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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 25 年 1 月）

○法委員会
日時：1 月 12 日（土）
場所：学会事務所

○精神神経学雑誌編集委員会

会議室

議題：1．運転免許証問題のガイドラインについて

日時：1 月 5 日（土）

2．次回総会のシンポジウムについて

場所：学会事務所

3．仙台医療センター問題について

会議室

4．医療観察法に関する調査について
○理事会議事運営会議

5．大阪地裁判決について

日時：1 月 5 日（土）
場所：学会事務所

1）水俣問題について

会議室

議題：1．平成 24 年度第 6 回理事会の議題について

2）研究倫理新綱領について
6．その他

2．その他
○精神医療・保健福祉システム委員会
日時：1 月 12 日（土）

○ ICD⊖11 委員会
日時：1 月 11 日（金）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．前回の議事録の承認

会議室

議題：1．前回からの進展状況の報告
1）ICD 10 の 2013 年改正へ向けて
2）センター候補施設について
3）3 月 17 日（G. Reed 氏を招いて）

会議室

2．理事会からの報告
3．医療保護入院の調査報告の学会誌掲載に
ついて
4．5 疾病 5 事業について

センターネットワーク会議のプログラ

1）委員会による調査について

ムと予算について

2）自治体宛要望書について

4）JSPN 情報センターとの連携について

3）各地の報告

2．ICD 11 改訂の動向について

5．障害者制度改革について

3．精神科病名検討連絡会の動向について

6．その他

4．今後の活動予定
○薬事委員会内「向精神薬の副作用診断・治療ガイド

5．その他

ラインタスクフォース（仮称）」
○医療・研究倫理委員会

医療倫理部会

日時：1 月 12 日（土）

日時：1 月 11 日（金）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．対応マニュアルの作成にむけて

会議室

議題：1．部会長の確認
2．前期委員会での経過説明
3．今後の進め方について
4．その他

2．その他

会議室
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○専門医制度委員会内「生涯教育委員会」

8．精神科専門医認定試験について

日時：1 月 13 日（日）
場所：学会事務所

会議室

○平成 24 年度 第 6 回理事会
日時：1 月 19 日（土）

議題：1．E ラーニングについて
2．研修会申請（専門医ポイント）について

場所：学会事務所

3．専門医更新審査

議題：1．3 月 17 日開催 ICD 11 ネットワーク会議

会議室

の概要について

4．その他

2．組織運営関連
○精神科医療政策に関する委員会

3．総会関連

日時：1 月 13 日（日）

4．委員会関連

場所：学会事務所

5．その他

会議室

議題：1．前回議事録の確認
○専門医制度委員会内「試験委員会」

2．理事会報告について
3．基本法について

日時：1 月 20 日（日）

4．その他

場所：学会事務所

会議室

議題：1．過去問題集の作成について
○教育問題委員会

精神療法作業部会「研修会」

日時：1 月 14 日（月・祝）

2．試験システムプレゼンテーションについて
3．その他

場所：東京大学安田講堂
○専門医制度委員会内「卒後研修委員会」
○精神医学奨励賞・精神医療奨励賞選考部会

日時：1 月 20 日（日）

日時：1 月 19 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．書記選出

会議室

議題：平成 24 年度精神医学・医療奨励賞の審査

会議室

2．前回議事録承認
3．指導医講習会について

○専門医制度委員会内「常任委員会」

4．専門医研修開始申請書提出に関する問い
合わせについて

日時：1 月 19 日（土）
場所：学会事務所

会議室

5．研修手帳改訂について

議題：1．前回議事録案の確認

6．専門医アンケート追加調査の件について

2．精神科専門医認定証のデザインについて

7．テキスト印刷の件について

3．サブスペシャリティについて

8．その他

4．日本専門医制評価・認定機構からの専門
医制度における研修プログラム整備指針
（案）について
5．日本専門医制評価・認定機構

○教育に関する委員会

司法精神医学作業部会

日時：1 月 20 日（日）
第 2 回社員

総会案内について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．テキストの編集作業について

6．学会員からのご意見について

2．次回総会のシンポジウムについて

7．第 2 回専門医アンケートについて

3．今後の活動計画について

1）精神科専門医制度に関するアンケート
追加調査について
2）新規認定試験による専門医に対する
アンケート調査について
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○東日本大震災特別委員会

支援計画策定部会

○専門医制度委員会内「資格・研修施設認定委員会」

日時：1 月 20 日（日）

日時：1 月 27 日（日）

場所：東北大学分室（サピアタワー 10 階）

場所：学会事務所

議題：1．災害委員会（常設）の活動方針第一次案に

議題：1．単科精神科病院の定義について

ついて

会議室

2．実績報告書について

2．東日本大震災特別委員会情報交換会（第 1
次計画案）について
3．その他

3．研修施設申請書の要件必須項目について
4．認定失効から再申請までの期間について
5．後期受付について
6．失効通知について

○精神科病名検討連絡会

7．精神科専門医制度規則施行細則の変更に

日時：1 月 25 日（金）
場所：学会事務所

ついて

会議室

8．指導医を資格にするための流れについて

議題：1．議長，議事録署名人（書記）の選出

9．更新及び新規の研修施設と指導医の審査

2．前回連絡会の議事録承認
3．他学会からのガイドライン（案）の検討

○医療経済委員会
日時：1 月 27 日（日）

○精神保健従事者団体懇談会「定例会」
日時：1 月 26 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．各団体からの報告事項
2．精神保健福祉法の改正について
3．自動車運転による死傷事犯の罰則整備に
関する要望について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．内保連代表・副代表の報告
2．平成 26 年度診療報酬改定第一次提案書に
ついて
3．平成 24 年 12 月 25 日の厚労省との面談に
関して
4．その他

4．ホームページについて
○専門医制度委員会「指導医講習会」
○教育に関する委員会

精神療法部会

日時：1 月 26 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．研修会の反省と次回に向けて
2．来年度研修会の計画について
3．テキスト進捗状況の確認
4．ワークショップの進捗について報告
5．卒後研修委員会との交渉について
6．その他

日時：1 月 27 日（日）
場所：明治アカデミーホール

