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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（平成 27 年 3 月）

日時：3 月 8 日（日）
場所：学会事務所

○男女共同参画推進委員会
日時：3 月 1 日（日）
場所：学会事務所

○専門医制度常任委員会
会議室

議題：1．新専門医制度の更新要件について

会議室

2．研修施設のプログラムに関するアンケート

議題：1．定款，諸規定について

3．専門研修プログラム整備基準について

2．男女共同参画推進宣言の呼びかけについて

4．専門医関連システム構築について

3．男女共同参画推進関連資料の紹介

5．専門医制度各委員会の今後のタスク整理

4．第 111 回学術総会シンポジウムについて
○性同一性障害に関する委員会
日時：3 月 8 日（日）

○医療経済委員会
日時：3 月 1 日（日）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．今後の進め方について

会議室

議題：1．平成 28 年度診療報酬改定

医療技術評価

提案書の確認

会議室

2．前年度の委員会予算申請内容の検討
3．第 111 回学術総会シンポジウムについて

2．
「説明と同意」調査に関する報告
○ WPA Regional 大会準備委員会
○精神神経学雑誌編集委員会

日時：3 月 8 日（日）

日時：3 月 7 日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所

議題：1．採択演題と日程表の最終確認

会議室

会議室

2．Leaderʼs Round Table の企画について
○専門医制度整備委員会
日時：3 月 7 日（土）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．新専門医制度の更新要件について

3．今後のプログラム集，抄録集について
・校正，納品等のスケジュール
4．予算最新版の検討
5．広告，書籍展示と応募状況について

2．研修施設のプログラムに関するアンケート

6．コングレスバッグの検討

3．専門研修プログラム整備基準について

7．事前参加登録申し込み状況

4．専門医関連システム構築について

8．今後のスケジュールについて

5．専門医制度各委員会の今後のタスク整理
○ PCN 編集委員会
○理事長・業務執行理事会議，理事会議事運営会議

日時：3 月 8 日（日）

合同（WEB 会議）

場所：学会事務所

日時：3 月 7 日（土）
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．新編集事務局員の紹介
2．2014 年引用データについて
3．PCN Editorial Report
4．Special Issue について
5．受理論文の紹介
6．PCN Frontier Review について
7．COI について
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○情報システム委員会（WEB 会議）

3．倫理審査

日時：3 月 10 日（火）
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
2．代議員選挙，理事選挙のシステム化の経過
報告

○学術総会企画委員会
日時：3 月 21 日（土・祝）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 111 回学術総会，WPA Regional Con-

3．研修施設実績報告書のオンライン化について
4．専門医システムについて

gress 関連

5．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

報告・検討事項

2．第 112 回学術総会プログラム委員委嘱に
ついて
3．第 114 回学術総会会長所信表明について
4．2019 年以降（第 115 回学術総会以降）の
開催候補地について

○精神科薬物療法研修会「e ラーニング研修会」
日時：3 月 15 日（日）
場所：本郷ファーストビル

○理事会
日時：3 月 21 日（土・祝）
場所：学会事務所

○薬事委員会
日時：3 月 15 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．前年度委員会活動報告について

会議室

議題：1．組織運営関連
2．総会関連
3．委員会関連

2．ゼプリオン議論のご紹介について
3．ラミクタール錠，適正使用のお願いに
ついて

○専門医制度整備委員会
日時：3 月 22 日（日）

4．クロザリル適正使用委員会
・震災等災害時のクロザリル処方について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．日本専門医機構社員総会の報告
2．新専門医制度の更新要件について

○多職種協働委員会「多職種フォーラム」

3．専門研修プログラム整備基準について

日時：3 月 15 日（日）

4．会員からの意見受付について

場所：NTT 東日本関東病院カンファレンスルーム

5．専門医制度各委員会の今後のスケジュール
について

○ ICD⊖11 委員会
日時：3 月 20 日（金）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．厚生労働省 ICD 11 委員会報告
2．ICD 11 関連資料の翻訳状況
3．ICD 11 ネットワーク会議について

○専門医制度生涯教育委員会
日時：3 月 22 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．専門医資格更新審査等
新規申請審査

2．ポイント認定団体
3．日本専門医機構関連

○倫理委員会
日時：3 月 21 日（土・祝）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．新しい倫理指針の公布を受け，シンポジウム
テーマについて
2．倫理委員会の審査対象についての検討

○専門医制度試験委員会
日時：3 月 22 日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1．過去問集について
2．第 7 回認定試験について
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○精神療法委員会

日時：3 月 22 日（日）

日時：3 月 28 日（土）

場所：本郷ファーストビル

場所：学会事務所

議題：1．前回議事録の確認

議題：1．2015 年度の研修会の具体化

会議室

2．第 111 回学術総会シンポジウムについて

2．映像教材の進捗について

3．法改正 1 年後の実態調査について

3．テキストの進捗について

4．3 年後の見直しに向けての学会見解に

4．今期末のまとめのディスカッションと来期

ついて
○精神保健従事者団体懇談会

にむけて
○小児精神医療委員会「第 4 回小児精神医療研修会」

日時：3 月 28 日（土）

日時：3 月 29 日（日）

場所：自治労会館

場所：広仁会館（広島大学病院敷地内）

議題：1．各団体からの報告
2．精従懇規約変更の確認

