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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 26 年 4 月）
○情報システム委員会（WEB 会議）
日時：4 月 1 日（火）
場所：学会事務所

○理事会議事運営会議
日時：4 月 5 日（土）
場所：学会事務所

議題：1．次回理事会（5 月 17 日）の議題について

会議室他

議題：1．パスワード再設定の機能について
2．会員専用ページ登録数と e ラーニング
アクセス数の報告

○心理技術職の国家資格化に関する委員会，精神科七者
懇談会「心理職の国家資格化問題委員会」合同
日時：4 月 6 日（日）
場所：学会事務所

○精神神経学雑誌編集委員会
日時：4 月 5 日（土）
場所：学会事務所

会議室

会議室

議題：1．3 月 29 日厚生労働省との懇談について
2．要望書の提出について

会議室
○精神科薬物療法研修特別委員会
日時：4 月 6 日（日）

○ PCN 編集委員会
日時：4 月 5 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．運営委員会より：今後の運用について報告

会議室

議題：1．PCN editorial report について
2．2015〜2017 年の出版費用について

会議室

2．研修コンテンツについて
3．今後のスケジュールについて

3．2015 年からの号数について
4．ベンチマークの決定（報告）

○法委員会

5．FE 追加募集について

日時：4 月 12 日（土）

6．General のフィールドについて

場所：学会事務所

7．Editorial の執筆について

議題：1．水俣病問題について

会議室

8．PCN Frontier Review について

2．道交法改正問題と新刑罰について

9．HP 改修について報告

3．特定秘密保護法における適性評価制度に
反対する見解について

○専門医制度整備委員会

4．第 110 回学術総会について

日時：4 月 5 日（土）

5．精神保健福祉法改正の諸問題について

場所：学会事務所

6．袴田事件について

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．日本専門医制評価・認定機構，日本専門医

7．平成 27 年 WPA Regional Congress に
ついて

機構（仮称）の動向
3．専門研修基幹施設の要件について

○精神保健福祉法特別委員会
日時：4 月 13 日（日）

○理事長・業務執行理事会議
日時：4 月 5 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．次回理事会（5 月 17 日）の議題について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．41 条見解の修正について
3．今後の進め方について
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○精神医療・保健福祉システム委員会
日時：4 月 13 日（日）
場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 6 回認定試験について

会議室

議題：1．理事会からの報告

○専門医制度生涯教育委員会

2．第 110 回学術総会シンポジウムについて

日時：4 月 20 日（日）

3．精神保健福祉法改正について

場所：学会事務所

4．生活保護に関する調査について

議題：1．ポイント認定団体審査（新規）

会議室

5．地域医療・介護総合確保推進法案について

2．平成 26 年度委員会活動方針について

6．各班からの報告

3．専門医更新審査等

7．平成 26 年度の活動目標について
○司法精神医学委員会
日時：4 月 20 日（日）

○薬事委員会
日時：4 月 19 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．前回議事録の確認

会議室

議題：1．理事会の報告
2．学会 HP への「コンサータ錠適正流通管理
委員会」へのリンク掲載について

会議室

2．第 1 回研修会の総括とアンケート結果の
分析
3．第 2 回研修会の日時・場所の決定

3．リタリン散 1％に関する検討

4．第 110 回学術総会ワークショップについて

4．第 110 回学術総会の委員会提案演題に

5．学術総会会期中の委員会開催について

ついて
5．ゼプリオンに関する検討
6．リチウムの血中濃度測定に関する検討

○精神科七者懇談会「卒後研修問題委員会」
日時：4 月 25 日（金）
場所：学会事務所

○学会諸規則委員会，代議員総会議事運営委員会合同

会議室

議題：1．書記選出

日時：4 月 19 日（土）

2．前回議事録承認について

場所：学会事務所

3．次回臨床研修見直しの動きについて

会議室

議題：1．学会諸規則委員会からの提案
2．次回の代議員総会の運営について

・審議会等の動きについて
・ワーキンググループについて
・各委員からの情報・現状報告等

○利益相反委員会

4．今後の対応について

日時：4 月 19 日（土）
場所：学会事務所

5．今年度の指導医講習会について

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．
「臨床研究の利益相反（COI）に関する指針」
の細則改訂について
3．論文未掲載における企業広告への利用
について

○アンチスティグマ委員会
日時：4 月 26 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 110 回学術総会シンポジウムに関して
2．ワーキンググループの確認と報告

4．
「うつの痛み」論文問題について
5．日本医学会 COI 指針について

○学術総会企画委員会
日時：4 月 26 日（土）

○専門医制度試験委員会
日時：4 月 20 日（日）

場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 110 回学術総会関連
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○精神科薬物療法研修委員会

・プログラム集，抄録集の進捗について

日時：4 月 27 日（日）

・プログラム追加について

場所：学会事務所

・優秀発表賞の運用について

議題：1．研修会運営に関する検討

会議室

・事前参加登録推移の確認

2．研修コンテンツについて

・日本医師会認定産業医研修会について

3．e ラーニングテスト問題の作成期日に

・アンケートの実施について
2．非会員演者（国内）の謝金・参加登録費に
関する規程について
3．My Schedule の運用方法について

ついて

