精 神 経 誌（2013）115 巻 2 号

204

■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 24 年 12 月）

日時：12 月 1 日（土）
場所：学会事務所

○ PCN 編集委員会
日時：12 月 1 日（土）
場所：学会事務所

○利益相反委員会

会議室

議題：1．編集委員の増員について

会議室

議題：1．利益相反自己申告書類の審査について
2．その他
3．次回委員会について

2．海外の編集委員の増員について
3．PCN Frontier Review について

○理事会議事運営会議

4．Author Guidelines の変更について

日時：12 月 1 日（土）

5．Short Communication の取り扱いについて

場所：学会事務所

6．Virtual Issue の提案

議題：1．平成 24 年度第 6 回理事会の議題について

7．編集委員への Editorial 執筆依頼について

会議室

2．その他

8．日本医学雑誌編集者会議：総会・シンポジ
ウムの報告
9．福岡総会での若手に向けた論文投稿ワー
クショップの企画について

○情報管理委員会
日時：12 月 2 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．JIS Q 15001（P マーク）取得に向けた

10．その他

コンサルティング業者コンペ
○フォリア賞選考部会

2．情報管理状況に関する回答書について

日時：12 月 1 日（土）

3．その他

場所：学会事務所

4．次回委員会について

会議室

議題：2012 年度フォリア賞選考結果について
○心理技術職の国家資格化に関する委員会
日時：12 月 2 日（日）

○薬事委員会
日時：12 月 1 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．新委員の紹介

会議室

議題：1．ジプレキサ筋注用について
2．第 3 回供給停止予定品目について

会議室

2．平成 24 年 12 月 6 日医療心理師国家資格
制度協議会について

3．その他

3．情報交換

4．次回委員会について

4．
「利益相反（COI）に関する自己申告の
お願い」について

○精神神経学雑誌編集委員会
日時：12 月 1 日（土）
場所：学会事務所

会議室

5．その他
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○精神科七者懇談会「精神科卒後研修問題委員会」

○専門医制度委員会内「生涯教育委員会」

日時：12 月 7 日（金）

日時：12 月 16 日（日）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室

議題：1．書記選出

会議室

議題：1．E ラーニングについて

2．前回議事録の承認

2．専門医更新関連事項について

3．他科の医師への精神科に関するアンケート

3．ポイント認定団体審査

調査の進捗状況

4．第 7 回生涯教育研修会について

4．指導医のアンケート調査について

5．研修医向けサマースクールについて

5．今年度の七者懇臨床研修指導医講習会に

6．専門医更新関連各種審査

ついて

7．その他

6．臨床研修見直しの動きについて
1）審議会等の動きについて
2）各委員からの情報・現状報告等

○薬事委員会内「向精神薬の副作用診断・治療ガイド
ラインタスクフォース」

7．その他

日時：12 月 22 日（土）

8．次回委員会について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．本会議の設置について
○精神保健従事者団体懇談会「定例会」
日時：12 月 8 日（土）
場所：学会事務所

2．今後の進め方について
3．その他

会議室

議題：1．各団体の経過報告

○精神保健に関する委員会

2．監事の選任等の確認

日時：12 月 22 日（土）

3．学習会「精神保健福祉法の改正に向けて」

場所：学会事務所

について

会議室

議題：1．自殺予防対策にかかる研修事業について

4．精神保健福祉法の改正に向けた検討状況
5．「医療保護入院患者の保護者に関する
調査」報告

2．東日本大震災前後の都道府県の自殺率の
比較について
3．精神障害の労災認定新基準の概略と課題
4．メンタルヘルスチェック実施事例の検討

6．意見交換

5．
「日常臨床における自殺予防の手引き」に
○精神医療・精神医学情報センター設立準備委員会
日時：12 月 9 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．次回理事会に提案する「精神医療・精神
医学情報センター」の大枠について
2．ICD 11 の情報の収集・整理について
3．今後の方針
4．その他
5．次回委員会について

ついて
6．精神疾患の治療期間と療養補償の期間に
関する研究・調査
7．その他
8．次回委員会について
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○教育問題委員会

精神療法作業部会

○精神科用語検討委員会

日時：12 月 22 日（土）

日時：12 月 28 日（金）

場所：学会事務所

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

精神科病名検討連絡会

会議室

議題：1．議長・議事録署名人（書記）の選出

2．第 109 回学術総会シンポジウムについて

2．前回議事録の承認

3．次年度教育研修セミナーについて

3．他学会からの「ガイドライン案」の検討

4．映像教材について

4．次回連絡会の開催予定について

5．その他
○教育問題委員会

小児精神医療作業部会

日時：12 月 23 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．研修ガイドブックの現状
2．ビジュアルコンテンツ制作の進行報告
3．総会での委員会セミナーについて
4．次年度における研修会の開催について
5．その他
○東日本大震災特別委員会

支援計画策定部会

日時：12 月 23 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．委員長選出
2．委員の増員について
3．特別委員会資料の確認
4．災害精神医学研修の推進について
5．被災県における研修事業の検討
6．災害準備性の改善に関する検討
7．第 109 回福岡総会におけるワークショップ
の研修内容の策定
8．災害委員会（常設）の活動方針について
9．次回委員会について

