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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 24 年 11 月）
○精神科七者懇談会「法とシステム委員会」

3．研修用ビジュアルコンテンツ企画案につ
いて
4．その他

日時：11 月 2 日（金）
場所：学会事務所

会議室

○精神神経学雑誌編集委員会

議題：1．前回議事録（案）の確認

日時：11 月 10 日（土）

2．各団体からの報告・連絡事項について

場所：学会事務所

会議室

3．運転免許証に関する最近の動きについて
4．水俣病認定義務づけを巡る 2 つの高裁
判決に関する日本精神神経学会見解について
5．看護師の特定能力の認証に関する医分類
行為と教育内容基準について
6．
「大阪地裁判決に関する『日本精神神経
学会』声明」の取扱いについて

○広報委員会
日時：11 月 10 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．ホームページリニューアルについて
2．会員専用ページ誘導について
3．コンテンツについて

7．精神保健福祉法改正の動き「医療保護入院
に関する議論のまとめ」「入院制度の改正
に係る提言（案）」について

○国際委員会
日時：11 月 10 日（土）

8．5 疾病 5 事業について

場所：学会事務所

9．その他

議題：1．平成 24 年度国際委員会活動報告について

10．次回委員会の開催予定について

会議室

2．平成 25 年度国際委員会活動計画予算案に
ついて
3．第 109 回学術総会 Fellowship 受賞者及び

○アンチスティグマ委員会
日時：11 月 4 日（日）
場所：学会事務所

国際学会発表賞受賞者決定

会議室

議題：1．心のバリアフリー研究会

4．若手国際学会発表賞募集の周知について
世界精神保健

連盟の近況報告
2．第 6 回 WPA アンチスティグマ分科会
国際会議について
3．第 109 回学術総会におけるシンポジウム
の企画について
4．次回委員会の開催予定について
○教育問題委員会内「小児精神医療作業部会」
日時：11 月 4 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 109 回学術総会における教育プログラム
の検討および申請について
2．児童青年精神医学研究用テキストについて

5．発表資格についての再検討
6．JSPN Fellowship Award チラシ作製・配
布および国際委員・評議員・代議員への呼
びかけについて
7．第 110 回 Fellowship Award 募集テーマに
ついて
8．その他
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○法委員会

○学術総会企画委員会

日時：11 月 10 日（土）

日時：11 月 11 日（日）

場所：ホテル機山館

場所：学会事務所

議題：1．警察庁交通局運転免許課からの「一定の

議題：1．第 110 回学術総会運営業者選定コンペの

病気を呈する等に係る運転免許のあり方に

会議室

実施

関する提言（10.25 提言）」について
2．第 109 回学術総会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」

3．医療観察法の調査について

日時：11 月 11 日（日）

4．仙台医療センター問題について

場所：学会事務所

5．大阪地裁判決，運転免許証問題の学会

議題：1．書記選出

見解について

会議室

2．前回議事録の承認

6．倫理委員会による新たな倫理綱領案について

3．指導医講習会開催準備状況について

7．その他

4．専門医研修開始申請書提出遅延について
5．テキスト作成についての理事会報告

○精神医療・保健福祉システム委員会
日時：11 月 10 日（土）

6．Q & A および症例報告作成の手引きの
改定について

場所：ホテル機山館

7．研修手帳改訂の準備委員会について

議題：1．前回議事録の承認

8．次回手帳審査の時期と手順について

2．理事会からの報告
3．医療保護入院調査のまとめについて
4．5 疾病 5 事業

各地の報告等

5．障害者制度改革について
6．その他

9．専門医へのアンケート調査結果について
の報告と検討
10．七者懇の新医師研修制度改定に際しての
アンケート調査について
11．その他
12．次回委員会の開催予定について

○理事会議事運営会議
日時：11 月 10 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

○平成 24 年度 第 5 回理事会
日時：11 月 17 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．組織運営関連

2．その他

2．学術総会関連
○医療経済委員会

3．委員会関連

日時：11 月 11 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．平成 26 年度診療報酬改正に向けて
1）本委員会委員と厚生労働省精神・障害
保健課との面談について
2）要望（案）について
2．次回委員会について
3．その他

4．その他
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○専門医制度委員会内「常任委員会」

○多職種協働委員会

日時：11 月 17 日（土）

日時：11 月 18 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録案の確認
2．E ラーニング開始に伴う細則改定について

会議室

議題：1．第 109 回学術総会シンポジウム企画進捗
確認

3．専門医広告について途中経過の報告

2．第108回学術総会シンポジウム論文について

4．専門医認定証のデザイン案検討

3．今後の活動の方向性について

5．専門医関連書類の保管期限について
6．医学生・研修医への働きかけについて

1）各委員会での活動について
2）多職種協働テキストの出版

1）研修医向けのサマースクールの開催

4．その他

2）新人の学術総会への招待

5．次回委員会の開催予定について

3）研修医向けのホームページの開設
7．他団体からの臨床研修制度に関する要望書
について（紹介）

○選挙管理委員会
日時：11 月 19 日（月）
場所：学会事務所

8．その他

会議室

議題：1．前回議事録の確認
○精神科用語検討委員会

2．前回委員会以降の事務作業事項の報告

日時：11 月 17 日（土）

3．地区代議員定数について

場所：学会事務所

4．仮候補者の決定について

会議室

議題：1．前期委員会から今期委員会への引き継ぎ
事項について

1）仮候補者決定通知書と無効者への通知書文
について

2．議長，議事録署名人（書記）の選出

5．今後の手続き・作業・送付書類などについて

3．前回議事録の承認

6．次回委員会開催日程について

4．精神科病名検討連絡会の検討に関する

7．その他

報告
5．次回委員会の開催予定について

○教育問題委員会内「精神療法作業部会」
日時：11 月 24 日（土）

○精神科医療政策に関する委員会
日時：11 月 18 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認

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．第 109 回学術総会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

2．基本法について

4．映像教材について

3．5 疾病 5 事業 精神医療・保健福祉システム

5．その他

委員会との連携
4．その他
5．次回委員会の開催予定について
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○教育問題委員会内「司法精神医学作業部会」

○精神科病名検討連絡会

日時：11 月 25 日（日）

日時：11 月 30 日（金）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の承認

会議室

議題：1．議長，議事録署名人（書記）の選出

2．報告事項（理事会・プログラム委員会）

2．前回議事録の承認

3．第 109 回学術総会のシンポジウムについて

3．うつ病関連用語の「ガイドライン」
（案）

4．テキスト出版について
5．今後のスケジュール

の提示
4．他学会からの「ガイドライン案」の検討
5．今後の連絡会開催予定について

○ ICD⊖11 委員会
日時：11 月 30 日（金）
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．ICD 11 改訂の動向について
3．今後の活動予定について
4．その他

○日本専門医制評価・認定機構「専門医制度に関する
ヒアリング」
日時：11 月 30 日（金）
場所：日本専門医制評価・認定機構

会議室

