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■ 学会活動報告 
学会活動日誌（2019 年 10 月）

日時：10 月 5 日
場所：学会事務所

○広報委員会
日時：10 月 1 日
場所：学会事務所

○理事長・業務執行理事会議
会議室

議題：1．組織運営関連
会議室

議題：1．委員長の選出

2．総会関連
3．委員会関連

2．活動方針と 2020 年度予算について
3．広報ノベルティの作成について
4．記者勉強会について

○精神科七者懇談会
「第 2 回臨床研修指導医講習会運営委員会」

5．プレスセミナーについて

日時：10 月 6 日

6．こころの病気コンテンツについて

場所：日本精神科病院協会

7．医学生・研修医向けコンテンツについて

議題：1．従来の運営について

会議室

8．学会への取材対応について

2．2019 年度近畿地区の開催について

9．ホームページ更新状況について

3．2019 年度九州地区の開催について

10．メルマガの配信状況について
○精神神経学雑誌編集委員会
日時：10 月 5 日
場所：学会事務所

4．2019 年度東京地区の開催について
○男女共同参画推進委員会
日時：10 月 6 日

会議室

場所：学会事務所

会議室

議題：1．委員長の選出
○ガイドライン検討委員会

2．理事会からの報告

「日本産科婦人科学会・日本精神神経学会合同

3．活動方針と 2020 年度予算について

『精神疾患を合併した，或いは合併の可能性のある

4．女性活躍および男女共同参画推進について

妊産婦の診療ガイドライン』作成連絡会」

5．第 116 回学術総会委員会企画について

日時：10 月 5 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．各担当箇所の修正および検討
2．出版形式について

○専攻医募集定員に関する検討班
日時：10 月 6 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．シーリング説明会について
○ガイドライン検討委員会
日時：10 月 5 日
場所：学会事務所

2．2020 年 4 月研修開始予定の専攻医募集
スケジュールについて

会議室

議題：1．
「向精神薬服用者の肥満，糖尿病などの予防
を目的としたガイドライン」作成連絡会
進捗報告
2．
「（仮称）精神疾患を合併した，或いは合併
の可能性のある妊産婦の診療ガイドライ
ン」作成連絡会進捗報告
3．第 116 回学術総会委員会企画について

3．厚生労働大臣からの専門研修プログラム
等に対する意見および要請書
4．
「都道府県別診療科ごとの将来必要な医師
数」への対応
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4．第 116 回学術総会委員会企画について

○精神療法委員会
「第 23 回『精神科面接の基本』研修会」
日時：10 月 13 日

5．症例報告のためのプライバシー保護ガイド
ラインと Q & A について

場所：TKP 京都駅前カンファレンスセンター

6．倫理審査申請
7．倫理審査における迅速審査委員の選定方法

○精神医療・保健福祉システム委員会
日時：10 月 14 日
場所：学会事務所

に関する規程・手順等について
8．第 116 回学術総会での倫理的配慮について

会議室

議題：1．委員長・副委員長の選出

○心理技術職に関する委員会

2．理事会からの連絡事項

日時：10 月 14 日

3．活動方針と 2020 年度予算について

場所：ホテル機山館

4．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り

議題：1．委員長・副委員長の選出

5．第 116 回学術総会委員会企画について

2．第 2 回公認心理師試験について

6．保健所調査について

3．第 115 回学術総会シンポジウムの精神神

7．医療計画について

経学雑誌投稿について

8．精神保健福祉法関連

4．活動方針と 2020 年度予算について

9．精神障害にも対応した地域包括ケアに

5．第 116 回学術総会委員会企画について

ついて
10．精神科医療安全士について
11．令和 2 年度厚生労働省所管予算・概算
要求について
12．精神障害保健福祉手帳について

○アンチスティグマ委員会
日時：10 月 19 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．委員長の選出
2．活動方針と 2020 年度予算について

○身体的拘束に関する特別委員会
日時：10 月 14 日
場所：学会事務所

3．第 116 回学術総会委員会企画について
4．初等中等教育におけるメンタルヘルスリ

会議室

テラシーについて

議題：1．委員長の選出
2．理事会からの報告

○精神保健に関する委員会

3．活動方針と 2020 年度予算について

日時：10 月 19 日

4．わが国の身体的拘束に関する過去のデータ

場所：学会事務所

5．諸外国における身体的拘束の実態

議題：1．委員長の選出

会議室

6．各所属機関の状況

2．活動方針と 2020 年度予算について

7．身体的拘束に関する調査について

3．メーリングリストについて

8．第 116 回学術総会委員会企画について

4．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り
5．第 116 回学術総会委員会企画について

○倫理委員会
日時：10 月 14 日
場所：学会事務所

○ ECT・rTMS 等検討委員会
会議室

議題：1．第 115 回学術総会委員会企画の振り返り
1 1．当事者研究について

日時：10 月 19 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．委員長の選出

2．委員長の選出

2．活動方針と 2020 年度予算について

3．活動方針と 2020 年度予算について

3．ECT 講習会について
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4．
「ECT グッドプラクティス」の出版について

7．DPAT の活動について

5．rTMS について
6．第 116 回学術総会委員会企画について

○指導医資格認定委員会
日時：10 月 20 日
場所：学会事務所

○法委員会
日時：10 月 19 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．指導医認定審査：新規・更新申請の前期
会議室

議題：1．委員長の選出

受付開始について
2．9 月 8 日指導医講習会のアンケート結果

2．活動方針と 2020 年度予算について

3．2020 年の指導医講習会の日程確認

3．水俣病問題について

4．更新要件 5「臨床論文・教育に関する論文

4．道交法問題について
5．（旧）優生保護法問題について
6．第 116 回学術総会委員会企画について
7．精神保健福祉法関連について
8．少年法の適用年齢引き下げについて
○医療倫理委員会

導」について
6．更新要件 4「教育指導・評価の学習」につ
いて
○多職種協働委員会

日時：10 月 19 日
場所：学会事務所

または学会発表」について
5．更新要件 3「精神保健福祉に関わる教育指

日時：10 月 22 日
会議室

議題：1．今期委員会構成について

場所：学会事務所

会議室

議題：1．委員長の選出

2．委員長の選出

2．活動方針と 2020 年度予算について

3．2020 年度予算について

3．第 8 回フォーラム（大阪）開催報告

4．第 116 回学術総会委員会企画について

4．第 9 回フォーラム（福岡）について

5．精神科医師の倫理綱領細則について

5．第 116 回学術総会委員会企画について
6．
「精神科多職種チームの協働（仮称）
」の出

○小児精神医療委員会「第 12 回小児精神医療研修会」

版について

日時：10 月 20 日
場所：福井市地域交流プラザ

○オンライン精神科医療検討作業班
日時：10 月 26 日
場所：学会事務所

○災害支援委員会
日時：10 月 20 日
場所：学会事務所

会議室

議題：1．今後の活動方針および活動計画について
会議室

議題：1．委員長の選出

○精神科七者懇談会「第 2 回総会」

2．活動方針と 2020 年度予算について

日時：10 月 31 日

3．2020 年東京オリンピック・パラリンピック

場所：学会事務所

関連

会議室

議題：1．厚生労働省からの情報提供

4．京都アニメーションの放火事件について

2．各団体からの報告

5．災害および事件の報道について

3．各委員会からの報告

6．第 116 回学術総会委員会企画について

