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■ 学会活動報告 
2．専門研修プログラム整備基準（案）の作成

学会活動日誌（平成 27 年 1 月）

3．専門医更新要件（案）の作成

○学術総会企画委員会
日時：1 月 10 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 111 回学術総会

○司法精神医学委員会「第 3 回司法精神医学研修会」
日時：1 月 12 日（月・祝）
場所：一橋大学

一橋講堂

・指定演題採択状況について
・一般演題応募状況について
・事前参加登録について
2．WPA Regional Congress Osaka に関する
検討

○法・倫理部門会議（WEB 会議）
日時：1 月 13 日（火）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．各委員会の意見交換と情報共有

3．第 112 回学術総会 会場の追加について
4．第 114 回学術総会 会長所信表明について
5．第 115 回学術総会 会場仮押さえ状況に

○精神科七者懇談会「卒後研修問題委員会」
日時：1 月 16 日（金）
場所：学会事務所

ついて

会議室

議題：1．前回議事録承認について
○精神神経学雑誌編集委員会

2．日本専門医機構が進める専門医制度と

日時：1 月 10 日（土）
場所：学会事務所

本学会の対応について

会議室

3．卒前教育と初期臨床研修の動きについて
4．ワーキンググループの動きについて
・各委員からの情報，現状報告等

○国際・広報・出版部門会議
日時：1 月 10 日（土）
場所：学会事務所

5．臨床研修指導医講習会について

会議室

議題：1．各委員長からの説明と意見交換

○精神医学・医療奨励賞選考委員会

・委員会活動について

日時：1 月 17 日（土）

・各委員会の来期の活動予定について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．平成 26 年度精神医学奨励賞・精神医療
奨励賞の選考

○理事長・業務執行理事会議，理事会議事運営会議
合同（WEB 会議）
日時：1 月 10 日（土）
場所：学会事務所

会議室他

議題：1．次回理事会（1 月 17 日）の議題について

○理事会
日時：1 月 17 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．組織運営関連
○専門医制度整備委員会，常任委員会合同
日時：1 月 11 日（日）
場所：学会事務所

2．総会関連
3．委員会関連

会議室

議題：1．日本専門医機構関連

○災害支援委員会

・会員への周知文案について

日時：1 月 18 日（日）

・臨時社員総会の報告

場所：学会事務所

会議室
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議題：1．前回議事録の確認

2．共通症例および説明資料作成マニュアル

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

の作成
3．「受験者の手引」の改訂について
4．過去問集原稿の校閲

4．第 111 回学術総会における企画
5．DPAT プロジェクトの進捗報告
6．ガイドライン作成の進捗報告
・各国状況質問案の確認
7．平成 27 年度事業計画，予算案決定
○専門医制度合同委員会

○庶務部門会議
日時：1 月 18 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．各委員会の意見交換と情報共有
○情報システム委員会（WEB 会議）

日時：1 月 18 日（日）

日時：1 月 20 日（火）

場所：ホテル機山館

場所：学会事務所

議題：1．新しい専門医制度について

議題：1．納品システム一覧について

会議室他

・説明と質疑応答

2．専門医関連のシステム開発について

・会員周知用の文書について

3．会員専用ページ登録数と e ラーニング

2．専門研修プログラム整備基準（案）について
○専門医制度整備委員会

アクセス数の報告
○精神科七者懇談会「法とシステム委員会」

日時：1 月 18 日（日）

日時：1 月 23 日（金）

場所：ホテル機山館

場所：学会事務所

議題：1．専門研修プログラム整備基準（案）について

議題：1．各団体からの連絡事項

2．1 月 17 日理事会での質疑について
3．専門医更新要件（案）について

会議室

2．長期入院精神障害者の地域移行に向けた
具体的方策に係る検討会について

4．指導医について

3．精神保健福祉法の改正後の問題について

5．研修施設について

4．特定秘密保護法の適性調査について

6．第 111 回学術総会シンポジウムについて

5．道路交通法改正後の問題について

7．会員周知用の文書について
○精神保健従事者団体懇談会

8．今後の課題

日時：1 月 24 日（土）
場所：ホテル機山館

○専門医制度生涯教育委員会
日時：1 月 18 日（日）
場所：学会事務所

議題：1．各団体からの報告

会議室

2．精従懇規約変更の確認

議題：1．専門医資格更新審査等
2．ポイント認定団体

3．関連資料の検討等

新規申請審査

3．第 9 回生涯教育研修会について
4．日本専門医機構の動向について

○精神療法委員会
日時：1 月 24 日（土）
場所：学会事務所

○専門医制度試験委員会

会議室

議題：1．次年度研修会の立案

日時：1 月 18 日（日）

2．卒後研修委員会での動きについて

場所：学会事務所

3．テキスト進捗の確認

会議室

議題：1．筆記試験問題作成マニュアルの改訂

4．映像教材について
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・今後の方針について

○薬事委員会
日時：1 月 25 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認

○薬事委員会「向精神薬の副作用診断・治療マニュアル
タスクフォース班」

2．ゼプリオンの適性使用について

日時：1 月 31 日（土）

3．ラミクタール錠，適正使用のお願いに

場所：学会事務所

ついて

会議室

議題：1．向精神薬の副作用モニタリング・対応マ
ニュアルの改訂

○精神保健福祉法特別委員会
日時：1 月 25 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．法改正 1 年後の実態調査について

2．薬物療法研修の e ラーニング作成
3．BPSD に対応する向精神薬作用ガイドラ
インについて
4．ラミクタール錠，添付文書の改訂について

2．認知症患者の強制入院制度について
3．第 111 回学術総会シンポジウムについて

○ ECT・rTMS 等検討委員会
日時：1 月 31 日（土）

○精神医療・精神医学情報センター運営委員会
日時：1 月 30 日（金）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．情報センターの活動報告
2．収集した精神医療・精神医学関連情報の
ホームページ等掲載について
3．ガイドラインの作成に関するマニュアル
について
・関連資料の資料収集と検討

場所：学会事務所

会議室

議題：1．rTMS について
・アンケートについて
2．2 月 28 日 ECT 講習会（東京）について
3．第 111 回学術総会について
4．MECTA 社機器導入について
5．来年度活動計画
・講習会について

