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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（2019 年 5 月）
○専門医制度常任委員会
日時：5 月 4 日

3．アドボケーター・代理人について
4．身体拘束について
5．ガイドライン実施後の措置入院に関する
実態調査計画について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．機構から提示されたシーリング最終案に
ついての対応

6．精神保健福祉法改正について
7．精神保健指定医制度の見直しについて
8．日本弁護士連合会との意見交換会について
（今後の開催予定等）

○専門医制度常任委員会
日時：5 月 11 日

○薬事委員会

場所：学会事務所

会議室

議題：1．2020 年 4 月研修開始の専攻医募集定員に
ついて

日時：5 月 12 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．添付文書改訂について

2．2020 年度専門研修プログラムについて
3．第 115 回学術総会時の専門医制度報告会
について

2．患者の自動車運転に関する薬剤の添付文
書改訂について
3．内科医のベンゾジアゼピン系薬剤処方に
ついて

○精神神経学雑誌編集委員会
日時：5 月 11 日

4．ナルメフェン塩酸塩水和物の適正使用に
ついて

場所：学会事務所

会議室

5．小児 ADHD 新規治療薬（ビバンセカプセ
ル）について
6．第 115 回学術総会委員会企画について

○専門医試験委員会
日時：5 月 12 日

7．クロザピンの使用拡大に向けて

場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 11 回専門医認定試験について

○理事長・業務執行理事会議
日時：5 月 12 日

○精神医学研究推進委員会
日時：5 月 12 日

場所：学会事務所

会議室

議題：1．委員会関連

場所：ホテル機山館

2．組織関連

議題：1．レジストリの現状と今後について

3．他団体関連

2．提言について
3．当事者・家族の精神医学研究への期待：
聞き取り，アンケート調査

○精神科七者懇談会「第 1 回卒後研修問題委員会」
日時：5 月 17 日
場所：学会事務所

○精神保健福祉法委員会
日時：5 月 12 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．日本専門医機構報告について
2．2018 年度精神科七者懇談会「臨床研修指

会議室

議題：1．理事会報告
2．第 115 回学術総会委員会企画について

導医講習会」開催報告
3．今後の精神科七者懇談会
「臨床研修指導医
講習会」について
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○ガイドライン検討委員会

○精神科医・精神科医療の実態把握・将来計画に関する

「日本産科婦人科学会・日本精神神経学会合同

委員会

『精神疾患を合併した，或いは合併の可能性のある

日時：5 月 19 日

妊産婦の診療ガイドライン』作成連絡会」

場所：学会事務所

日時：5 月 18 日

議題：1．第 115 回学術総会委員会企画について

場所：文京シビックセンター
議題：1．COI の確認
2．担当箇所の修正
3．リーガルチェックについて

会議室

2．会員情報に基づいた精神科医の数・地理
的分布と勤務状況に関する実態調査につ
いて
3．オンライン精神科医療の現況

4．日本精神神経学会で作成中のガイドライン
について

○専門医研修委員会

5．ホームページの公開・出版形式について

日時：5 月 19 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．2019 年度研修手帳審査

○理事会
日時：5 月 18 日
場所：学会事務所

2．委員からの報告
会議室

議題：1．代議員総会関連
2．組織関連

3．研修における非常勤の扱いについて
4．新専門医制度研修における学会発表につ
いて

3．学術総会関連
4．委員会関連

5．第 115 回学術総会委員会特別ポスターに
ついて
6．研修に関する申請について

○代議員総会議事運営委員会

7．研修に関する問い合わせについて

日時：5 月 18 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 115 回日本精神神経学会での代議員総会
（6 月 19 日）の運営について
2．議事進行の確認
3．次回代議員総会について（臨時もしくは
2020 年度総会）

○情報システム委員会
日時：5 月 21 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．認知症診療認定医，設問・認定システム
について
2．研修会申請・単位付与システムの検討に
ついて

○身体的拘束に関する特別委員会
日時：5 月 19 日
場所：学会事務所

3．4 階会議室の配線整理
4．ルーターのセキュリティ対策

会議室

議題：1．全国精神医療審査会連絡協議会による調査
結果について
2．諸外国における身体的拘束の実態
3．各所属機関の状況について
4．身体的拘束に関する調査について

5．第 115 回学術総会委員会特別ポスターに
ついて
6．納品システムについて
7．会員専用ページ登録数
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12．第 115 回学術総会時の委員会および PCN

○精神療法委員会
日時：5 月 25 日
場所：学会事務所

を育てる PIWG 会議について
会議室

議題：1．テクスト第 3 弾について

○精神科病名検討連絡会・精神科用語検討委員会

2．映像教材について

合同

3．第 115 回学術総会委員会企画について

日時：5 月 26 日

4．2019 年度精神療法研修会について

場所：TKP ガーデンシティ御茶ノ水

5．専門医研修について（アンケート・研修委

議題：1．ICD 11 翻訳病名・用語案の確認

員会の報告）

2．最終チェック結果の確認
3．ICD（DSM）が定義する psychosis の語義

○ PCN 編集委員会

と，これに特化したその意訳の新提案

日時：5 月 26 日
場所：TKP ガーデンシティ御茶ノ水
議題：1．PCN Editorial Report について

○司法精神医学委員会
日時：5 月 26 日

2．Field Editor 共有事項の確認

場所：学会事務所

3．受理論文の紹介

議題：1．第 115 回学術総会委員会企画について

4．PCN Frontier Review 依頼状況と依頼案
について
5．PCN 2018 Publisherʼs Report について
6．Alternate Reviewer の設定方法

会議室

2．第 12 回・第 13 回司法精神医学研修会に
ついて
3．司法精神医学一般に関する認識に対する
調査について

7．Pre submission で投稿可となった論文の
審査について

○専門医試験委員会

8．Field Editor と Field について

日時：5 月 26 日

9．Field Editor 応募者について

場所：学会事務所

10．図表について

議題：1．第 11 回専門医認定試験について

11．第 115 回学術総会委員会企画について

会議室

