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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 26 年 10 月）

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

○精神科七者懇談会「平成 26 年度第 2 回総会」

2．その他決定事項

日時：10 月 2 日（木）
場所：剛堂会館

会議室

議題：1．厚生労働省挨拶・情報提供

○精神科医・精神科医療の実態把握・将来計画に関する
委員会

2．前回総会議事録（案）の承認

日時：10 月 11 日（土）

3．各団体からの報告

場所：学会事務所

4．各委員会からの報告

議題：1．前回議事録について

会議室

2．第 111 回学術総会のシンポジウムについて
○精神神経学雑誌編集委員会

3．
「精神科医の勤務状況に関する調査」
の論文

日時：10 月 4 日（土）
場所：学会事務所

会議室

化について
4．調査について
5．来年度の予算について

○ ECT・rTMS 等検討委員会
日時：10 月 4 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録について
2．第 2 回 ECT 講習会（札幌）の報告

○法委員会
日時：10 月 11 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認

3．第 3 回 ECT 講習会の開催予定

2．水俣病の新通知について

4．平成 27 年度講習会の予定

3．運転免許証問題ガイドラインについて

5．酒井医療との話し合いについて

4．道交法改正問題の報告書のまとめについて

6．MECTA 社機器導入について

5．特定秘密保護法の適性調査について

7．rTMS について

6．第 111 回学術総会のシンポジウムについて

8．第 111 回学術総会のシンポジウムについて

7．来年度の予算について

9．新委員の追加について
○ WPA Regional 大会準備委員会
○理事長・業務執行理事会議（WEB 会議）

日時：10 月 12 日（日）

日時：10 月 4 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．プログラムに関する検討

会議室他

議題：1．次回理事会（11 月 15 日）の議題について

会議室

2．広告・後援等プログラム以外の事項に
関する検討

○精神療法委員会「第 9 回精神科面接の基本研修会」

3．プログラム委員に関する最終確認

日時：10 月 5 日（日）

4．記録集の作成について

場所：大阪大学中之島センター

5．今後のスケジュールについて

○精神科薬物療法研修運営委員会

○精神医療・保健福祉システム委員会

日時：10 月 5 日（日）

日時：10 月 12 日（日）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室

会議室
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議題：1．各班での話し合い

○ ICD⊖11 委員会
日時：10 月 23 日（木）

2．全体会議
・前回議事録の確認

場所：学会事務所

・理事会からの連絡

議題：1．前回議事録の承認

・第 110 回学術総会シンポジウム（法 41
条関連）の反省

会議室

2．精神病性障害関連の翻訳作業の進捗に
ついて

・第 111 回学術総会シンポジウムについて

3．2015 年 WPA Regional Congress について

・「長期入院者の地域移行に向けた具体的

4．センター会議について

方策の今後の方向性」について
・各班からの報告
○専門医制度整備委員会

5．インターネット使用障害について
6．来年度の委員会予算案について
○ PCN 編集委員会

日時：10 月 12 日（日）

日時：10 月 25 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室

議題：1．日米の精神科臨床研修からみえること
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」
ヒアリングについて

会議室

議題：1．PCN 契約書について
2．投稿数を増やす対策について
3．WPA Regional congress について
4．第 111 回学術総会の企画について

・第 1 回基本領域連携委員会について

5．PCN Frontier Review について

・専門研修プログラム整備基準作成

6．COI 申告書について

3．第 111 回学術総会のシンポジウムについて

7．PCN editorial report の報告

4．来年度の予算について

8．来年度の予算について
9．PCN 広告について

○情報管理委員会（WEB 会議）
日時：10 月 15 日（水）
場所：学会事務所

会議室他

議題：1．データの遠隔保管について
2．プライバシーマークの更新について

○専門医制度整備委員会
日時：10 月 26 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．専門研修プログラム整備基準作成

○専門医制度常任委員会

3．専門医および指導医の更新条件について

日時：10 月 19 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．「専門医の認定・更新に関するアンケート」
ヒアリングについて
2．専門研修整備基準作成の進捗状況について
3．
「日本がん治療認定医機構」
日本専門医機構
入社の件
4．専門医研修に関する実態調査について

○災害支援委員会
日時：10 月 26 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．平成 26 年度事業計画の進捗確認
3．WPA Regional Congress Osaka における
企画
4．第 111 回学術総会における企画

○精神科薬物療法研修会「e ラーニング研修会」

・ワークショップとシンポジウムについて

日時：10 月 19 日（日）

5．DPAT プロジェクトの進捗報告

場所：本郷ファーストビル 8 F 大会議室

6．ガイドライン作成の進捗報告
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7．来年度の事業計画・予算案について

○情報システム委員会（WEB 会議）
日時：10 月 28 日（火）
場所：学会事務所

○司法精神医学委員会
日時：10 月 26 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．議事録案の承認
2．第 3 回研修会の準備状況について
3．第 111 回学術総会について
4．「臨床医のための司法精神医学入門」に
ついて

会議室他

議題：1．納品システム一覧について
2．専門医関連のシステム開発について
3．SSL3.0 の脆弱性について
4．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

