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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 26 年 9 月）
日時：9 月 1 日（月）

運営委員会

日時：9 月 9 日（火）
場所：学会事務所

○広報委員会
場所：学会事務所

○精神科薬物療法研修特別委員会
会議室

議題：1．処方実績調査・結果提出について

会議室

2．除外要件（ニ）申請について

議題：1．シンガポールの学会リンクバナー掲載に
ついて

3．面接審査結果について
4．会員からの問い合わせについて

2．アジア精神医学会（AFPA）のホームページ

5．今後についての確認事項他

掲載ついて
○理事長・業務執行理事会議，理事会議事運営会議

3．学会ホームページ関連
・お知らせスクロールバーの改修について

合同（WEB 会議）

・スマホサイトの構築ついて

日時：9 月 9 日（火）

4．一般向けコンテンツ「こころの病気」に

場所：学会事務所

会議室

議題：1．次回理事会（9 月 20 日）の議題について

ついて
5．ホームページ更新状況について
6．メールマガジンの配信状況について
7．WPA Regional Congress PR 用パンフ

○専門医制度卒後研修委員会
日時：9 月 13 日（土）
場所：学会事務所

レットについて

会議室

議題：1．前回議事録の承認
○精神神経学雑誌編集委員会

2．指導医講習会について

日時：9 月 6 日（土）

・6 月 28 日開催分のアンケート結果報告

場所：学会事務所

・平成 27 年度の指導医講習会について

会議室

・委嘱終了日別の受講率の報告
○精神科薬物療法研修特別委員会

運営委員会

日時：9 月 7 日（日）

3．研修手帳の審査結果報告
4．研修開始申請書の未提出者について

場所：学会事務所 会議室
議題：1．精神科専門医ではない精神科医のための
除外要件（二）に係る認定審査
2．その他決定事項
○専門医制度試験委員会

○精神療法委員会「第 7 回精神科面接の基本研修会」
日時：9 月 14 日（日）
場所：北海道大学医学部医学研究科フラテ大研修室
○小児精神医療委員会

日時：9 月 7 日（日）

日時：9 月 14 日（日）

場所：本郷ファーストビル

場所：学会事務所

議題：1．第 6 回認定試験について

議題：1．委員会研修会（札幌）についての運営に

会議室

ついて
○ ECT・rTMS 等検討委員会「第 2 回 ECT 講習会」
日時：9 月 7 日（日）
場所：ACU（札幌）

2．委員会研修会（広島）の準備状況について
3．第 111 回学術総会でのワークショップに
ついて
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○薬事委員会

○精神科薬物療法研修会「e ラーニング研修会」

日時：9 月 15 日（月・祝）

日時：9 月 21 日（日）

場所：学会事務所

場所：本郷ファーストビル

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．厚生労働省安全対策課訪問の報告

○専門医制度整備委員会

3．デポ剤のガイドライン最終案について

日時：9 月 23 日（火・祝）

4．自動車運転に関する添付文書の記載に

場所：学会事務所

ついて

会議室

議題：1．前回議事録の確認

5．CYP 遺伝子多型検査について
6．第 111 回学術総会シンポジウムについて

2．日本専門医機構関連
・専門医の認定・更新に関するアンケート
の提出について

○精神科七者懇談会「卒後研修問題委員会」
日時：9 月 19 日（金）
場所：学会事務所

・9 月 17 日専門研修プログラム整備基準
作成説明会を受けて

会議室

3．小児科専門医制度の専門研修プログラム

議題：1．前回議事録の確認

申請書について

2．卒前教育の現状について
3．卒後教育における大学病院の役割
4．卒後臨床研修制度ワーキンググループの
進行状況

○男女共同参画委員会
日時：9 月 25 日（木）
場所：参議院議員会館

会議室

議題：1．諸規則および定款変更について
○理事会

2．男女共同参画推進宣言の他学会への呼び

日時：9 月 20 日（土）
場所：学会事務所

かけについて

会議室

3．第 111 回学術総会シンポジウムについて

議題：1．組織運営関連

4．今後の日程について

2．総会関連
○精神科七者懇談会「法とシステム委員会」

3．委員会関連

日時：9 月 26 日（金）
場所：学会事務所

○精神保健福祉法特別委員会

議題：1．各団体からの連絡事項

日時：9 月 21 日（日）
場所：学会事務所

会議室

2．
「長期入院精神障害者の地域移行に向けた

会議室

議題：1．法改正 1 年後の実態調査について
2．日弁連との意見交換会について
3．第 111 回学術総会シンポジウムについて

具体的方策に係る検討会取りまとめ」に
ついて
3．精神保健福祉法について，改正後の問題点
4．道路交通法改正について

○精神科薬物療法研修特別委員会

運営委員会

5．特定秘密保護法について

日時：9 月 21 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．精神科専門医ではない精神科医のための
除外要件（二）に係る認定審査
2．その他決定事項

○精神保健従事者団体懇談会
日時：9 月 27 日（土）
場所：自治労会館 2 階会議室
議題：1．会則変更の承認
2．代表幹事・監事の選任
3．地域移行についてのディスカッション
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○専門医制度「指導医講習会」
日時：9 月 27 日（土）
場所：名古屋大学医学部附属病院

3．第 3 回研修会の準備に向けて
4．第 111 回学術総会について

中央診療棟 3 F

講堂

5．
「臨床医のための司法精神医学入門」に
ついて

○精神療法委員会「第 8 回精神科面接の基本研修会」

○情報システム委員会（WEB 会議）

日時：9 月 28 日（日）

日時：9 月 30 日（火）

場所：仙台市情報・産業プラザ セミナールーム（2）

場所：学会事務所

会議室他

議題：1．納品システム一覧について

A

2．WEB 会議システムについて
3．理事会で使用する PDF 資料について

○司法精神医学委員会
日時：9 月 28 日（日）

4．委員会資料管理（マイページ）機能について

場所：学会事務所

5．専門医関連のシステム開発について

会議室

議題：1．前回議事録の承認
2．第 2 回研修会の報告

6．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

