

4. その他

1）JAPhM ed セミナーおよび企業動向

5. 次回委員会について

2）次回学術総会でのシンポジウム等
3）ホームページの整備，
英文誌投稿規定

○内科系学会社会保険連合「第 112回例会」
日時：10月 23日（火）
場所：東海大学校友会館
議題：1. 平成 24年度診療報酬改定の総括
2. 内科系技術評価に関する経過報告

の対応等
4. 日本医学会・精神科関連団体等他団体と
の連携について
5. その他
6. 次回委員会について

3. 領域別関連委員会の報告
4. 新規加盟の件について

○教育問題委員会内「精神療法作業部会」

5. 横断的課題に関する委員会委員の推薦

日時：10月 27日（土）

6. 三保連の件について

場所：学会事務所 会議室

7. 平成 26年度診療報酬改定の件

議題：1. テキスト原稿に関する意見交換

8. その他

2. 次回総会のシンポジウムについて
3. 次年度教育研修セミナーについて

○内科系学会社会保険連合「精神科関連委員会」
日時：10月 23日（火）

4. 映像教材について
5. その他

場所：東海大学校友会館
議題：1. 委員長の選任
2. 平成 26年 4月診療報酬改定について

調整枠
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○精神保健に関する委員会
日時：10月 28日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. 厚生労働省労働衛生課との意見交換
2. 次回総会におけるシンポジウムについて
3. その他
4. 次回委員会について

