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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 26 年 11 月）
○精神神経学雑誌編集委員会
日時：11 月 1 日（土）
場所：学会事務所

会議室

○薬事委員会
日時：11 月 8 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．デポ剤のガイドラインについて
・ゼプリオンの安全な使用のための提言
について

○専門医制度資格・研修施設認定委員会
日時：11 月 1 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認

・修正案についての検討
3．ベルソムラについて
4．第 111 回学術総会シンポジウムについて

2．指導医，研修施設の新規・更新申請の受付
状況報告

○医療経済委員会

3．平成 25 年度実績報告書について

日時：11 月 8 日（土）

4．日本専門医機構の動向について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認
○理事長・業務執行理事会議，理事会議事運営会議

2．厚生労働省保険局医療課訪問の報告
3．平成 28 年 4 月診療報酬改定に向けて

合同（WEB 会議）
日時：11 月 1 日（土）
場所：学会事務所

会議室他

議題：1．次回理事会（11 月 15 日）の議題について

○国際委員会
日時：11 月 9 日（日）
場所：学会事務所

○専門医制度試験委員会

会議室

議題：1．前回議事録の承認

日時：11 月 2 日（日）

2．平成 26 年委員会活動と予算執行状況の報告

場所：学会事務所

3．WPA EC 選挙の結果について

会議室

議題：1．今後の認定試験スケジュールについて

4．平成 27 年度委員会活動計画と予算について

2．試験問題作成システムについて

5．WPA Regional Congress Osaka 準備報告

3．Q & A について

6．各賞の選考
7．Fellowship Award 受賞者自己紹介シート
の確認

○学術総会企画委員会
日時：11 月 3 日（月・祝）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 112 回，113 回学術総会の業者選定コンペ
2．来年度の予算申請について
3．委員の交代について
4．第 111 回学術総会について
5．第 110 回学術総会のアンケート結果に
ついて

8．International Symposium の抄録登録に
ついて
9．第 112 回 Fellowship Award 募集テーマに
ついて
10．International Symposium 日本人発表者の
公募について
11．国際アドバイザーの追加委嘱に関する検討

精 神 経 誌（2015）117 巻 1 号

72

○専門医制度常任委員会

○サマースクール実行委員会

日時：11 月 9 日（日）

日時：11 月 15 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．第 7 回精神科専門医認定試験の実施会場

会議室

議題：1．平成 26 年度の反省，改善点など
2．平成 27 年度の開催について検討

について
3．専門研修整備基準（案）のヒアリング結果
報告

○出版委員会
日時：11 月 15 日（土）

4．日本専門医機構の動向についての会員への

場所：学会事務所

会議室

周知
5．専門医制度に関する連携の要望書について
6．専門医データベース作成のお願いについて

○精神医学奨励賞・精神医療奨励賞選考委員会
日時：11 月 15 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．奨励賞の評価方法について

○広報委員会
日時：11 月 9 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．ホームページ CMS 化とモバイルサイトに

○多職種協働委員会
日時：11 月 16 日（日）
場所：学会事務所

ついて
2．来年度の予算について
3．ホームページの年間更新スケジュールに
ついて

会議室

議題：1．前回議事録について
2．第 111 回学術総会シンポジウムについて
3．フォーラム開催について

4．百年史のホームページ掲載について

4．来年度の委員会予算について

5．一般向けコンテンツ「こころの病気」進捗

5．公認心理師について

状況について
6．ホームページの更新状況について
7．本学会と交流のある国際学会の取扱いに

○精神保健福祉法特別委員会
日時：11 月 16 日（日）
場所：学会事務所

ついて
8．メールマガジンの配信状況について
9．ICD 11 の進捗状況のメールマガジン配信
とホームページ掲載方法について

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．法改正 1 年後の実態調査について
3．認知症患者の強制入院制度について
4．第 111 回学術総会シンポジウムについて

○理事会

5．来年度の予算について

日時：11 月 15 日（土）
場所：学会事務所

6．今後の予定

会議室

議題：1．組織運営関連

○男女共同参画委員会

2．総会関連

日時：11 月 16 日（日）

3．委員会関連

場所：学会事務所

会議室

議題：1．定款・諸規定の変更について
2．男女共同参画推進宣言の呼びかけについて
3．第 111 回学術総会シンポジウムについて
4．来年度の委員会予算について
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○日本専門医機構「第 1 回社員総会」
日時：11 月 17 日（月）
場所：東京国際フォーラム

○情報システム委員会（WEB 会議）
日時：11 月 25 日（火）

会議室

場所：学会事務所

会議室他

議題：1．納品システム一覧の確認
○精神保健従事者団体懇談会

2．専門医関連のシステム開発について

日時：11 月 22 日（土）
場所：自治労会館

3．会員専用ページ登録数と e ラーニング

会議室

アクセス数の報告

議題：1．議事録の確認
○医療倫理委員会

2．各団体からの報告
3．地域移行に向けたその後の動き

日時：11 月 29 日（土）

4．政策の方向性と学習会の計画

場所：学会事務所

5．規約の改正について

議題：1．前回議事録の確認

会議室

2．倫理綱領の英訳について
○精神療法委員会

3．細則の作成について

日時：11 月 22 日（土）

4．第 111 回学術総会シンポジウムについて

場所：学会事務所

5．来年度の予算について

会議室

議題：1．第 111 回学術総会シンポジウムについて
○精神科薬物療法研修運営委員会

2．テキストの進捗状況報告
3．来年度の研修会について

日時：11 月 30 日（日）

4．映像教材の進捗報告

場所：学会事務所

5．来年度の予算について

議題：1．書類審査の実施

会議室

2．各種通知文の確認
○精神療法委員会「第 10 回精神科面接の基本研修会」
日時：11 月 23 日（日・祝）
場所：東京慈恵医科大学西新橋校

○小児精神医療委員会
大学 1 号館 5 階

日時：11 月 30 日（日）
場所：学会事務所

○代議員総会議事運営委員会

会議室

議題：1．委員会研修会（札幌）の報告

日時：11 月 23 日（日・祝）

2．委員会研修会（広島）の準備状況について

場所：学会事務所

3． 第 111 回 学 術 総 会 で の 委 員 会 ワ ー ク

会議室

議題：1．前回総会の反省
2．次回の代議員総会への改善点
3．来年度の予算について
4．1 月以降の理事会への委員の参加について
○専門医制度整備委員会
日時：11 月 24 日（月・祝）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 1 回日本専門医機構社員総会について
2．新専門医制度についてのお問合せ
3．第 111 回学術総会シンポジウムについて
4．専門研修プログラム整備基準について

ショップについて

