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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 27 年 2 月）
○ WPA Regional 大会準備委員会
日時：2 月 1 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．演題登録進捗状況について

○精神科薬物療法研修運営委員会
日時：2 月 1 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）に係る認定レポート審査
2．各種通知文の確認

2．査読方法，スケジュールについて
3．Leaderʼs Round Table の企画について

○専門医制度「指導医講習会」

4．ポスター発表について

日時：2 月 1 日（日）

5．一部演題に関する講演日時および司会者

場所：明治大学アカデミーホール

の検討
6．優秀発表賞の一次選考について

○精神保健・医療・福祉部門会議

7．プログラム集，抄録集について

日時：2 月 7 日（土）

8．広告応募状況について

場所：学会事務所

9．書籍展示の趣意書案について

議題：1．各委員会の意見交換，情報共有

会議室

10．宿泊情報の提供について
○精神神経学雑誌編集委員会
日時：2 月 7 日（土）

○国際委員会
日時：2 月 1 日（日）
場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室

会議室

議題：1．前回議事録の承認

○広報委員会

2．平成 26 年度委員会活動，予算執行状況報告

日時：2 月 7 日（土）

3．平成 27 年度委員会活動計画，予算について

場所：学会事務所

4．国際学会発表賞の選考者確認

議題：1．ホームページリニューアルについて

5．WPA Osaka International Symposium
日本人発表者の選考

会議室

2．こころの病気コンテンツ進捗報告および
執筆候補者決定

6．WPA Regional Congress Osaka 準備報告

3．学会パンフレット作成について

7．Asian Round Table，WCAP について

4．来年度プレスセミナーについて

8．第 112 回 Fellowship Award 募集詳細決定

5．ホームページ更新状況について

9．WPA との協働に関する討論

6．メールマガジンの配信状況について
7．日本医学会総会の周知について

○小児精神医療委員会

8．昨年の取材対応報告

日時：2 月 1 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．3 月 29 日研修会（広島）について

○学術・教育部門会議
日時：2 月 7 日（土）

2．第 111 回学術総会ワークショップについて

場所：学会事務所

3．次年度の研修会開催予定地の決定

議題：1．各委員会の意見交換，情報共有

会議室
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○理事長・業務執行理事会議（WEB 会議）

○法委員会

日時：2 月 7 日（土）

日時：2 月 14 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

会議室他

議題：1．次回理事会（3 月 21 日）の議題について

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．原発事故における精神科医の役割について

○精神保健に関する委員会

3．道路交通法改正の実施状況の問題について

日時：2 月 8 日（日）

4．認知症への新たな道交法改正案について

場所：学会事務所

5．特定秘密保護法の適性評価について

会議室

議題：1．労働安全衛生法に基づくストレスチェック

6．第 111 回学術総会シンポジウムについて

と面接指導マニュアル（案）について
2．編集委員会からの執筆依頼について
3．精神疾患の療養期間及び業務災害に関連

○精神医療・保健福祉システム委員会
日時：2 月 15 日（日）

した精神科医の役割に関するアンケート

場所：学会事務所

調査について

議題：1．「入院から地域への移行のあり方について

会議室

〜民間精神科病院の立場から〜」講演と質
疑応答（演者：櫻木章司先生）

○司法精神医学委員会
日時：2 月 8 日（日）

2．各班での話し合い

場所：学会事務所

3．全体会議

会議室

議題：1．議事録案の承認

・前回議事録の確認

2．第 3 回研修会（東京）の総括

・理事会からの連絡

3．第 4 回研修会の企画について

・第 111 回学術総会シンポジウムについて

4．第 111 回学術総会シンポジウムについて

・精神科病床の機能分化のあり方に関する
会員アンケートについて
・各班からの報告

○利益相反委員会
日時：2 月 11 日（水・祝）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認

○専門医制度資格・研修施設認定委員会
日時：2 月 15 日（日）

2．COI 自己申告書提出状況について

場所：学会事務所

3．今年度の COI 申告書発送について

議題：1．前回議事録の確認

4．COI 指針・細則の改定について
5．COI 自己申告書の審査方法について

会議室

2．実績報告書について
・平成 26 年度 実績報告書の結果
・オンライン化に関する検討

○精神科医・精神科医療の実態把握・将来計画に関す

3．指導医，研修施設の新規後期受付開始に
ついて

る委員会
日時：2 月 14 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．第 111 回学術総会のシンポジウムについて
3．「精神科医の勤務状況に関する調査」に
ついて

4．認定審査申請書，変更届，辞退届，実績報
告書の改訂について
5．指導医と研修施設の更新および新規認定
審査
6．来年度に予定される研修施設・指導医の
審査件数について
7．色紙，メールマガジン配信，ホームページ
掲載等の文案とスケジュールについて
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8．日本専門医機構関連の進捗状況報告

○精神科薬物療法研修運営委員会
日時：2 月 22 日（日）

○精神科七者懇談会「平成 26 年度第 3 回総会」
日時：2 月 19 日（木）
場所：剛堂会館

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）に係る認定面接審査

議題：1．警察庁より情報提供
・銃刀法施行規則の一部改正について
2．厚生労働省挨拶・情報提供

○専門医制度生涯教育委員会
日時：2 月 22 日（日）

・最近の精神保健福祉施策の動向について

場所：本郷ファーストビル 9 F

・職場のメンタルヘルス対策について

議題：1．専門医資格更新審査等

3．前回総会議事録（案）の承認

2．ポイント認定団体 新規・更新申請審査

4．新しい専門医制度について

3．第 9 回生涯教育研修会について

5．精神科医療安全士（仮称）資格制度創設に

4．各種ポイント認定について

ついて

5．日本専門医機構関連

6．各団体からの報告
7．各委員会からの報告

○ ECT・rTMS 等検討委員会「第 3 回 ECT 講習会」
日時：2 月 28 日（土）

○専門医制度整備委員会

場所：東京医科歯科大学 3 号館 3 F 医学科講義室

日時：2 月 21 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．プログラム整備基準に関する検討
2．専門医更新基準案に関する検討

○医療倫理委員会
日時：2 月 28 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前回議事録の確認
2．倫理綱領の英訳について
3．細則の作成について

