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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 26 年 6 月）

・最近の動きについて
・生活保護に関する調査について

○小児精神医療委員会
日時：6 月 1 日（日）
場所：学会事務所

・第 110 回学術総会シンポジウムについて

・各班からの報告

会議室

議題：1．第 110 回学術総会ワークショップについて

○プレスセミナー

2．代議員総会での活動報告について

日時：6 月 11 日（水）

3．札幌研修会について

場所：TKP 大手町カンファレンスセンター

4．広島研修会について
5．関連委員会の取り組みについて情報共有

○専門医制度試験委員会
日時：6 月 15 日（日）

○理事長・業務執行理事会議（WEB 会議）
日時：6 月 2 日（月）
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．次回理事会（6 月 25 日）の議題について

○薬事委員会
日時：6 月 15 日（日）

○精神科七者懇談会「平成 26 年度第 1 回総会」
日時：6 月 5 日（木）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．厚生労働省挨拶・情報提供

場所：学会事務所

会議室

議題：1．理事会の承認状況等の報告
2．ゼプリオンに関する検討
3．第 110 回学術総会ワークショップについて

2．前回総会議事録（案）の承認
3．各団体からの報告

○理事会議事運営会議（WEB 会議）
日時：6 月 16 日（月）
場所：学会事務所

○法委員会
日時：6 月 7 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．次回理事会（6 月 25 日）の議題について

会議室

議題：1．水俣病問題について
2．道路交通法改正について

○情報システム委員会（WEB 会議）
日時：6 月 17 日（火）

・ガイドラインについて

場所：学会事務所

・第 110 回学術総会の教育講演とシンポ

議題：1．試験問題作成システムについて

ジウムについて

会議室

2．ログイン時の画面遷移について
3．パスワード再設定機能について

○精神医療・保健福祉システム委員会
日時：6 月 8 日（日）
場所：学会事務所

会議室

4．学会事務所におけるメール送受信について
5．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

議題：1．各班での話し合い
2．全体会議

○専門医制度試験委員会

・前回議事録の確認

日時：6 月 21 日（土）

・理事会での確認事項について

場所：学会事務所

会議室
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議題：1．第 6 回認定試験について

場所：パシフィコ横浜

会議センター 301＋302

議題：1．代議員総会成立宣言
○ PCN 編集委員会

2．議長の選出

日時：6 月 21 日（土）

3．開会挨拶

場所：学会事務所

4．副議長の選出

会議室

議題：1．新 Field Editor の紹介
2．2013 年度年次報告
3．PCN editorial report について

5．理事長一般報告
6．平成 25 年度事業報告，収支決算および財産
目録

4．投稿時の Field 選択状況報告

7．諸規則の変更

5．Abstract の和訳について

8．精神科医師の倫理綱領

6．PCN Frontier Review の報告

9．精神科専門医制度規則施行細則の変更

7．PCN リーフレットの報告

10．次々々期（第 113 回）総会会長の選任
および総会会場の選定
11．平成 26 年度事業計画および収支予算に

○専門医制度試験委員会
日時：6 月 22 日（日）
場所：学会事務所

ついて

会議室

12．委員会活動報告

議題：1．第 6 回認定試験について
○男女共同参画委員会
○専門医制度卒後研修委員会

日時：6 月 26 日（木）

日時：6 月 22 日（日）

場所：パシフィコ横浜

場所：学会事務所

議題：1．シンポジウムについて

会議室

議題：1．前回議事録の承認
2．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

会議センター 316

2．男女共同参画推進宣言および記者会見に
ついて
3．今後の活動方針および計画

3．指導医講習会について
○倫理委員会

4．研修手帳審査

日時：6 月 27 日（金）
○精神科薬物療法研修運営委員会

会議センター 318

議題：1．倫理指針の見直しについて

日時：6 月 25 日（土）
場所：パシフィコ横浜

場所：パシフィコ横浜

会議センター 316

議題：1．書類審査の実施
2．その他承認事項

・
「疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究
に関する倫理指針の見直しに係る合同
会議」について
・
「臨床研究に係る制度の在り方に関する
検討会」について

○理事会
日時：6 月 25 日（水）
場所：パシフィコ横浜

2．今後の委員会の活動計画について
会議センター 311＋312

議題：1．組織運営関連

○ ECT・rTMS 等検討委員会

2．総会関連

日時：6 月 27 日（金）

3．委員会関連

場所：パシフィコ横浜

会議センター 317

議題：1．前回議事録の確認
○平成 26 年度

代議員総会

日時：6 月 25 日（水）

2．平成 26 年度の講習会について
3．MECTA 社 ECT 機器の輸入の進捗状況に
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ついて

○専門医制度「指導医講習会」

4．rTMS について進捗状況の報告

日時：6 月 28 日（土）
場所：パシフィコ横浜

会議センター 301 304

○代議員選挙管理委員会
日時：6 月 27 日（金）
場所：パシフィコ横浜

○性同一性障害に関する委員会
会議センター 317

議題：1．今後の代議員選挙ついて

日時：6 月 28 日（土）
場所：パシフィコ横浜

会議センター 316

議題：1．前回議事録案の確認
○平成 26 年度

会員報告会

日時：6 月 28 日（土）
場所：パシフィコ横浜

2．患者調査について
3．ホルモン療法の手引きについて

会議センター 503

議題：1．代議員総会成立宣言

○専門医制度生涯教育委員会

2．議長の選出

日時：6 月 28 日（土）

3．開会挨拶

場所：パシフィコ横浜

4．副議長の選出

議題：1．ポイント認定団体審査（新規）

会議センター 317

5．理事長一般報告

2．平成 26 年度委員会活動方針について

6．平成 25 年度事業報告，
収支決算および財産

3．専門医更新ポイント（WPA）について

目録
7．諸規則の変更

4．専門医認定機構の動向について
5．専門医更新審査等

8．精神科医師の倫理綱領
9．精神科専門医制度規則施行細則の変更
10．次々々期（第 113 回）総会会長の選任
および総会会場の選定
11．平成 26 年度事業計画および収支予算に
ついて
12．委員会活動報告

○専門医制度「生涯教育研修会」
日時：6 月 29 日（日）
場所：パシフィコ横浜

会議センター 501＋502

