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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（2019 年 8 月）
○精神科七者懇談会「第 1 回法とシステム委員会」
日時：8 月 2 日
場所：学会事務所

○PCN 編集委員会
日時：8 月 4 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．6 月 21 日 PCN を育てる PIWG 会議の報告
会議室

議題：1．各団体からの連絡事項
2．精神保健福祉法関連の動き
3．身体拘束について
4．医師の需給について

2．PCN Editorial Report について
3．FE 共有事項の確認
4．PCN Frontier Review 依頼状況と依頼案
について
5．受理論文の紹介
6．Marketing 活動中間報告

○男女共同参画推進委員会
日時：8 月 3 日
場所：学会事務所

7．インパクトファクターの分析について
8．PCN 編集事務局の体制について

会議室

議題：1．理事会報告

9．第 116 回学術総会委員会企画について
10．2021 年以降の契約について

2．女性活躍および男女共同参画推進について
3．代議員選挙管理委員会の先生をお招きして
4．第 116 回学術総会委員会企画について

○身体的拘束に関する特別委員会
日時：8 月 4 日
場所：学会事務所

議題：1．理事会報告

○法委員会
日時：8 月 3 日
場所：学会事務所

会議室

2．新委員の紹介
会議室

議題：1．水俣病問題について

3．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．道交法問題について

4．諸外国における身体的拘束の実態

3．（旧）優生保護法問題について

5．各所属機関の状況について

4．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り

6．身体的拘束に関する調査について

5．精神保健福祉法関連について

7．WPA 等からの問い合わせと回答

6．少年法の適用年齢引き下げについて

8．他団体からの意見書について

7．次期委員会の課題について

9．第 116 回学術総会委員会企画について

8．第 116 回学術総会委員会企画について
○記者勉強会
○理事長・業務執行理事会議
日時：8 月 3 日
場所：学会事務所

日時：8 月 8 日
場所：中央大学駿河台記念館

会議室

議題：1．組織関連

○サブスペシャルティに関する検討班

2．委員会関連

日時：8 月 10 日

3．庶務関連

場所：学会事務所

会議室

議題：1．委員長の選任
2．日本専門医機構の報告
3．外国の専門医制度について
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4．2019 年度委員会活動目的について
5．2019 年度理事会サブスペシャルティに関
する検討班委員構成について
6．2019 年度予算について

ついて
8．精神疾患レジストリ研究：レジストリ運営，
利活用ルールの策定，審査
9．
「ブレインバンク倫理指針」の小修正につ
いて

○精神科用語検討委員会 「コア会議」

10．他学会への申し入れと回答

日時：8 月 11 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．ICD‒11 病名・索引用語の検討

○学術総会企画委員会
日時：8 月 18 日
場所：学会事務所

○専攻医募集定員に関する検討班
日時：8 月 11 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 115 回学術総会関連
2．第 116 回学術総会関連

会議室

議題：1．8 月 1 日日本専門医機構シーリング会議に
ついて

3．謝金規程について
4．第 116 回仙台総会に併催される行事につ
いて

2．7 月 7 日シーリング説明会について

5．第 117 回京都総会運営会社選定

3．専攻医定員調整について
○司法精神医学委員会
日時：8 月 18 日

○認知症委員会
日時：8 月 17 日
場所：学会事務所

場所：ホテル機山館
会議室

議題：1．認知症診療医認定制度について

議題：1．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り
2．第 116 回学術総会委員会企画について

2．認知症診療医テキストについて

3．e ラーニングについて

3．次回出版物の検討

4．第 12 回司法精神医学研修会（岡山）につ

4．認知症診療スキルアップ講座 e ラーニング
受講状況報告
5．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り
6．第 116 回学術総会委員会企画について

いて
5．第 13 回司法精神医学研修会（東京）につ
いて
6．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．次期委員会への申し送り事項について

○倫理委員会
日時：8 月 18 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り

○専門医試験委員会
日時：8 月 18 日

2．第 116 回学術総会委員会企画について

場所：学会事務所

3．症例報告のためのプライバシー保護ガイド

議題：1．第 11 回精神科専門医認定試験について

会議室

ラインと Q & A について
4．倫理審査申請
5．倫理審査における迅速審査委員の選定方法
に関する規程・手順等について
6．第 116 回学術総会での倫理的配慮について
7．「倫理審査が必要な『研究として扱う症例
報告』についてのガイドライン」の改訂に

○サマースクール
日時：8 月 22 日～23 日
場所：グランドパレス徳島
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について

○多職種協働委員会
日時：8 月 25 日

6．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り

場所：ホテル機山館

7．第 116 回学術総会委員会企画について

議題：1．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り

8．クロザピンの使用拡大に向けて

2．第 116 回学術総会委員会企画について

9．次期委員会への申し送り事項について

3．連載企画の書籍化について
4．第 8 回フォーラム（大阪）について

○指導医資格認定委員会

5．第 9 回フォーラムについて

日時：8 月 25 日

6．次期委員会への申し送り事項について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．6 月 22 日指導医講習会のアンケート結果
2．今後の指導医講習会予定

○薬事委員会
日時：8 月 25 日
場所：学会事務所

3．試験委員会からの要望について
会議室

議題：1．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
2．内科医のベンゾジアゼピン系薬剤処方に

4．後期 新規申請の審査
5．前期 新規・更新申請の計画
6．更新要件の論文・学会発表について
7．委員構成について

ついて
3．ナルメフェン塩酸塩水和物の適正使用に
ついて
4．小児 ADHD 治療薬について
5．アンプリット錠の販売中止に向けた対応

○第 11 回精神科専門医認定試験（面接試験）
日時：8 月 31 日～9 月 1 日
場所：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター（東京）

