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2020 年度（令和 2 年度） 事業報告（総括） 

 

一般社団法人日本専門医機構 

                                理事長 寺本 民生 

 

今年度の主な課題・事業として 

１，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策 

２，サブスペシャルティ領域認定問題 

３，認定・更新問題 

４，社員の会費改訂 

５，シーリング（定員）問題 

６，研究医コースの創設 

などがあげられる。これらの進捗状況について概括する。 

 

１）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策 

COVID-19の感染拡大に伴う対応については昨年度からの引き続きの問題であるが、より逼

迫度は高くなっており、多くの基本領域学会の専門研修が十分な形では運用できていない状

況にある。また、2021年度には多くの基本領域学会では、認定試験が行われることに鑑

み、今回の特例として、一部プログラムの緩和措置を講ぜざるを得ないことを基本領域学会

と共有している。例えば、外科領域では、十分な手術件数が得られないことより、2021年

度までの症例を登録することにより、必須件数を得られれば、さかのぼって認定する。ま

た、内科領域でもプログラム移動が困難であったり、病理件数が十分でなかったりするた

め、一部緩和措置をとることとした。その他の領域で COVID-19の影響で履修できなかった

カリキュラムに関しては、補完するか、一部緩和するということを機構と相談の上、対応を

決定している。 

２）サブスペシャルティ領域認定問題 

令和２年３月には厚労省の「サブスペシャルティ領域に関する検討会 報告書」に基づい

て、基本領域に続いて、連動研修のできる領域、連動研修は行わない領域、一つのサブスペ

シャルティ領域を修得した後に取得する領域、学会認定領域という枠組みが決定され、それ

を受けて、サブスペシャルティ領域検討委員会で、サブスペシャルティ領域認定に関する運

用細則が策定された。この細則に基づいて、各基本領域学会では「サブスペシャルティ領域

連絡協議会」を形成することを依頼し、当該協議会から申請されたサブスペシャルティ領域

からレビューシートの提出を求め、その内容について、サブスペシャルティ領域検討委員会

で審議した。同委員会の審査結果が理事会に提出されたが、定例理事会、臨時理事会の２回

にわたる協議でも結論が出ず、再検討段階である。同委員会で、機構認定サブスペシャルテ

ィ領域と学会認定サブスペシャルティ領域の在り方、考え方等についてあらためて整理した

うえで再協議することとなった。 
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３）認定・更新問題 

2020年度は多くの基本領域学会の 2018年度開始の専門研修が修了した年度でもあり、認定

要件および更新要件の検討がなされ、専攻医に知らせることが求められている。認定要件に

ついては、機構の求める全体像は基本領域学会との連絡協議会でも決定され、基本領域学会

の方針で進められることとなっている。一方、更新の要件については新専門医が５年ごとの

更新を受けることは整備指針でも明示されているが、その際の認定要件について議論を進め

た。専門医の質を担保するという専門医機構の役割から考えて、一定の試験ないしは透明性

のある審査をすべきであるということから、e-ラーニング、e-テストで質の保証をするとい

うことで多くの基本領域学会でも了解は得られている。一方、専門医になったのちに、自己

研鑽を主たる目的として、一定期間多様な地域において医療に従事すること勧奨することと

し、従事したものには一定のインセンティブを与えるということで議論が進められている

が、十分な結論が得られていないのが現状である。 

４）社員の会費改訂 

機構の監事、財務委員会、外部評価委員会から、機構のガバナンスを維持するうえでも財政

問題は重要であるという指摘から、社員の会費の改定（値上げ）を要請することとなった。

その際に、専門医機構の事業に係る経常的な経費は会費で賄うという基本的な考え方に基づ

きつつ、各社員の負担が極端に大きくなることを避けるという観点から、事業経費の約半額

を負担していただくということで提案させていただいた。度重なる議論の末、この提案が認

められ、2021年度からは、この会費の納入をお願いすることとなった。専門医機構の財政

は、主として、機構認定専門医への更新（１万円）と、社員からの融資（借入）、ある団体

からの基金で賄っているが、今後借入金の返済に向け具体的な検討を進める予定である。 

５）シーリング（定員）問題 

昨年度は厚労省の医師需給分科会の「必要医師数」のたたき台を基に、一定の修飾（連携プ

ログラムの導入）を加えて、各地域・診療科のシーリング数を決定したが、2020年度は

COVID-19の影響もあり、多くの地域で十分な研修が得られず、足元医師数の算出も困難で

あったため、昨年度とほぼ同数のシーリング数とすることとした。しかし、厚労省の必要医

師数のたたき台にはいくつかの問題が残っており、その問題を解決することが求められてい

る。さらには、現状のシーリングの考え方が合理的かつ適切であるのか、これまでのデータ

を基に再検証する必要があると思われる。 

６）研究医コースの創設 

我が国の研究力の低下が指摘される中、専門研修（３～５年）が研究者の研究機会を奪って

いるとの指摘もあり、専門研修を行いながら臨床研究に勤しむことを促すコースを設定し

た。具体的には２年間の専門研修ののち５年かけて研究に 50％以上のエフォートを注ぎ、

一定の成果（学術論文２本以上）を上げ、専門医取得後、研究・教育のため研究機関に残る

ことを期待するものである。当初の定員は 40 名であるが、2020年度には 26名の応募しか

得られなかった。このコースの専門医の待遇などを含めさらなる検討が必要と思われる。 

７）事務局体制 

サブスペシャルティ領域専門医の認定・更新・管理、基本領域専門医の認定などが本年度に
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予定されており、適切な事業運営のためにも事務職員の増員は不可欠である。社員の会費増

額などによる財政基盤の改善により、事務職員の増員を図り、事務局体制のさらなる強化を

目指す。また、業務に伴うセキュリティー対策についても専門業者による管理を依頼し、IT

化も加え、徐々に安定性を確保しつつある。 
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2020 年度（令和 2 年度）委員会報告 

 

１．社員総会 
 

令和 2年度定時社員総会 

 日 時：2020年 6月 30日（金） 17時 00分～18時 25分 

 場 所：東京国際フォーラム G701 

 出席者：社  員  23名（うち、委任状による出席社員 4名） 

  理  事  16名 

  監  事   3名 

 議事次第： 

  Ⅰ．開会の挨拶 

  Ⅱ．会議出席者数の確認 

  Ⅲ．理事長挨拶 

  Ⅳ．令和元年度第 1回臨時社員総会（12月 12 日開催）議事録の確認 

  Ⅴ．協議事項 

   １．令和元年度事業報告、決算報告      

   ２．理事の選出について       

   ３．定款の変更について       

   ４．その他 

  Ⅵ．報告事項 

   １．会費の変更について       

   ２．専門医制度新整備指針の変更について     

   ３．サブスペシャルティ領域専門研修細則について    

   ４．その他 

 

 

令和 2年度 第 1回臨時社員総会 

 日 時：2021年 3月 31日（木） 16時 30分～17時 41分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：社  員  23名（うち、委任状による出席社員 0名） 

  理  事  21名 

  監  事   2名 

 議事次第： 

  Ⅰ．開会の挨拶 

  Ⅱ．会議出席者数の確認 

  Ⅲ．理事長挨拶 

  Ⅳ．令和 2年度定時社員総会（6月 30日開催）議事録の確認 

  Ⅴ．協議事項 

   １．理事の選出について 

 ２．会費の変更について 

 ３．その他 

  Ⅵ．報告事項 

   １．令和 3年度（2021年度）事業計画、収支予算書 

   ２．専攻医登録結果について       
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 ３．その他 

 

２．理事会 
 

（第 3 期） 

理事会 メール審議 

 日 時：2020年 4月 2日（木） 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．「サブスペシャルティ領域専門研修細則（案）」修正版について 

 

 

第 24回理事会 

 日 時：2020年 4月 17日（金） 16時 00分～18時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（東京国際フォーラム D301） 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  池田 徳彦（WEB）  市川 智彦（WEB） 

大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB）  北村  聖（WEB） 

木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB）  南学 正臣（WEB） 

羽鳥  裕（WEB）  花井 十伍（WEB）  邉見 公雄（WEB） 

本田  浩（WEB）  向井 千秋（WEB）  森  隆夫（WEB） 

森井 英一（WEB）  渡辺  毅 

     監  事  跡見  裕  松原 謙二（WEB） 

事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) 専門研修プログラム・専攻医登録関連スケジュール案について 

    (2) 専門研修プログラム整備基準の改定について 

    (3) カリキュラム整備基準フォーマットの変更について 

    (4) 専門研修カリキュラム整備基準について 

   ２．サブスペシャルティ領域専門研修細則（案）について  

   ３．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

    (1) 総合診療専門医検討委員会 委員の追加について 

    (2) 総合診療領域専門研修に関する要望について 

   ４．研究者養成に関するワーキンググループ（仮）委員について 

  ５．専門研修プログラムシステム委託業者変更について 

   ６．その他 

Ⅱ．報告事項 

  １．専攻医への緊急メッセージについて 

   ２．臨時社員総会提出議題に対する社員からのご意見について 

   ３．社員総会の延期の可能性について 

  ４．社員総会および理事会の権限について 

   ５．各種委員会報告 

    (1) 専門研修プログラム委員会 

    (2) 総合診療専門医検討委員会 
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    (3) 専門研修に関するハラスメント対策委員会 

    (4) 英文表記に関するワーキンググループ 

    (5) データベース検討委員会 

   ６．その他 

    (1) 令和元年度医療施設運営費等補助金 事業実績報告の提出について 

    (2) 次回（4月 20日）定例記者会見について 

 Ⅲ．その他   

 

 

理事会 メール審議 

 日 時：2020年 4月 25日（土） 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．「サブスペシャルティ領域専門研修細則（案）」修正版について 

 

 

第 25回理事会 

 日 時：2020年 5月 15日（金） 16時 00分～18時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（東京国際フォーラム D301） 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  池田 徳彦（WEB）  大川  淳（WEB） 

神野 正博（WEB）  北村  聖（WEB）  久住 一郎（WEB） 

寺本  明（WEB）  南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB） 

花井 十伍（WEB）  邉見 公雄（WEB）  本田  浩（WEB） 

森  隆夫（WEB）  森井 英一（WEB）  渡辺  毅（WEB） 

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕（WEB）  松原 謙二 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．専門医認定・更新委員会 協議事項           

    (1) 専門医更新二次審査について（リハビリテーション科、整形外科、麻酔科） 

   ２．サブスペシャルティ領域専門研修について 

   ３．専門研修プログラムシステム委託業者変更について 

   ４．COI申告書の提出依頼について 

   ５．その他 

Ⅱ．報告事項 

   １．各種委員会報告       

    (1) 専門研修プログラム委員会     

    (2) 研究者養成に関するワーキンググループ    

    (3) サブスペシャルティ領域検討委員会    

    (4) 共通講習委員会   

    (5) 総合診療専門医検討委員会   

 (6) 広報委員会 

(7) その他 

   ２．その他 

    (1) 令和元年度医療施設運営費等補助金交付額確定について 
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    (2) 要望書 

    (3) 次回（5月 18日）定例記者会見について 

 Ⅲ．その他 

 

 

第 26回理事会 

 日 時：2020年 6月 19日（金） 16時 00分～18時 25分 

 場 所：日本専門医機構会議室（東京国際フォーラム G502） 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦（WEB） 

市川 智彦（WEB）  大川  淳（WEB）  神野 正博 

北村  聖（WEB）  木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB） 

里見  進（WEB）  南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕 

花井 十伍（WEB）  邉見 公雄（WEB）  本田  浩（WEB） 

向井 千秋（WEB）  森  隆夫（WEB）  森井 英一 

渡辺  毅（WEB） 

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕（WEB）  松原 謙二 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

 １．事業報告、決算報告および会計監査報告について   

２．会費について        

３．総務・規約委員会 協議事項 

(1) 社員資格の基準および入退会手続き（案）について   

 (2) 機構組織図（案）について       

 (3) 退職金支給乗率（案）について      

 (4) 情報セキュリティ関連規程の改定に 

 (5) テレワーク規程（案）について     

４．専門研修プログラム委員会 協議事項      

    (1) 専門研修プログラム二次審査について               

 (2) 形成外科カリキュラム整備基準申請について           

  (3) 病理および泌尿器科カリキュラム整備基準の改定について          

 (4) 皮膚科および泌尿器科専門研修プログラム整備基準改定について 

 (5) 専攻医向け COVD-19感染症拡大の影響による機構対応案  

５．専門医認定・更新委員会 協議事項 

 (1) 専門医更新二次審査について(整形外科・脳神経外科・麻酔科)     

 (2) 専門医更新基準の改定について（病理、脳神経外科）     

６．「別添 e-learning に関して」の改訂について     

７．総合診療専門医検討委員会 協議事項   

(1) 内科領域と総合診療領域のダブルボードについて    

 (2) 管理施設としての大学病院の要件について 

 (3) 総合診療地域医療研修について  

８．専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ(仮)の設置・委員の委嘱について 

  ９．「専攻医相談窓口」（ホームページ内専用フォーム）の設置について   

  10．定時社員総会（6月 30日開催）の議題について      

  11．その他 
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Ⅱ．報告事項 

  １．各種委員会報告      

    (1) 専門研修プログラム委員会      

    (2) 総務・規約委員会     

    (3) 外部評価委員会      

    (4) 認定更新委員会・共通講習委員会        

  (5) 専門研修に関するハラスメント対策委員会   

    (6) 基本領域連絡委員会（プログラム、認定更新等）    

    (7) 広報委員会      

    (8) 総合診療専門医検討委員会    

    (9) サブスペシャルティ領域検討委員会      

    (10) 研究者養成に関するワーキンググループ   

    (11) 専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ(仮)    

    (12) 財務委員会        

    (13) COI委員会         

   ２．その他 

    (1) 次回（6月 22日）定例記者会見について 

    (2) その他 

 Ⅲ．その他     

 

 

（第 4期） 

第 1回理事会 

 日 時： 2020年 6月 30日（金） 19時 00分～19時 57分 

 場 所： 東京国際フォーラム G701（東京国際フォーラム ガラス棟 7階） 

 出席者：理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦 

     今村  聡（WEB）  大磯義一郎（WEB）  大川  淳 

     兼松 隆之（WEB）  神野 正博（WEB）  北村  聖 

     木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB）  今野 弘之（WEB） 

     佐藤 慎哉（WEB）  佐藤 豊実（WEB）  鈴木 美穂 

     寺本 民生（WEB）  冨永 悌二（WEB）  富山 憲幸 

     南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB）  本田麻由美 

     森井 英一（WEB）  渡辺  毅 

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕 

理事及び監事候補者選考委員会  委員長  森 正樹 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．自己紹介 

  Ⅱ．協議事項 

   １．理事長選出 

   ２．副理事長選出 

   ３．今後の会議日程について 

４．委員会の設置について       

   ５．専門医認定・更新委員会 協議事項           

    (1) 専門医更新二次審査について（小児科）  

   ６．その他 

  Ⅲ．報告事項 
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   １．各種委員会報告 

    (1) サブスペシャルティ領域検討委員会 

(2) その他      

   ２．その他 

 (1) 社員代表者変更について 

    (2) 次回（7月 1日）定例記者会見について 

 Ⅳ．その他     

 

 

第 1回臨時理事会 

 日 時： 2020年 7月 10日（金） 18時 00分～18時 47分 

 場 所： 日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

  副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

  理 事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦（WEB） 

     大磯義一郎（WEB）  大川  淳（WEB）  北村  聖（WEB） 

     木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB）  今野 弘之（WEB） 

     佐藤 豊実（WEB）  鈴木 美穂（WEB）  冨永 悌二（WEB） 

     富山 憲幸（WEB）  羽鳥  裕（WEB）  森  隆夫（WEB） 

     渡辺  毅（WEB） 

     監  事  跡見  裕（WEB）  松原 謙二（WEB） 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．自己紹介 

  Ⅱ．協議事項 

   １．日本専門医機構が設定する臨床研究医について 

  ２．その他 

Ⅲ．報告事項 

 Ⅳ．その他     

 

 

第 2回理事会 

 日 時：2020年 7月 17日（金） 16時 00分～17時 13分 

 場 所：東京国際フォーラム G602（東京国際フォーラム ガラス棟 6階） 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  兼松 隆之 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  大磯義一郎（WEB） 

     大川  淳（WEB）  北村  聖（WEB）  木村 壯介 

     久住 一郎（WEB）  今野 弘之（WEB）  佐藤 慎哉（WEB） 

     佐藤 豊実（WEB）  鈴木 美穂（WEB）  冨永 悌二 

     富山 憲幸（WEB）  羽鳥  裕（WEB）  村井 嘉浩 

     森井 英一（WEB）  渡辺  毅（WEB） 

     監  事  跡見  裕（WEB）  松原 謙二 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 4期第 1回理事会（6月 30日開催）議事録の確認 
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  Ⅱ．自己紹介 

  Ⅲ．協議事項 

   １．今後の理事会および運営委員会開催日の確認について 

   ２．委員会の設置及び委員長候補について 

   ３．COI申告書の提出依頼について 

   ４．その他 

  Ⅳ．報告事項 

   １．医師専門研修部会（7月 17日開催）報告 

   ２．各種委員会報告 

    (1) 専門研修プログラム委員会 

    (2) 共通講習委員会 

    (3) 研究者養成に関するワーキンググループ 

    (4) その他         

   ３．長期予定表について 

   ４．その他 

    (1) 第 4期理事・監事メーリングリスト作成について 

    (2) 次回（7月 20日）定例記者会見について 

  Ⅴ．その他 

 

 

第 3回理事会 

 日 時：2020年 8月 21日（金） 16時 00分～18時 08分 

 場 所：日本橋ライフサイエンスビル 2階会議室 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦 

大磯義一郎（WEB）  大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB） 

北村  聖（WEB）  木村 壯介（WEB）  今野 弘之 

佐藤 慎哉（WEB）  佐藤 豊実（WEB）  鈴木 美穂（WEB） 

冨永 悌二（WEB）  富山 憲幸（WEB）  南学 正臣（WEB） 

羽鳥  裕（WEB）  村井 嘉浩（WEB）  森  隆夫 

森井 英一（WEB）  渡辺  毅 

     監  事  跡見  裕  松原 謙二 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 4期第 2回理事会（7月 17日開催）議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．専門医認定・更新委員会 協議事項 

    (1) 専門医更新二次審査について（整形外科・耳鼻咽喉科・泌尿器科） 

    (2) 専門医更新基準の改定について（リハビリテーション科） 

   ２．研究医養成に関するワーキンググループ 協議事項 

    (1) 臨床研究医コース整備指針策定について 

    (2) 申請書フォーマットについて 

   ３．テキスト発行における出版社選定について 

   ４．第 4期委員会 委員候補について 

   ５．理事就任辞退に伴う理事候補者の補充について 

   ６．理事及び監事候補者選考委員会 委員の選任について 
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   ７．臨時社員総会の開催について 

   ８．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) 小児科および整形外科カリキュラム整備基準の改定について 

    (2) 2021年度専門研修プログラム申請取り下げについて (内科) 

    (3) 「地域医療を学ぶ研修に適した地域」の研修を実施する地域について(総合診療) 

   ９．その他 

  Ⅲ．報告事項 

   １．今後の運営委員会開催日の確認について 

   ２．機構事務局の担当者について 

   ３．各種委員会報告 

    (1) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (2) 基本領域連絡委員会（プログラム、認定更新等） 

    (3) 専門研修に関するハラスメント対策委員会 

    (4) 専門医認定・更新委員会、共通講習委員会 

    (5) 研究医養成に関するワーキンググループ 

    (6) 専門研修プログラム委員会 

    (7) 総合診療専門医検討委員会 

    (8) 総務・規約委員会 

   ４．その他 

    (1) 要望書 

    (2) 次回（8月 24日）定例記者会見について 

    (3) その他 

  Ⅳ．その他    

 

 

理事会 メール審議 

 日 時：2020年 8月 31日（月） 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．「サブスペシャルティ領域専門医制度に関する今後の日程や諸規定類（案）」について 

 

 

第 4回理事会 

 日 時：2020年 9月 18日（金） 16時 00分～18時 00分 

 場 所：東京国際フォーラム G602（東京国際フォーラム ガラス棟 6階） 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦 

大磯義一郎（WEB）  大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB） 

久住 一郎（WEB）  今野 弘之（WEB）  佐藤 慎哉（WEB） 

佐藤 豊実（WEB）  鈴木 美穂（WEB）  冨永 悌二（WEB） 

富山 憲幸（WEB）  南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB） 

村井 嘉浩（WEB）  森  隆夫（WEB）  森井 英一（WEB） 

渡辺  毅                  

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕  松原 謙二 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 
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  Ⅰ．第 4期第 1回、第 3回理事会（6月 30日、8月 21日開催）議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) 2021年度専門研修プログラム申請取り消しについて（形成外科） 

    (2) 新規開院施設の連携施設追加について（外科） 

    (3) カリキュラム制整備基準について(内科、リハビリテーション科) 

   ２．臨床研究医コース整備指針策定について 

   ３．2020年度各種委員会の構成、目的、目標について 

   ４．研修プログラムシステム マイページの管理について 

   ５．その他 

Ⅲ．報告事項 

   １．医師専門研修部会報告 

   ２．機構事務局の担当者について 

   ３．各種委員会報告 

    (1) 地域医療・定員問題検討委員会 

    (2) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (3) 広報委員会 

    (4) 専門医認定・更新委員会 

    (5) 総合診療専門医検討委員会 

    (6) データベース検討委員会 

    (7) 専門研修プログラム委員会 

    (8) COI委員会 

    (9) 広告表示などに関する検討委員会 

   ４．その他 

(1) 要望書  

(2) 次回（9月 23日）定例記者会見について 

(3) その他 

 

 

第 5回理事会 

 日 時：2020年 10月 16日（金） 16時 00分～18時 15分 

 場 所：日本橋ライフサイエンスビル HUB A会議室 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  大磯義一郎（WEB） 

大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB）  北村  聖 

木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB）  今野 弘之（WEB） 

佐藤 慎哉（WEB）  佐藤 豊実（WEB）  冨永 悌二（WEB） 

富山 憲幸（WEB）  南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB） 

村井 嘉浩（WEB）  森  隆夫（WEB）  森井 英一（WEB） 

渡辺  毅                   

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕（WEB）  松原 謙二 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 4期第 4回理事会（9月 23日開催）議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．医師専門研修部会について 
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    (1) 厚生労働大臣からの意見および当機構からの回答案について 

    (2) 2021年度プログラム募集シーリング数について 

    (3) 2021年度専門研修 募集スケジュールについて 

   ２．総務・規約委員会 協議事項 

    (1) 社員資格について 

    (2) 組織図について 

    (3) 就業規則の改定について 

    (4) 謝金規程の改定について 

    (5) 返金規程について 

    (6) WEB会議運用規則の改定について 

    (7) 委員会総則の廃止および委員会規程について 

   ３．専門医認定・更新委員会 協議事項 

    (1) 専門医更新二次審査について（救急科） 

    (2) 専門医更新基準の改定について（皮膚科、救急科） 

    (3) 専門医認定試験の統一基準について 

    (4) 2017年度暫定プログラムの取り扱いについて 

    (5) 小児科専門医認定証に関する対応について 

   ４．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) カリキュラム整備基準フォーマットの変更について 

    (2) 専門研修カリキュラム整備基準変更について（外科・精神科・救急科） 

    (3) 新規開院施設の連携施設追加について（内科・皮膚科・救急科・形成外科・整形外

科） 

    (4) 三重大学医学部附属病院麻酔科専門研修プログラムについて 

    (5) 2021年度臨床研究医コース定員配分について 

   ５．サブスペシャルティ領域検討委員会 協議事項 

    (1) サブスペシャルティ領域専門医制度に関する検討進捗状況について 

    (2) サブスペシャルティ領域専門医制度説明会の事前質問等に対する回答一覧について 

   ６．2020年度版日本専門医制度概報の作成について 

   ７．その他 

  Ⅲ．報告事項 

   １．機構事務局の担当者について 

   ２．各種委員会報告 

    (1) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (2) 総合診療専門医検討委員会 

    (3) 専門医認定・更新委員会 

    (4) 総務・規約委員会 

    (5) 基本領域連絡委員会（プログラム、認定・更新等） 

    (6) 専門研修プログラム委員会 

    (7) 検証検討委員会 

   ３．その他 

    (1) 要望書 

    (2) 次回（10月 19日）定例記者会見について 

    (3) その他 

 Ⅳ．その他 
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理事会 メール審議 

 日 時：2020年 11月 17日（火） 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．サブスペシャルティ領域連絡協議会の規約と構成員について 

 

 

第 6回理事会 

 日 時：2020年 11月 20日（金） 16時 00分～18時 03分 

 場 所：AP東京八重洲 Kルーム 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦 

大磯義一郎（WEB）  大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB） 

北村  聖（WEB）  木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB） 

今野 弘之（WEB）  佐藤 慎哉（WEB）  佐藤 豊実（WEB） 

鈴木 美穂（WEB）  冨永 悌二（WEB）  富山 憲幸（WEB） 

南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB）  森  隆夫 

渡辺  毅                   

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕（WEB） 松原 謙二 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 1回臨時理事会、第 2回理事会（7月 10日、7月 17日開催）の議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．ダブルボード取得希望者の対応について 

   ２．専門医認定・更新委員会 協議事項 

    (1) 専門医更新二次審査について（整形外科） 

   ３．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

    (1) 総合診療領域テキストブックについて 

    (2) J-GOAL（GRS）問題点の改修について 

   ４．データベース検討委員会 協議事項 

    (1) 専攻医登録における個人情報の取扱いの際の「個人情報保護方針」について 

   ５．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) プログラム整備基準変更について（総合診療） 

(2) カリキュラム整備基準変更について（形成外科、臨床検査） 

    (3) 新規開院施設の連携施設追加について 

６．サブスペシャルティ領域連絡協議会の規約と構成員について 

   ７．その他 

Ⅲ．報告事項 

   １．専攻医登録（一次募集）登録状況について 

   ２．各種委員会報告 

    (1) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (2) 広報委員会 

    (3) 地域医療・定員問題検討委員会 

    (4) データベース検討委員会 

    (5) 専門医認定・更新委員会 

    (6) 共通講習委員会 
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    (7) 総合診療専門医検討委員会 

    (8) 専門研修プログラム委員会 

   ３．その他 

(1) 講演報告 

(2) 要望書 

(3) 次回（11月 24日）定例記者会見について 

(4) その他 

 Ⅳ．その他 

 

 

第 7回理事会 

 日 時：2020年 12月 18日（金） 16時 00分～18時 04分 

 場 所：日本橋ライフサイエンスビル HUB A会議室 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）EB）池田 徳彦（WEB） 

大磯義一郎（WEB）  大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB） 

北村  聖（WEB）  木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB） 

今野 弘之（WEB）  佐藤 慎哉（WEB）  佐藤 豊実（WEB） 

富山 憲幸（WEB）  南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB） 

村井 嘉浩（WEB）  森  隆夫（WEB）  森井 英一 

渡辺  毅                  

     監  事  跡見  裕（WEB）  松原 謙二（WEB） 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 6回理事会（11月 20日）の議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．専門医認定・更新委員会 協議事項 

    (1) 専門医更新二次審査について（脳神経外科） 

    (2) 日本病理学会からの更新様式の修正申請について 

    (3) 専門医の認定・更新に関する補足説明について 

２．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

    (1) 総合診療専門医検討委員会 委員の追加について 

    (2) 総合診療領域広報用動画作成および同領域ホームページ新規構築について 

   ３．総務・規約委員会 協議事項 

    (1) 「個人情報保護方針」について 

    (2) 日本専門医機構への共催、協賛、後援の依頼に対する定義・基準等について 

   ４．その他 

Ⅲ．報告事項 

   １．専攻医登録（二次募集）登録状況について 

   ２．機構事務局の担当者について 

   ３．各種委員会報告 

    (1) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (2) データベース検討委員会 

    (3) 広報委員会 

    (4) 基本領域連絡委員会（プログラム・認定・更新等） 

    (5) 総合診療専門医検討委員会 
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    (6) 総務・規約委員会 

    (7) 専門医認定・更新委員会 

    (8) COI委員会 

   ４．その他 

(1) 要望書 

    (2) 次回（12月 21日）定例記者会見について 

(3) その他 

 Ⅳ．その他 

 

 

第 8回理事会 

 日 時：2021年 1月 15日（金） 16時 00分～17時 43分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦（WEB） 

大磯義一郎（WEB）  大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB） 

北村  聖（WEB）  木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB） 

今野 弘之（WEB）  佐藤 慎哉（WEB）  佐藤 豊実（WEB） 

鈴木 美穂（WEB）  冨永 悌二（WEB）  富山 憲幸（WEB） 

南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB）  森  隆夫（WEB） 

森井 英一（WEB）  渡辺  毅 

     監  事  跡見  裕（WEB）  松原 謙二（WEB） 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 7回理事会（12月 18日）の議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) 専門研修プログラム整備基準変更について（外科・産婦人科） 

    (2) 専門研修カリキュラム整備基準変更について（外科、小児科、産婦人科、 

泌尿器科、麻酔科、総合診療） 

    (3) 新規開院施設の連携施設追加について（産婦人科・総合診療） 

    (4) 整形外科とリハビリテーション科のダブルボードについて 

   ２．専門医認定・更新委員会 協議事項 

    (1) 専門医更新二次審査について（病理・産婦人科・放射線科） 

３．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

    (1) 専攻医への登録管理料・システム利用料の依頼について 

   ４．その他 

Ⅲ．報告事項 

   １．専攻医登録（二次募集）登録状況について 

   ２．各種委員会報告 

    (1) 総務・規約委員会 

    (2) 財務委員会 

    (3) 広報委員会 

    (4) 専門研修プログラム委員会 

    (5) 専門医認定・更新委員会  

    (6) サブスペシャルティ領域検討委員会 
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    (7) 総合診療専門医検討委員会 

    (8) 英文表記に関するワーキンググループ 

   ３．その他 

(1) 次回（1月 18日）定例記者会見について 

(2) その他 

 Ⅳ．その他 

 

 

理事会 メール審議 

 日 時：2021年 1月 27日（水） 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．総合診療領域専攻医 登録管理料・システム使用料の請求に関する説明（修正案）に

ついて 

 

 

第 9回理事会 

 日 時：2021年 2月 19日（金） 16時 00分～18時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦（WEB） 

大磯義一郎（WEB）  大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB） 

北村  聖（WEB）  木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB） 

今野 弘之（WEB）  佐藤 慎哉（WEB）  佐藤 豊実（WEB） 

鈴木 美穂（WEB）  冨永 悌二（WEB）  富山 憲幸（WEB） 

南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB）  村井 嘉浩（WEB） 

森  隆夫（WEB）  森井 英一（WEB）  渡辺  毅 

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕（WEB）  松原 謙二 

     事 務 局  事務局長 堀部 眞人 他         （全て五十音順／敬称略） 

※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 8回理事会（1月 15日）の議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) 専門研修プログラム整備基準変更について（整形外科、総合診療） 

    (2) 専門研修カリキュラム整備基準変更について（内科、耳鼻咽喉科） 

    (3) 2022年度シーリングに関する専門医機構の方針について 

    (4) 年間スケジュールについて 

   ２．専門医認定・更新委員会 協議事項 

    (1) 専門医更新二次審査について（臨床検査・整形外科） 

    (2) 専門研修修了から認定試験までの流れについて 

３．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

    (1) 総合診療専門医検討委員会 組織図について 

(2) 総合診療専門医検討委員会 運用細則について 

  (3) 総合診療専門医検討委員会 謝金規程について 

    (4) 認定試験部会 CBT業者の選定について 

(5) プログラム延長及び書類提出の猶予について 
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４．総務・規約委員会 協議事項 

    (1) プライバシーマーク取得に関するコンサル費用について 

(2) 「特定商取引法による表示」について 

    (3) テレワーク手当および「職員給与規程」の改定について 

５．COI委員会 協議事項 

    (1) 2020年 COI申告について 

６．日本専門医機構のサブスペシャルティ領域についての提案について 

   ７．その他 

Ⅲ．報告事項 

   １．専攻医登録採用結果について 

   ２．要望書 

   ３．各種委員会報告 

    (1) 総務・規約委員会 

    (2) 広報委員会 

    (3) データベース検討委員会 

    (4) 専門研修プログラム委員会 

    (5) 専門医認定・更新委員会 

    (6) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (7) 総合診療専門医検討委員会 

(8) 外部評価委員会 

   ４．その他 

(1) 次回（2月 22日）定例記者会見について 

(2) その他 

  Ⅳ．その他 

 

 

第 10回理事会 

 日 時：2021年 3月 19日（金） 16時 00分～18時 38分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：理 事 長  寺本 民生 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  池田 徳彦（WEB） 

大川  淳（WEB）  神野 正博（WEB）  北村  聖（WEB） 

木村 壯介（WEB）  久住 一郎（WEB）  今野 弘之（WEB） 

佐藤 慎哉（WEB）  佐藤 豊実（WEB）  冨永 悌二（WEB） 

富山 憲幸（WEB）  南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（WEB） 

村井 嘉浩（WEB）  森  隆夫（WEB）  森井 英一（WEB） 

渡辺  毅（WEB） 

監  事  跡見  裕（WEB）  松原 謙二 

     事務局長  堀部 眞人                （全て五十音順／敬称略） 

           ※（WEB）は WEB会議システム利用による（「WEB会議運用規則」第 2条） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 9回理事会（2月 19日）の議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．令和 3年度（2021年度）事業計画（案）について 

   ２．令和 3年度（2021年度）予算（案）について 

３．サブスペシャルティ領域認定料について 

   ４．専門研修プログラム委員会 協議事項 
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    (1) 専門研修カリキュラム整備基準変更について（精神科） 

    (2) システムの項目について 

    (3) 専門研修プログラム・専攻医登録関連年間スケジュール案について 

   ５．専門医認定・更新委員会 協議事項 

    (1) 専門医更新二次審査について（リハビリテーション科・脳神経外科・形成外科・麻

酔科） 

(2) 専門医更新基準の改定について（産婦人科） 

    (3) 「専門医の認定・更新」に関する補足説明について 

６．サブスペシャルティ領域検討委員会 協議事項 

    (1) サブスペシャルティ領域専門医の機構認定案について 

７．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

    (1) ホームページリニューアル業者の選定について 

(2) 新型コロナウイルス感染症パンデミックに係る特別措置について 

８．総務・規約委員会 協議事項 

    (1) 専攻医登録に関わる部分に対応した個人情報保護方針の改定について 

(2) 委託業者選定規則（案）について 

９．英文表記に関するワーキンググループ 協議事項 

    (1) 新語申請について 

(2) 専門医英文認定証案および専門研修プログラム英文認定証案について 

１０．令和 2年度第 1回臨時社員総会（3 月 31日開催）の議題について 

１１．その他 

Ⅲ．報告事項 

   １．各種委員会報告 

    (1) 総務・規約委員会 

    (2) 財務委員会 

    (3) 広報委員会 

    (4) 専門研修プログラム委員会 

    (5) 総合診療専門医検討委員会 

    (6) 基本領域連絡委員会 

    (7) 専門研修に関するハラスメント対策委員会 

２．その他 

(1) 次回（3月 22日）定例記者会見について 

(2) その他 

  Ⅳ．その他 

 

 

３．運営委員会 
 

（第 3 期） 

第 1回運営委員会 

 日 時：2020年 4月 10日（金） 16時 00分～17時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  渡辺  毅  森井 英一 

T V 会 議：兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖  市川 智彦 

  鈴木 秀和  羽鳥  裕  南学 正臣  邉見 公雄 

欠席者：今村  聡  森  隆夫 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 
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１．第 12回運営委員会（3/6開催）議事要旨案の確認    

２．専門研修プログラム委員会 協議事項       

(1) 専門研修プログラム・専攻医登録関連スケジュール案について  

 (2) 専門研修プログラム整備基準の改定について    

 (3) カリキュラム整備基準フォーマットの変更について   

 (4) 専門研修カリキュラム整備基準について    

３．サブスペシャルティ領域専門研修細則（案）について    

４．総合診療専門医検討委員会 協議事項     

 (1) 総合診療専門医検討委員会 委員の追加について   

 (2) 総合診療領域専門研修に関する要望について    

５．研究者養成に関するワーキンググループ（仮）委員について  

６．専門研修プログラムシステム委託業者変更について     

７．その他       

Ⅱ．報告事項 

１．機構事務局の担当者について      

２．社員総会の延期の可能性について     

３．各種委員会報告および議題提案      

４．その他 

 

 

第 2回運営委員会 

 日 時：2020年 5月 8日（金） 16時 00分～17時 30分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  渡辺  毅   

TV会議：兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖  市川 智彦 

  鈴木 秀和  羽鳥  裕  南学 正臣  邉見 公雄  森  隆夫 

  森井 英一  渡辺  毅 

欠席者：今村  聡 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 1回運営委員会（4/10開催）議事要旨案の確認    

２．専門医認定・更新委員会 協議事項      

 (1) 専門医更新二次審査について(リハビリテーション科、整形外科、麻酔科) 

３．「別添 e-learning に関して」の改訂について 

４．サブスペシャルティ領域専門研修について 

５．専門研修プログラムシステム委託業者変更について 

６．COI申告書の提出依頼について 

７．その他 

Ⅱ．報告事項 

１．各種委員会報告および議題提案      

２．その他 

 (1) 令和元年度医療施設運営費等補助金交付額確定について 

 (2) 要望書 

 

 

第 3回運営委員会  

 日 時：2020年 6月 12日(金） 16時 00分～17時 30分  
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場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  

T V 会 議：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖  

市川 智彦  渡辺  毅  羽鳥   裕  鈴木 秀和  南学 正臣 

邉見 公雄  森   隆夫   森井 英一  

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 2回運営委員会(5/8 開催)議事要旨案の確認  

２. 総務・規約委員会 協議事項  

(1) 社員資格の基準および入退会手続き(案)について  

(2) 機構組織図(案)について 

     (3) 退職金支給乗率(案)について 

     (4) 情報セキュリティ関連規程の改定について  

(5) テレワーク規程(案)について  

３. 専門研修プログラム委員会 協議事項  

(1) 形成外科カリキュラム整備基準申請について 

     (2) 皮膚科専門研修プログラム整備基準改定について 

     (3) 専攻医向け COVD-19 感染症拡大の影響による機構対応案  

４. 専門医認定・更新委員会 協議事項 

(1) 専門医更新二次審査について(整形外科・脳神経外科・麻酔科)  

(2) 専門医更新基準の改定について(病理、脳神経外科)  

５.「別添 e-learning に関して」の改訂について 

６．総合診療領域検討委員会 協議事項  

７. 各種委員会等の設置について(マッチング検討ワーキンググループ(仮) ) 

８. その他  

Ⅱ．報告事項 

 １. 各種委員会報告および議題提案 

    ２. その他 

 

 

（第 4 期） 

第 1回運営委員会 

 日 時：2020年 8月 7日（金） 16時 00分～17時 30分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  今村  聡  大川  淳  渡辺  毅  南学 正臣 

森  隆夫  木村 壯介 

T V 会 議：兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖  鈴木 秀和 

羽鳥  裕  森井 英一 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 3回運営委員会（6/12開催）議事要旨案の確認    

２．専門医認定・更新委員会協議事項 

(1) 専門医更新二次審査について（整形外科・耳鼻咽喉科） 

(2) 専門医更新基準の改定について（リハビリテーション科） 

３．理事就任辞退に伴う理事候補者の補充について    

４．臨時社員総会の開催について 
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５．その他 

Ⅱ．報告事項 

１．今後の運営委員会開催日の確認について 

２．第 4期委員会委員候補について 

３．機構事務局の担当者について 

４．各種委員会報告および議題提案 

５．その他 

 

 

第 2回運営委員会 

 日 時：2020年 9月 11日（金） 16時 00分～17時 30分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  兼松 隆之  森井 英一  木村 壯介 

T V 会 議：今村  聡  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖  大川  淳 

鈴木 秀和  渡辺  毅  羽鳥  裕  南学 正臣  森  隆夫 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 1回運営委員会（8/7開催）議事要旨案の確認      

２．専門研修プログラム委員会 協議事項 

(1) 2021年度専門研修プログラム申請取り消しについて（形成外科）    

 (2) 新規開院施設の連携施設追加について（外科）     

 (3) カリキュラム制整備基準について(内科、リハビリテーション科)    

３．研究医養成に関するワーキンググループ 協議事項   

４．令和 2年度（2020年度）各種委員会の構成、目的、目標について（案）  

５．データベース検討委員会 協議事項     

６．その他         

Ⅱ．報告事項 

１．各種委員会報告および議題提案      

２．その他        

  

 

第 3回運営委員会 

 日 時：2020年 10月 9日（金） 16時 30分～18時 00分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  今村  聡  北村  聖  大川  淳  木村 壯介 

   渡辺  毅 

T V 会 議：兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  鈴木 秀和  羽鳥  裕 

南学 正臣  森  隆夫 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

事務局：堀部 眞人 他 

欠席者：森井 英一 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 2回運営委員会（9/11開催）議事要旨案の確認     

２．医師専門研修部会について 

 (1) 厚生労働大臣からの意見および当機構からの回答案について   
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３．総務・規約委員会 協議事項 

(1) 社員資格について       

(2) 組織図について       

 (3) 就業規則の改定について      

(4) 謝金規程の改定について       

 (5) 返金規程について         

 (6) WEB会議運用規則の改定について      

(7) 委員会規程について       

 (8) 職員給与規程の改定について      

４．専門医認定・更新委員会 協議事項 

 (1) 専門医更新二次審査について（救急科）     

 (2) 専門医更新基準の改定について（皮膚科、救急科）   

 (3) 専門医認定試験の統一基準について     

(4) 2017年度暫定プログラムの取り扱いについて     

 (5) 小児科専門医認定証に関する対応について     

５．専門研修プログラム委員会 協議事項 

 (1) カリキュラム整備基準フォーマットの変更について    

 (2) 専門研修カリキュラム整備基準変更について（外科・精神科・救急科） 

 (3) 新規開院施設の連携施設追加について（内科・皮膚科・救急科・形成外科） 

 (4) 臨床研究医コース定員配分について     

６．その他        

Ⅱ．報告事項 

１．三重大学医学部附属病院麻酔科専門研修プログラムについて  

２．各種委員会報告および議題提案      

３．その他        

  

 

第 4回運営委員会 

 日 時：2020年 11月 13日（金） 16時 00分～17時 30分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  今村  聡  北村  聖  大川  淳  渡辺  毅 

   南学 正臣  木村 壯介 

T V 会 議：浅井 文和  稲垣 暢也  鈴木 秀和  羽鳥  裕  森  隆夫 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

事務局：堀部 眞人 他 

欠席者：兼松 隆之  森井 英一 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 3回運営委員会（10/9開催）議事要旨案の確認    

２．ダブルボード取得希望者の対応について     

３．専門医認定・更新委員会 協議事項 

(1) 専門医更新二次審査について（整形外科）    

４．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

 (1) 総合診療領域テキストブックについて     (2) J-

GOAL（GRS）問題点の改修について     

５．データベース検討委員会 協議事項 

 (1) 専攻医登録における個人情報の取扱いの際の「個人情報保護方針」について  

６．その他  
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Ⅱ．報告事項 

１．各種委員会報告および議題提案      

２．要望書        

３．その他        

   

 

第 5回運営委員会 

 日 時：2020年 12月 11日（金） 16時 00分～17時 30分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  今村  聡  木村 壯介 

T V 会 議：兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖  大川  淳 

渡辺  毅  鈴木 秀和  羽鳥  裕  森井 英一 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

事務局：堀部 眞人 他 

欠席者：南学 正臣  森  隆夫      

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 4回運営委員会（11/13開催）議事要旨案の確認    

２．専門医認定・更新委員会 協議事項 

(1) 専門医更新二次審査について（脳神経外科）    

(2) 日本病理学会からの更新様式の修正申請について   

(3) 専門医の認定・更新に関する補足説明について    

３．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

 (1) 総合診療専門医検討委員会 委員の追加について   

 (2) 総合診療領域広報用動画作成および同領域ホームページ新規構築について 

４．総務・規約委員会 協議事項 

 (1) 日本専門医機構への共催、協賛、後援の依頼に対する定義・基準等について  

５．理事会における資料提示について 

６．その他        

Ⅱ．報告事項 

１．専攻医登録（二次募集）登録状況について 

２．各種委員会報告および議題提案      

３．要望書        

４．その他        

 

 

第 6回運営委員会 

 日 時：2021年 1月 8日（金） 16時 00分～17時 30分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  今村  聡  木村 壯介 

T V 会 議：浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖  大川  淳  南学 正臣 

渡辺  毅  鈴木 秀和  羽鳥  裕  森井 英一 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

事務局：堀部 眞人 他 

欠席者：兼松 隆之  森  隆夫      

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 5回運営委員会（12/11開催）議事要旨案の確認    
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２．専門研修プログラム委員会 協議事項 

 (1) 専門研修プログラム整備基準変更について（外科・産婦人科）  

 (2) 専門研修カリキュラム整備基準変更について（外科、小児科、産婦人科、 

泌尿器科、麻酔科、総合診療）     

 (3) 新規開院施設の連携施設追加について（産婦人科・総合診療）  

 (4) 整形外科とリハビリテーション科のダブルボードについて  

３．専門医認定・更新委員会 協議事項 

(1) 専門医更新二次審査について（病理・産婦人科・放射線科）  

４．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

 (1) 専攻医への登録管理料・システム利用料の依頼について   

５．その他        

Ⅱ．報告事項 

１．専攻医登録（二次募集）登録状況について 

２．各種委員会報告および議題提案     

３．その他        

 

 

第 7回運営委員会 

 日 時：2021年 2月 12日（金） 16時 00分～17時 30分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  北村  聖 

T V 会 議：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  大川  淳  南学 正臣 

渡辺  毅  鈴木 秀和  羽鳥  裕  森井 英一   木村 壯介 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

事務局：堀部 眞人 他 

欠席者：稲垣 暢也  森  隆夫      

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 6回運営委員会（1/8開催）議事要旨案の確認    

２．専門研修プログラム委員会 協議事項 

 (1) 専門研修プログラム整備基準変更について（整形外科）   

 (2) 専門研修カリキュラム整備基準変更について（内科、耳鼻咽喉科） 

 (3) 2022年度シーリングに関する専門医機構の方針について   

３．専門医認定・更新委員会 協議事項 

(1) 専門医更新二次審査について（臨床検査・整形外科）   

(2) 専門研修修了から認定試験までの流れについて    

４．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

 (1) 総合診療専門医検討委員会 組織図について    

 (2) 総合診療専門医検討委員会 運用細則について    

 (3) 総合診療専門医検討委員会 謝金規程について    

(4) 認定試験部会 CBT業者の選定について     

５．総務・規約委員会 協議事項 

 (1) 「個人情報保護方針」について     (2) 

「特定商取引法による表示」について     

 (3) テレワーク手当および「職員給与規程」の改定について   

６．COI委員会 協議事項 

 (1) 2020年 COI 申告について      

７．その他        
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Ⅱ．報告事項 

１．要望書        

２．各種委員会報告および議題提案      

３．その他  

 

       

第 8回運営委員会 

 日 時：2021年 3月 12日（金） 16時 00分～17時 30分 

場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生   

T V 会 議：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  北村  聖  大川  淳   

南学 正臣  渡辺  毅  羽鳥  裕  鈴木 秀和  稲垣 暢也   

森  隆夫 森井 英一  木村 壯介 

オ ブ ザ ー バ ー：松原 謙二 

事務局：堀部 眞人 他    

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 7回運営委員会（2/12開催）議事要旨案の確認    

２．専門研修プログラム委員会 協議事項 

 (1) 専門研修カリキュラム整備基準変更について（精神科）   

 (2) システムの項目について      

３．専門医認定・更新委員会 協議事項 

(1) 専門医更新二次審査について 

（リハビリテーション科・脳神経外科・麻酔科・形成外科） 

(2) 「専門医の認定・更新」に関する補足説明について   

４．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

 (1) ホームページリニューアル業者の選定について    

 (2) 新型コロナウイルス感染症パンデミックに係る特別措置について  

５．総務・規約委員会 協議事項 

 (1) 専攻医登録に関わる部分に対応した個人情報保護方針の改定について 

 (2) 委託業者選定規則（案）について     

６．英文表記に関するワーキンググループ 協議事項  

 (1) 新語申請について       

 (2) 専門医英文認定証案および専門研修プログラム英文認定証案について 

７．その他         

Ⅱ．報告事項 

１．各種委員会報告および議題提案      

２．その他            

 

 
４．総務・規約委員会（委員長：兼松隆之） 
 

１．各委員会の委員構成、目的、目標、会議成立要件、議決要件、副委員長の選任等についての修

正の有無を確認した。 

２．組織図を作成した。 

３．当機構の業務にかかる諸規程・規則・基準等の整備を行った。 

 ① 情報セキュリティ関連規程の改訂 
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 ② 謝金規程の改訂 

 ③ 返金規程の制定 

 ④ WEB会議運用規則の改訂 

 ⑤ 委員会総則の廃止および委員会規程の制定 

 ⑥ 共催、協賛、後援の依頼に対する定義と基準の制定 

 ⑦ 委託業者選定規則の制定 

 ⑧ 個人情報保護方針の改訂（審議中） 

・なお、下記の事務局関連業務の諸規程・規則・協定等の整備も行った。 

 ① 退職金支給乗率の制定 

 ② テレワーク規程の制定 

 ③ 就業規則の改訂 

④ テレワーク手当及び「職員給与規程」の改訂 

⑤ フレックスタイム制に関する協定書の作成 

４．2020年度事業報告および 2021年度事業計画を作成した。 

５．社員資格要件については継続審議中 

 

第１回総務・規約委員会 

日 時：2020年 5月 22日（金） 18時 30分〜20時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室および Web会議 

 出席者：委員長 兼松 隆之 

     委 員 今村  聡  森  隆夫  本田  浩 

事務局：堀部 眞人 

議事次第 

１．社員資格について 

２．組織図について 

３．退職金規程の改定について 

４．情報セキュリティ規程の改定について 

５．テレワーク規程案について 

６．その他 

 

 

第２回総務・規約委員会 

日 時：2020年 10月 6日（火） 15時 00分〜16時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室および Web会議 

 出席者：委員長 兼松 隆之 

     委 員 大磯義一郎  寺本 民生  森井 英一 

事務局：堀部 眞人 

議事次第 

１．組織図について（継続審議） 

２．社員資格について（継続審議） 

３．就業規則について 

４．謝金規程について 

５．返金規程について 

６．WEB会議運用規則について 
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７．委員会規程について 

８．委員会総則について 

９．職員給与規程について 

１０．「各種委員会の構成、目的、目標について」の成立要件、議決要件の統一について 

１１．その他 

 

 

第３回総務・規約委員会 

日 時：2020年 12月 8日（火） 15時 00分〜16時 30分 

場 所：日本専門医機構会議室および Web会議 

出席者：委員長 兼松 隆之(Web) 

委 員 大磯義一郎(Web)  寺本 民生  森  隆夫(Web)  森井 英一(Web) 

事務局：堀部 眞人 

議事次第 

１．「データベース検討委員会における個人情報保護方針」に関する事項 

２．後援・共催・協賛の依頼に対する基準に関する内規 

３．その他 

 

 

第４回総務・規約委員会 

 日 時：2021年 2月 5日(金) 16時 30分〜18時 00.分 

 場 所：日本專門医機構会議室から Web会議 

 出席者：委員長 兼松 隆之 

委 員 今村  聡  大磯義一郎  寺本 民生  森井 英一 

事務局：堀部 眞人 

議事次第  

１．個人情報保護方針について 

２．「特定商取引法による表示」掲載について 

３．テレワーク手当再検討のお願い 

４．その他 

 

 

第５回総務・規約委員会 

日 時：2021年 3月 10日(金) 15時 30分〜17時 00分  

場 所：日本專門医機構会議室から Web会議 

出席者：委員長 兼松 隆之  

委 員 今村  聡  大磯義一郎  寺本 民生  森  隆夫  森井 英一 

事務局：堀部 眞人 

議事次第  

１．個人情報保護方針について（機構全体ならびにデータベース検討委員会関連項目）                 

２．委託業者選定規則（案）について 

３．その他 

 

 

 

 

 

 



31 

 

５．財務委員会（委員長：今村聡） 

 

今年度は財務委員会を 2回開催した。 

委員会においては、令和元年度（2019年度）決算報告書の作成を行い、理事会に諮り承認の後、

社員総会で承認された。 

また、令和 3年度（2021 年度）収支予算書を事業計画書に基づき作成し、理事会に諮り承認の

後、社員総会で報告した。 

事務局より報告された収支を確認することにより、収支バランスを精査した。また、社員の年

会費、専門医更新料、サブスペシャルティ領域認定料について、改めて検討を行った。 

今後の見通しを踏まえ、各事業部門とも協議のうえ、引き続き中長期の財政健全化に対する検

討・対応を行う予定である。 

 

第 1回財務委員会 

 日 時：2020年 6月 18日（木） 15時 00分～16時 15分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：委 員 長  今村  聡 

     委  員  門脇  孝（WEB）  神野 正博（WEB）  北川 雄光（WEB） 

緑川 正博（WEB） 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕（WEB） 

     事 務 局  事務局長  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

 ＜協議事項＞ 

  Ⅰ．令和元年度決算報告について 

  Ⅱ．会費について 

Ⅲ．その他  

 ＜報告事項＞ 

  Ⅰ．令和元年度事業報告書案について 

  Ⅱ．令和元年度医療施設運営費等補助金交付額確定について 

  Ⅲ．その他 

 

 

第 2回財務委員会 

 日 時：2021年 3月 18日（木） 19時 00分～20時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：委 員 長  今村  聡 

     委  員  門脇  孝（WEB）  神野 正博（WEB）  北川 雄光（WEB） 

寺本  明（WEB）  緑川 正博（WEB） 

     理 事 長  寺本 民生（WEB） 

     監  事  跡見  裕（WEB）  相澤 孝夫（WEB）  松原 謙二（WEB） 

     事 務 局   事務局長  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

 ＜協議事項＞ 

  Ⅰ．令和 3年度（2021 年度）予算案について 

  Ⅱ．令和 3年度（2021 年度）財務委員会事業計画案について 

  Ⅲ．専門医認定・更新料の積算根拠について 
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  Ⅳ．サブスペシャルティ領域認定料について 

Ⅴ．その他 

 

 

令和元年度決算に係る会計監査 

 日 時：2020年 6月 18日（木） 16時 20分～16時 50分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：委 員 長  今村  聡 

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕（WEB） 

     理 事 長  寺本 民生 

     事 務 局  事務局長  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．令和元年度決算に係る会計監査 

  Ⅱ．その他 

令和 2年度中間会計監査 

 日 時：2021年 3月 18日（木） 19時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：委 員 長  今村  聡 

     監  事  相澤 孝夫（WEB）  跡見  裕（WEB）  松原 謙二（WEB） 

     理 事 長  寺本 民生（WEB） 

     事 務 局  事務局長  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．令和 2年度中間会計監査 

  Ⅱ．その他 

 

 

６．広報委員会（委員長：浅井文和） 
 

 昨年度に大幅にリニューアルした機構公式 Web サイトは今年度、掲載内容の充実を図り、専攻

医、専門医、研修施設、総合診療専門医、一般国民などの関係者向けにわかりやすい情報発信を

努めた。Webサイトの運用体制を強化し、最新情報を速やかに掲載できるようにした。 

 メディア向けには理事会開催日の翌週に定例記者会見を開催し、決定事項等を理事長が説明し、

社会に対する透明性を保つように努めた。また、一般紙・テレビ局などの幅広い記者に機構の使

命と業務を正しく理解していただくことを目的にした記者懇談会を 2 回開催した。令和 2 年 6 月

には COVID-19 に対する機構や医療現場の対応について、12 月には厚労科研特別研究について、

理事長・理事や専門家から説明して記者からの質問に答えた。なお、COVID-19感染拡大防止のた

め記者会見と記者懇談会はオンライン会議方式で開催した。 昨年度に大幅にリニューアルした

機構公式 Web サイトは今年度、掲載内容の充実を図り、専攻医、専門医、研修施設、総合診療専

門医、一般国民などの関係者向けにわかりやすい情報発信を努めた。Webサイトの運用体制を強化

し、最新情報を速やかに掲載できるようにした。 

 メディア向けには理事会開催日の翌週に定例記者会見を開催し、決定事項等を理事長が説明し、

社会に対する透明性を保つように努めた。また、一般紙・テレビ局などの幅広い記者に機構の使

命と業務を正しく理解していただくことを目的にした記者懇談会を 2 回開催した。令和 2 年 6 月

には COVID-19 に対する機構や医療現場の対応について、12 月には厚労科研特別研究について、
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理事長・理事や専門家から説明して記者からの質問に答えた。なお、COVID-19感染拡大防止のた

め記者会見と記者懇談会はオンライン会議方式で開催した。 

 

第 1回広報委員会 

 日 時：2020年 5月 15日（金） 14時 30分～15時 30分 

場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

出席者：浅井 文和 

     兼松 隆之  南学 正臣 

欠席者：里見  進  花井 十伍  向井 千秋 

オブザーバー：寺本 民生 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．次回記者懇談会の日程と内容     

      ２．COVID(コビット)-19について機構からの情報発信について 

      ３．その他 

 

 

第２回広報委員会 

 日 時：2020年 8月 28日（金） 16時 30分～17時 00分 

場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる web会議） 

出席者：浅井 文和  

兼松 隆之  冨永 悌二  富山 憲幸 

オブザーバー：寺本 民生 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．第 4期広報委員会立ち上げについて（委員の紹介と委員会の役割）   

２．広報委員会の目的・目標について                     

３．年間スケジュール  

(1)  奇数月第 3金曜日理事会開催前に 90 分程度 委員会開催予定  

          次回 9月 18日（金）14時 00分～15時 30分 または  

10月 16日（金）14時 00分～15 時 30分 

（2） 第 5回記者懇談会開催の相談 

・日時 12 月を予定（16時 00分～開始？） 

・開催様式（Web/会合式） 

・テーマ、演者決定 

Ⅱ．報告事項 

8月 24日（月）定例記者会見（Web）報告 

次回記者会見（Web）予定日 9月 23日（水）13時 00分～13時 30分開催予定 

 

 

第３回広報委員会 

 日 時：2020年 10月 21日（水）15時 30分～16時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる web会議） 

出席者：浅井 文和 

兼松 隆之  冨永 悌二  富山 憲幸 

オブザーバー：寺本 民生 

事務局：堀部 眞人 他 
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議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．12月開催予定の第５回記者懇談会の開催計画 

２．医学生向け広報日本医師会発行「ドクタラーゼ」専門医制度特集企画への協力３. そ

の他（現在の周知先厚生労働記者クラブ・厚生日比谷クラブ以外への周知） 

    文部科学記者会、日本記者クラブ、学術記者会などを検討 

Ⅱ．報告事項 

１．定例記者会見（Web）報告 9月 24日（水）/10月 19日（月） 

２．次回記者会見（Web）予定日 11月 24日（火）14時 00分～14時 30分開催予定 

 

 

第４回広報委員会 

 日 時：2020年 12月 25日（金）14時 00分～15時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる web会議） 

出席者：浅井 文和 

冨永 悌二  富山憲幸 

欠席者：兼松 隆之 

オブザーバー：寺本 民生 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．医学生向けの広報活動・ドクタラーゼの協力による専門医特集企画案について 

２．総合診療領域のホームページ新規構築について 

Ⅱ．報告事項 

１．記者懇談会（Web）報告 

２．日本専門医機構パンフレットについて 

３．定例記者会見（Web）報告 11月 24日/12月 21日 

４．次回記者会見（Web）予定日 1月 18日（月） 

５. その他 

 

 

第５回広報委員会 

 日 時：2021年 3月 12日（金）14時 30分～15 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（zoomによる web 会議） 

出席者：浅井 文和 

兼松 隆之  富山 憲幸 

欠席者：冨永 悌二 

オブザーバー：寺本 民生 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．ドクタラーゼ 7月号「専門医特集」 

２．第６回記者懇談会（6月～7月開催）のテーマ選定 

・新型コロナウイルス感染症対応（昨年の懇談会の続編） 

・サブスペシャルティの新領域認定 

３．サブスぺシャルティ新領域認定に伴う国民への周知方法 

４．次年度「臨床研究医コース」専攻医募集の周知方法 

５．パンフレット進捗 
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Ⅱ．報告事項 

１．HPへのリンク掲載依頼受諾（第 39回日本受精着床学会より） 

本年 7月 15 日（木）・16日（金）に神戸国際会議場にて開催予定会長（兵庫医科大学

産科婦人科学講座主任教授柴原浩章先生）Topページ、リンクページ 

２．今年のレジナビフェア（オンライン）への情報提供協力 

３．1月 18日・2月 22日開催済み定例記者会見（Web）報告 

４．次回記者会見（Web）予定日 3月 22日（月）13時 00分～13時 30分開催予定 

 

 

第６回広報委員会 

 日 時：2021年 5月 28日（金）15時 00分～16 時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（zoomによる web 会議） 

出席者：浅井 文和 

兼松 隆之  富山 憲幸 

欠席者：冨永 悌二 

オブザーバー：寺本 民生 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．ドクタラーゼ 7月号「専門医特集」 

２．第６回記者懇談会（6月～7月開催）のテーマ選定 

・臨床研究医コース専攻医募集について 

３．SNSを利用した情報発信の開始について（総合診療部） 

Ⅱ．報告事項 

 

 

７．データベース検討委員会（委員長：稲垣暢也） 

 

研修プログラム管理システムの再構築を行い、2021年度開始予定のプログラムの申請・審査な

らびに専攻医の応募を実施した。また、専攻医の登録後の勤務・異動状況の把握を行うための研

修履歴システム（マイページ）の再構築を進めるとともに、データベースの取り扱いに必要な個

人情報の取扱い等について検討を行った。サブスペシャルティ領域のプログラムにおける施設登

録や連動研修の管理についても検討を行った。 

 

第 1回データベース検討委員会 

 日 時：2020年 4月 9日（火）15時 00分〜16時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

 Web出席：委員長  稲垣 暢也 

     委 員  宮崎 俊一  木村 壯介 

     事務局  堀部 眞人他 

 欠席者：委 員  南学 正臣  森井 英一 

 議事次第： 

  Ⅰ．研修プログラム管理システム 業者移行について 

   １．業者移行決定までの経緯 

   ２．業者選定結果 

  Ⅱ．現状と今後の予定 
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  Ⅲ．専攻医向け機能（MyPage）について 

  Ⅳ．その他 

 

 

第 2回データベース検討委員会 

 日 時：2020年 6月 23日（火）15時 00分〜16 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

 Web出席：委員長  稲垣 暢也 

     委 員  宮崎 俊一  木村 壯介 

     事務局  堀部 眞人他 

 欠席者：委 員  南学 正臣  森井 英一 

 議事次第： 

  Ⅰ．システム再構築に関してデータベース構造について 

  Ⅱ．ローテーション管理について 

  Ⅲ．マイページ（研修施設登録）について、データのあり方など 

  Ⅳ．その他 

 

 

第 3回（4期第 1回）データベース検討委員会 

 日 時：2020年 9月 8日（火）16時 00分～17時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

 Web 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  稲垣 暢也 

     委 員  宮崎 俊一  木村 壯介  富山 憲幸  大磯義一郎 

     事務局  堀部 眞人他 

 欠席者：委 員  南学 正臣  森井 英一  黒田 知宏 

 議事次第： 

  Ⅰ．本委員会の目的・目標、委員紹介 

  Ⅱ．臨床研究医コースの募集方法・今年だけの簡易システムでの応募採用 

  Ⅲ．マイページ（研修施設情報）の管理 

  Ⅳ．サブスペシャルティの研修実績の登録方法について 

   １．カリキュラム制のシステム対応 

  Ⅴ．更新した専門医の登録 

  Ⅵ．現在のシステムリニューアルの進捗状況 

   １．研修プログラム管理 

   ２．研修プログラムローテーション管理 

  Ⅶ．今後の研修プログラム専攻医の募集採用システムについて 

   １．応募採用の流れ 

   ２．応募採用の各仕組み 

  Ⅷ．その他 

 

 

第 4回（4期第 2回）データベース検討委員会 

 日 時：2020年 10月 30日（金）18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

 Web 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  稲垣 暢也 
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     委 員  森井 英一  大磯義一郎  黒田 知宏  富山 憲幸 

          宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 欠席者：委 員  南学 正臣  木村 壯介 

 議事次第： 

  Ⅰ.研修プログラム管理システムの概要 

  Ⅱ.研修プログラムの修正や変更の申請について 

  Ⅲ.「マイページ」の役割と名称について 

  Ⅳ.本システムの名称について 

  Ⅴ.「指導医」の登録について 

  Ⅵ.その他 

 

 

第 5回（4期第 3回）データベース検討委員会 

 日 時：2020年 11月 27日（金）16時 00分～17時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

 Web 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  稲垣 暢也 

     委 員  森井 英一  大磯義一郎  黒田 知宏  南学 正臣 

          宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 欠席者：委 員  木村 壯介  富山 憲幸 

 議事次第： 

  Ⅰ.利用規約、個人情報保護方針の報告 

  Ⅱ.専攻医登録についての問題点の報告 

  Ⅲ.専攻医登録・応募での採用についてのフロー 

  Ⅳ.研修施設情報（マイページ）の登録について 

  Ⅴ.研修プログラムシステムの将来的な利用について 

  Ⅵ.ログイン後の画面の名称 

  Ⅶ.その他 

 

 

第 6回（4期第 4回）データベース検討委員会 

 日 時：2021年 1月 22日（金）17時 00分～18 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

 Web 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  稲垣 暢也 

     委 員  森井 英一  大磯義一郎  木村 壯介  富山 憲幸 

          南学 正臣  宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 欠席者：委 員  黒田 知宏 

 議事次第： 

  Ⅰ.第 5回データベース検討委員会（11月 27日開催）議事録確認 

  Ⅱ.メール等の連絡手段について 

  Ⅲ.専門医研修履歴管理システム（仮）構築状況報告 

  Ⅳ.その他 
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第 7回（4期第 5回）データベース検討委員会 

 日 時：2021年 3月 30日（火）14時 00分～15 時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

 Web 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  稲垣 暢也 

     委 員  森井 英一  大磯義一郎  木村 壯介  黒田 知宏 

          富山 憲幸  宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 欠席者：委 員  南学 正臣 

 議事次第： 

  Ⅰ.第 6回データベース検討委員会（1月 22日開催）議事録確認 

  Ⅱ.研修施設情報（マイページ）について 

  Ⅲ.研修プログラム新規・変更申請について 

  Ⅳ.個人情報保護方針の見直しの進捗状況 

  Ⅴ.その他 

 

 

８．専門研修プログラム委員会（委員長：北村聖） 
 

 Ⅰ．基本領域研修プログラム整備基準について 

1) 基本領域から提出された専門研修プログラム整備基準の修正や疑問点などに対応した 

2) 修正が必要なものは修正の上、承認した 

3) カリキュラム制の整備を行った 

Ⅱ．専門研修プログラム及び研修施設について（第二次審査） 

1) 承認された各領域のプログラム整備基準に沿って作成された専門研修プログラム及び研

修施設に関して、新規のもの、変更申請のあるものを審査し、承認した 

Ⅲ．専攻医の登録について 

1) 1次募集ならびに 2次の追加募集を行った 

2) シーリングに関してはシーリング検討委員会と協力して調整した 

3) 3月末日迄に登録を終了した 

Ⅳ．プログラム、研修施設、専攻医に関する多岐にわたる質問に回答した。 

これらをまとめて FAQを公開することも検討中である 

一部の事例でハラスメントが疑われるものがあり、専門研修に関するハラスメント対策委

員会に報告した 

Ⅴ．今後のスケジュールを決定した 

 

 

第 1回（通算第 8回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2020年 4月 7日（火）15時 00分～17時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖  

 Web出席：委 員  市川 智彦  高橋 孝雄  武田 裕子 

          蓮沼 直子  本田  浩 



39 

 

 欠席者：委 員  伊藤 彰一  北川 雄光  南学 正臣  平形 道人 

 議事次第： 

  Ⅰ．各領域のカリキュラム制について 

   １．各領域からの提出状況 

   ２．審査及び修正確認 

   ３．カリキュラム制整備基準フォーマットの変更 

  Ⅱ．プログラム整備基準改定について 

   １．整形外科 

   ２．救急科 

  Ⅲ．専門研修プログラム二次審査について 

   １．スケジュール 

   ２．審査項目 

   ３．理事会提出項目 

  Ⅳ．専門研修プログラムの認定証案について 

  Ⅴ．サブスペシャルティ領域の認定料について 

  Ⅵ．その他 

    質問について 

 

 

第 2回（通算第 9回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2020年 5月 21日（木）17時 00分～18 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 

 Web出席：委 員  市川 智彦  伊藤 彰一  北川 雄光  高橋 孝雄 

          南学 正臣  蓮沼 直子  平形 道人  本田  浩 

 欠席者：委 員  武田 裕子 

 議事次第： 

  Ⅰ．各領域のカリキュラム整備基準について 

   １．各領域からの提出状況 

   ２．審査及び修正確認 

   ３．変更について（小児科） 

  Ⅱ．プログラム整備基準改定について（皮膚科） 

  Ⅲ．専門研修プログラム二次審査について 

   １．スケジュール 

   ２．審査項目 

   ３．理事会提出項目 

  Ⅳ．整形外科学会からの要望書について 

  Ⅴ．各領域からの質問について 

  Ⅵ．専門研修のローテーションの変更について 

  Ⅶ．その他 

 

 

第 3回（通算第 10回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2020年 6月 16日（火）14時 00分～15 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 
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 Web出席：委 員  市川 智彦  伊藤 彰一  北川 雄光  高橋 孝雄 

          武田 裕子  平形 道人  本田  浩 

 欠席者：委 員  南学 正臣 蓮沼 直子 

 議事次第： 

  Ⅰ．各領域のカリキュラム制について 

   １．各領域からの提出状況 

   ２．病理修正 

   ３．カリキュラム制備基準フォーマットの変更 

  Ⅱ．プログラム整備基準改定について（泌尿器科） 

  Ⅲ．「地域医療を学ぶ研修に適した地域」の研修を実施する地域について 

（総合診療） 

  Ⅳ．2021年度専門研修プログラム二次審査について 

  Ⅴ．その他 

 

 

第 4回（4期第 1回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2020年 8月 18日（火）16時 00分～17 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 

 Web出席：委 員  伊藤 彰一  大川  淳  高橋 孝雄  武田 裕子 

          南学 正臣  平形 道人  蓮沼 直子 

 欠席者：委 員  森井 英一 

 議事次第： 

  Ⅰ．副委員長の選出について 

  Ⅱ．2020年度目的目標について 

  Ⅲ．各領域のカリキュラム制について 

   １．カリキュラム制整備基準フォーマットの変更 

   ２．各領域からの提出状況及び整備基準の変更について（小児科・整形外科） 

  Ⅳ．2021年度専門研修プログラム申請取り消しについて(内科) 

  Ⅴ．連携施設の追加申請忘れについて（皮膚科） 

  Ⅵ．新設病院連携施設の追加の手続きについて 

  Ⅶ．「地域医療を学ぶ研修に適した地域」の研修を実施する地域について(総合診療) 

  Ⅷ．問い合わせについて 

  Ⅸ．その他 

 

 

第 5回（4期第 2回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2020年 9月 10日（木）17時 00分～18 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 

 Web出席：副委員長  森井 英一  

委 員  大川  淳  高橋 孝雄  南学 正臣  蓮沼 直子 

 欠席者：委 員  伊藤 彰一  武田 裕子  平形 道人 

 議事次第： 

  Ⅰ．連携施設の追加申請忘れについて（病理） 

  Ⅱ．2021年度専門研修プログラム申請取り消しについて(形成外科) 
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  Ⅲ．新規開院施設の連携施設追加について 

   １．産婦人科 

   ２．外科 

  Ⅳ．カリキュラム制整備基準について 

   １．フォーマット変更 

   ２．内科領域整備基準 

   ３．リハビリテーション科領域整備基準 

  Ⅴ．問い合わせについて 

  Ⅵ．その他 

    臨床研究医コースについて 

 

 

第 6回（4期第 3回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2020年 10月 13日（火）15時 00分～16時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 

 Web出席：副委員長  森井 英一 

委 員  大川  淳  高橋 孝雄  武田 裕子  平形 道人 

 欠席者：委 員  伊藤 彰一  南学 正臣  蓮沼 直子   

 議事次第： 

  Ⅰ．カリキュラム整備基準について 

   １．フォーマット変更 

   ２．外科領域整備基準 

   ３．救急科領域整備基準 

   ４．精神科領域整備基準 

   ５．申請の手順について 

   ６．変更希望者について 

  Ⅱ．新規開院施設の連携施設追加について 

   １．内科 

   ２．整形外科 

   ３．救急科 

   ４．皮膚科 

   ５．形成外科 

  Ⅲ．三重大学医学部附属病院 麻酔科専門研修プログラムについて 

  Ⅳ．厚労大臣からの意見書について 

  Ⅴ．臨床研究医コースについて 

  Ⅵ．2021年度専攻医登録スケジュールについて 

  Ⅶ．次年度プログラム冊子必要項目について 

  Ⅷ．問い合わせについて 

  Ⅸ．その他 

 

 

第 7回（4期第 4回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2020年 11月 17日（火）14時 00分～15時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 
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     副委員長  森井 英一 

 Web出席：委 員  高橋 孝雄  武田 裕子  平形 道人 

 欠席者：委 員  伊藤 彰一  大川  淳  南学 正臣  蓮沼 直子 

 議事次第： 

  Ⅰ．2021年度専攻医募集応募状況について 

  Ⅱ．プログラム整備基準変更について（総合診療） 

  Ⅲ．カリキュラム整備基準変更について 

   １．形成外科領域整備基準 

   ２．臨床検査領域整備基準 

  Ⅳ．新規開院施設の連携施設追加について 

   １．泌尿器科 

   ２．眼科 

   ３．耳鼻咽喉科 

   ４．総合診療 

  Ⅴ．総合診療更新しないプログラムについて 

  Ⅵ．精神科 COVD-19関連申請者報告について 

  Ⅶ．問い合わせについて 

  Ⅷ．その他 

 

 

第 8回（4期第 5回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2020年 12月 24日（木）15時 00分～16時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 

 Web出席：副委員長  森井 英一 

     委 員  大川  淳  高橋 孝雄  蓮沼 直子 

 欠席者：委 員  伊藤 彰一  武田 裕子  南学 正臣  平形 道人 

 議事次第： 

  Ⅰ．2021年度専攻医募集応募状況について 

  Ⅱ．プログラム整備基準変更について 

   １．外科領域整備基準 

   ２．産婦人科領域整備基準 

  Ⅲ．カリキュラム整備基準変更について 

   １．外科領域整備基準 

   ２．小児科領域整備基準 

   ３．産婦人科領域整備基準 

   ４．泌尿器科領域整備基準 

   ５．麻酔科領域整備基準 

   ６．総合診療領域整備基準 

  Ⅳ．新規開院施設の連携施設追加について 

   １．産婦人科 

   ２．総合診療 

  Ⅴ．整形外科とリハビリのダブルボードについて 

  Ⅵ．サブスペシャルティの認定料について  

  Ⅶ．プログラム冊子の項目について 

  Ⅷ．三重大学麻酔科のプログラムについて 

  Ⅸ．問い合わせについて 
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  Ⅹ．その他  

 

 

第 9回（4期第 6回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021年 1月 29日（金）17時 00分～18 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 

 Web出席：副委員長  森井 英一 

     委 員  伊藤 彰一  大川  淳  武田 裕子  南学 正臣 

平形 道人  蓮沼 直子 

 欠席者：委 員  高橋 孝雄 

 議事次第： 

  Ⅰ．2021年度専攻医募集結果について 

  Ⅱ．プログラム整備基準変更について 

   １．整形外科領域整備基準 

   ２．総合診療領域整備基準 

  Ⅲ．カリキュラム整備基準変更について 

   １．内科領域整備基準 

   ２．耳鼻咽喉科領域整備基準 

  Ⅳ．2022年度プログラム申請について 

   １．申請項目について 

   ２．冊子の項目について 

  Ⅴ．カリキュラム制について 

   １．カリキュラム制の場合のマイページ登録について 

   ２．カリキュラム制で、主となる施設外で研修する場合について 

   ３．カリキュラム制→プログラム制への移行について 

  Ⅵ．専門研修プログラム審査承認の流れ 

  Ⅶ．各基本領域の学会専門研修について 

  Ⅷ．サイトビジットについて 

  Ⅸ．その他 

 

 

第 10回（4期第 7回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021年 2月 19日（金）14時 30分～15 時 45分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委員長  北村  聖 

     副委員長  森井 英一 

 Web出席：委 員  伊藤 彰一  南学 正臣  武田 裕子  蓮沼 直子 

 欠席者：委 員  大川  淳  高橋 孝雄  平形 道人 

 議事次第： 

  Ⅰ．カリキュラム整備基準変更について（精神科） 

  Ⅱ．連携施設の追加申請忘れについて（皮膚科） 

  Ⅲ．COVID-19の対応について（総合診療） 

   １．総合診療 

   ２．皮膚科 

  Ⅳ．年間スケジュールについて 
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  Ⅴ．システムの項目について 

  Ⅵ．専門研修プログラム 2次審査項目について  

  Ⅶ．その他 

 

 

第 11回（4期第 8回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021年 3月 30日（火）15時 30分～17 時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：委員長  北村  聖  

 Web出席：理事長  寺本 民生 

     副委員長  森井 英一 

     委 員  大川  淳  高橋 孝雄  武田 裕子  蓮沼 直子 

          平形 道人 

 欠席者：委 員  伊藤 彰一  南学 正臣 

 議事次第： 

  Ⅰ．プログラム整備基準変更について 

   １．皮膚科領域整備基準 

   ２．総合診療領域整備基準 

  Ⅱ．新規開院施設の連携施設追加について 

   １．放射線科領域からの要望書について 

   ２．今後の対応について 

  Ⅲ．2023年度のプログラムの申請について 

  Ⅳ．基本領域連絡委員会の議題に関する精神神経学会からの意見書 

  Ⅴ．専門研修プログラムスケジュールについて 

  Ⅵ．プログラム関連英語表記について 

  Ⅶ．サブスペシャルティの認定料について 

  Ⅷ．問い合わせについて 

  Ⅸ．その他 

 

 

９．専門医認定・更新委員会（委員長：大川淳） 

 

2020年度は共通講習委員会とともに、専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員

会として 6回(2020年度 3期 1回、4期 5回)開催した。2019年度に引き続いて、基本領域の 1

次審査に基づいて専門医資格更新に関する 2次審査を行った。 

とくに、『専門医の更新』に関する補足説明に関して、「多様な地域における診療実績」を新設

し、専門医資格の認定・更新に際しての地域医療への参画を推奨した。また、共通講習に関して

項目の見直しを行い、必修項目数を検討した。 

 

 

１０．共通講習委員会（委員長：鈴木秀和） 

 

「共通講習申請の手引き」の各項目について、必要に応じて審議し、適宜改訂した。特に共通講

習のカテゴリーのうち、「専門医としての人間性、社会性向上に資する講習」は削除した。ま

た、共通講習の主催者は、各基本領域学会会員、医師会会員、基幹施設・連携施設の職員以外で
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も講習会に参加し単位が取得できるように努めることを明記し、基幹施設・連携施設について

は、原則として非職員の参加を「可」とすることを明記した。定期的に、基幹施設・連携施設か

ら日本専門医機構に申請された共通講習申請の審査を実施し、申請期限や参加対象や COI面での

検討事項も明確化しつつ、さらに COVID-19パンデミック下での特別運用として、「受講者が取得

できる各カテゴリーの 1日あたりの受講単位は 2単位を上限とする」という項目を適用しないこ

ととした。また、各基本診療領域学会や日本医師会が認定した共通講習についての報告について

も参加対象や COI面での検討事項も勘案して確認し、ホームページ上で公開した。基本診療領域

学会あるいは日本医師会で認定し実施された共通講習（事後報告）を検証し、専門医認定・更新

委員会、共通講習委員会／合同委員会にて審議し、基本領域連絡委員会にて報告した。上記につ

いて、基本領域連絡委員会にて報告した。日本専門医機構認定共通講習 e-ラーニングの企画・

制作・監修を行い、2020年 4月 28日よりオンラインで提供を開始し、2021年 5月 29日時点

で、6講座を提供しており、現在もコンテンツを作成中である。今後、必修講習 Bのカテゴリー

の e-ラーニングについても編集会議を開催し監修・制作していく。 

 

第１回専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 

 日 時：2020年 6月 1日（月） 17時 30分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   市川 智彦 

     副委員長  池田 徳彦、森井 英一 

     委員    朝戸 裕貴、木村 壯介 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

   Ⅰ．認定・更新委員会関連 

    １．専門医更新二次審査（整形外科３回目） 

    ２．放射線科専門医更新辞退者について 

３．日本泌尿器科学会からの診療実績についての問い合せ 

    ４．COVID19状況下における更新単位数の緩和、期間延長について 

   ５．2017年度以前に専門医研修を開始した専攻医の取り扱いについて 

   ６．専門医試験について 

   ７．カリキュラム制未登録者について 

   ８．日本麻酔科学会からの更新基準に関する問い合わせについて 

   ９．病理科専門医更新基準の改定について 

  １０．基本領域専門医とサブスペシャルティ領域専門医の順番や並行研修について 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

  １．共通講習の取り扱いについて 

２．別添 e-learningの改訂について 

   ３．共通講習審査終了報告 

   ４．日本専門医機構専門医共通講習 e-ラーニング開始の報告 

Ⅲ．その他 

１．第３回基本領域連絡委員会の議題について 
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２．質問回答（抜粋） 

 

 

第２回専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 

 日 時：2020年 8月 6日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     副委員長  池田 徳彦 

     委員    朝戸 裕貴、市川 智彦、河野 博隆、西川 正憲、 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     委員    大磯義一郎、羽鳥  裕 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

 Ⅰ．専門医認定・更新委員会／共通講習委員会 副委員長の選任について 

  Ⅱ．認定・更新委員会関連 

  １．日本整形外科学会からのデータ保管期限についての問い合わせ 

   ２．日本麻酔科学会からの認定・更新辞退の規定に関する問い合わせ 

   ３．各基本領域学会宛 専門医認定試験に関するアンケート 2件  

   ４．個人情報の取り扱いに関する専攻医からの問題定義  

   ５．日本病理学会からの 2017年暫定プログラム開始の専攻医追認に関する問い合わせ 

   ６．日本外科学会からの専門医試験の運用についての確認書 

   ７．

日本麻酔科学会からの 2016 年度、2017 年度に学会認定で開始した専攻医の取り扱いについての要望 

   ８．日本麻酔科学会からの更新基準改訂における問い合わせ 

   ９．厚生労働省からの問い合わせ 

  １０．整形外科専門医更新（4回目）二次審査について（132名） 

  １１．耳鼻咽喉科専門医更新二次審査について（2,036名） 

 １２．日本リハビリテーション医学会からの更新基準改訂について 

  Ⅲ．共通講習委員会関連 

    １．共通講習審査終了報告について 

    ２．機構認定（領域・共通）講習のマネジメントに対する抗議文について 

    ３．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

 

 

第３回専門医認定・更新／共通講習合同委員会 

 日 時：2020年 10月 1日（木） 18時 15分～19時 45分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     副委員長  池田 徳彦 

     委員    朝戸 裕貴、市川 智彦、河野 博隆、西川 正憲 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 
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     委員    大磯義一郎、羽鳥  裕 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

   Ⅰ．認定・更新委員会関連 

  １．救急科専門医更新二次審査について（37名） 

  ２．皮膚科専門医の更新基準改定について 

    ３．救急科専門医の更新基準改定について 

    ４．認定証申請書式類の見直しについて 

    ５．専門医認定試験の統一基準について 

    ６．専門医の認定・更新に関する補足説明について 

    ７．サブスペシャルティ領域専門医の認定料・更新料 

    ８．2017年暫定プログラムの取り扱いについて 

    ９．小児科専門医認定証に関する対応 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

    １．共通講習審査終了報告について 

    ２．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

   Ⅲ．その他 

    １．11月の臨時委員会開催について 

    ２．質問回答（抜粋） 

 

 

第４回専門医認定・更新／共通講習合同委員会 

 日 時：2020年 11月 4日（水） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     副委員長  池田 徳彦 

     委員    朝戸 裕貴、河野 博隆、西川 正憲 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     委員    大磯義一郎、小林誠一郎 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

Ⅰ．認定・更新委員会関連 

    １．整形外科専門医更新二次審査について（追加 1名） 

    ２．日本内科学会からの問い合せについて 

    ３．日本整形外科学会からの問い合せについて 

    ４．専門医の認定・更新に関する補足説明について 

   Ⅱ．共通講習委員会関連 

    １．共通講習審査終了報告について 

    ２．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

    ３．編集会議報告 

 Ⅲ．その他 

    １．第３回認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事録 
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 第５回専門医認定・更新委員会／共通講習合同委員会 

 日 時：2020年 12月 8日（火） 18時 30分～20時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     副委員長  池田 徳彦 

     委員    朝戸 裕貴、市川 智彦、西川 正憲 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     委員    大磯義一郎、小林誠一郎、羽鳥  裕 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

 Ⅰ．認定・更新委員会関連 

   １．脳神経外科専門医二次審査について（追加申請） 

   ２．日本病理学会からの更新様式の修正申請について 

   ３．小児科専門医認定証に関する対応 

   ４．外科学会・麻酔科学会・放射線学会からの問い合せについて 

   ５．精神神経学会からの問い合せについて 

   ６．専門医の認定・更新に関する補足説明について 

   ７．内科学会への認定・更新料の根拠提示について 

   ８．サブスペ領域認定料について 

 Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習審査終了報告について 

   ２．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

 Ⅲ．その他 

   １．第５回認定・更新委員会／共通講習合同委員会議事録（案） 

 

 

第６回専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 

 日 時：2021年 2月 4日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     副委員長  池田 徳彦 

     委員    朝戸 裕貴、市川 智彦、河野 博隆、西川 正憲 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     委員    大磯義一郎、羽鳥  裕 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

   Ⅰ．認定・更新委員会関連 

   １．臨床検査専門医更新二次審査について（64名） 

   ２．整形外科専門医更新（1回目）二次審査について（1,510名） 

   ３．日本内科学会からの更新基準の提出について 
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   ４．外科専門医の仕組み／認定試験について 

   ５．専門研修修了から認定試験までの流れ 

   ６．学会等からの照会 

   （1） 2017年以前の麻酔科プログラムについて（麻酔科） 

    (2)  試験受験判断について（総合診療科） 

    (3)  2021年度以降の機構専門医認定者の氏名公表等について（産婦人科） 

   ７．「専門医の認定・更新」に関する補足説明について 

   ８．サブスペシャルティ領域認定料（案）について 

 Ⅱ．共通講習委員会関連 

    １．共通講習審査終了報告について 

    ２．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

 Ⅲ．その他 

    １．第 5 回（通算 4 回）専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 議事録 

   ２．第 1 回専門医認定・更新に関する補足説明改訂(地域医療への貢献)に関する WG について 

   ３．第 2回専門医認定・更新に関する補足説明改訂 

(地域医療への貢献)に関する WGについて議事録(案) 

 

 

専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 第１回打ち合わせ 

 日 時：2020年 5月 1日（金） 15時 00分～17時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   市川 智彦 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

 Ⅰ．認定・更新委員会関連 

   １．リハビリテーション科専門医更新二次審査（追加 3人）について 

  ２．整形外科専門医更新二次審査について（1,082人） 

   ３．麻酔科専門医更新二次審査について（追加 35人） 

   ４．放射線科専門医更新辞退者について 

   ５．カリキュラム制未登録者について 

   ６．COVID19状況下における更新単位数の緩和、期間延長について 

   ７．2017年度以前に専門医研修を開始した専攻医の取り扱いについて 

   ８．専門医試験について 

 Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．別添 e-learningの改訂について 

   ２．共通講習審査終了報告 

   ３．日本専門医機構専門医共通講習 e-ラーニング開始の報告 

 Ⅲ．その他 

   １．第４回専門医認定・更新委員会、共通講習 WG／合同委員会議事録 

   ２．第７回専門医認定・更新、共通委員会打ち合せ議事録 

   ３．第５回専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事録 

   ４．2020年度第１回専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会次第案 
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専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 第２回打ち合わせ 

 日 時：2020年 5月 13日（水） １5時 00分～16時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   市川 智彦 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

  Ⅰ．認定・更新委員会関連 

   １．日本泌尿器科学会からの診療実績についての問い合せ 

   ２．COVID19状況下における更新単位数の緩和、期間延長について 

   ３．2017年度以前に専門医研修を開始した専攻医の取り扱いについて 

   ４．専門医試験について 

   ５．カリキュラム制未登録者について 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習の取り扱いについての周知および検討事項 

   ２．基本領域連絡委員会報告事項 

   （1） 共通講習申請手引きの改訂 

    (2)  機構専門医共通講習 e-ラーニング運用開始について 

Ⅲ．その他 

    １．2020年度第１回専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会次第案 

    ２．第３回基本領域連絡委員会の議題について 

 

 

専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 第３回打ち合わせ 

 日 時：2020年 7月 30日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     委員    市川 智彦 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．専門医認定・更新委員会/共通講習委員会 副委員長の選任について 

  ２．第 4期専門医認定・更新委員会/共通講習委員会 会議開催時期について 

Ⅰ．認定・更新委員会関連 

    １．日本整形外科学会からのデータ保管期限についての問い合わせ 

   ２．日本麻酔科学会からの認定・更新辞退の規定に関する問い合わせ 

   ３．各基本領域学会宛 専門医認定試験に関するアンケート 2件（報告事項） 

   ４．個人情報の取り扱いに関する専攻医からの問題定義（報告事項） 

   ５．日本病理学会からの 2017 年暫定プログラム開始の専攻医追認に関する問い合わせ 

   ６．日本外科学会からの専門医試験の運用についての確認書 
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   ７．日本麻酔科学会からの 2016年度、 

2017年度に学会認定で開始した専攻医の取り扱いについての要望 

   ８．日本麻酔科学会からの更新基準改訂における問い合わせ 

   ９．厚生労働省からの問い合わせ 

 １０．整形外科専門医更新（4回目）二次審査について（132名） 

 １１．耳鼻咽喉科専門医更新二次審査について（2,036名） 

  １２．日本リハビリテーション医学会からの更新基準改訂について 

 Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習審査終了報告について 

   ２．機構認定（領域・共通）講習のマネジメントに対する抗議文について 

   ３．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

  Ⅲ．その他 

   １．第２回基本領域連絡委員会の議題について 

   ２．2020年度第１回専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会次第案 

 

 

専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 第４回打ち合わせ 

 日 時：2020年 9月 28日（月） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     委員    市川 智彦 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

 Ⅰ．認定・更新委員会関連 

    １．救急科専門医更新二次審査について（37名） 

    ２．皮膚科専門医の更新基準改定について 

  ３．認定証申請書式類の見直しについて 

    ４．専門医認定試験の統一基準について 

     ５．専門医の認定・更新に関する補足説明について 

    ６．サブスペシャルティ領域専門医の認定料・更新料 

    ７．サブスペシャルティ領域認定・更新に関する整備基準について 

    ８．2017年暫定プログラムの取り扱いについて 

    ９．小児科専門医認定証に関する対応 

   Ⅱ．共通講習委員会関連 

    １．共通講習審査終了報告について 

    ２．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

   Ⅲ．その他 

    １．認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会次第（案） 

    ２．11月の臨時委員会開催について 

    ３．質問回答（抜粋） 

 

 

専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 第５回打ち合わせ 
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 日 時：2020年 11月 26日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     委員    市川 智彦 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

   Ⅰ．認定・更新委員会関連 

    １．脳神経外科専門医二次審査について（追加申請） 

    ２．日本病理学会からの更新様式の修正申請について 

    ３．小児科専門医認定証に関する対応 

    ４．外科学会からの問い合せについて 

    ５．専門医の認定・更新に関する補足説明について 

    ６．内科学会への認定・更新料の根拠提示について 

    ７．サブスぺ領域認定料について 

 Ⅱ．共通講習委員会関連 

    １．共通講習審査終了報告について 

    ２．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

 Ⅲ．その他 

    １．認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会次第（案） 

    ２．認定・更新委員会開催について 

 

 

専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 第６回打ち合わせ 

 日 時：2021年 1月 28日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     委員    市川 智彦 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

 Ⅰ．認定・更新委員会関連 

   １．臨床検査専門医更新二次審査について（63名） 

   ２．整形外科専門医更新（1回目）二次審査について（1,510名） 

   ３．外科専門医の仕組みについて 

   ４．専門医研修修了から認定試験までの流れ 

   ５．学会等からの照会 

   （1） 2017年以前の麻酔科プログラムについて（麻酔科） 

    (2)  試験受験判断について（総合診療科） 

    (3)  2021年度以降の機構専門医認定者の氏名公表等について（産婦人科） 
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   ６．専門医認定・更新補足説明について 

   ７．サブスペシャルティ領域認定料（案）について 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習審査終了報告について 

   ２．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

 Ⅲ．その他 

   １．第５回(通算４回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事録 

   ２．第６回(通算５回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事次第（案） 

 

 

専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会 第７回打ち合わせ 

 日 時：2021年 3月 26日（金） 18時 45分～20時 15分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     委員    市川 智彦 

  共通講習委員会 

     委員長   鈴木 秀和 

     理事長   寺本 民生 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

   Ⅰ．認定・更新委員会関連 

    １．形成外科専門医更新二次審査について（63名） 

    ２．耳鼻咽喉科専門医更新二次審査について（105名） 

    ３．麻酔科の不合格者について 

    ４．専門医認定・更新補足説明について 

    （1） 学会専門医の取り扱いについて 

    ５．再試験の取り扱いについて 

   ６．機構認定内科専門医の更新基準改訂について 

   ７．外科専門医の仕組みについて 

   ８．サブスペ領域認定料等について（報告） 

   ９．新英文認定証について（報告） 

 Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習審査終了報告について 

   ２．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

 Ⅲ．その他 

   １．事業計画（専門医認定・更新、共通講習委員会） 

   ２．第３回専門医認定・更新に関する補足説明改訂 

(地域医療への貢献)に関する WGについて議事録 

   ３．第７回(通算６回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事次第（案） 

４．第４期 2021 年度専門医認定・更新委員会,共通講習委員会会議開催予定表 

 

 

第１回編集会議 

 日 時：2020年 10月 14日（水） 16時 30分～17時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者：議 長 鈴木 秀和 
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議 員 会田 薫子、岩田  敏、相馬 孝博 

理事長 寺本 民生 

事務局 堀部 眞人 他  

議事次第： 

１．寺本理事長、鈴木議長からのご挨拶 

２．現時点の日本専門医機構専門医共通講習 e-ラーニングの状況報告 

(1) e-ラーニング撮影方法、システムの検討について 

(2) Zoomを用いた遠隔撮影の検討（映像有） 

(3) e-ラーニングシステム（テスト表示、感想フォームの追加）の検討 

３．各領域の方針と今後のスケジュールについて 

４．講義の見直し、質、テスト等について 

(1) 現在提供中の講義の修正について（制度変更によって修正が必要か等） 

(2) 対象の確認「専門医を取得された専門医向け」 

(3) テストの難易度について 

５．広報について 

e-ラーニング紹介映像を作成し HPにて公開を検討する。（映像有） 

６．その他 

 

 

１１．基本領域連絡委員会（プログラム、認定・更新等）（委員長：南学正臣） 

 

基本領域連絡委員会は専門研修プログラム委員会、専門医認定・更新委員会、基本領域学会か

らの推薦委員による構成員により 2019年度に新たに設置された。専門研修プログラム委員会で

の審議事項ならびに専門医認定・更新委員会での審議事項について報告し、関連する事項につい

て情報を共有し意見交換を行った。また、各学会の感じている問題点について共有し、意見交換

を行った。 

 

第１回基本領域連絡委員会（プログラム、認定・更新等） 

日 時：2020年 6月 9日（火）16時 00分～17時 30分 

場 所：東京国際フォーラムガラス棟Ｇ701 

出席者： 

専門医認定・更新委員会 

委員長  市川 智彦（兼 基本領域連絡委員会委員長） 

  Web 出席 委 員  池田 徳彦  木村 壯介  鈴木 秀和 

専門研修プログラム委員会 

委員長  北村  聖 

  Web 出席 委 員  北郷  実（北川 雄光委員 代理） 

武田 裕子  蓮沼 直子  平形 道人 

基本領域連絡委員会 

  Web 出席 委 員  内科領域     横山 彰仁 

小児科領域    岡   明（高橋 孝雄委員 代理） 

皮膚科領域    石河  晃 

精神科領域    神庭 重信 

外科領域     小寺 泰弘 

整形外科領域   中島 康晴 

産婦人科領域   佐藤 豊実 

眼科領域     坂本 泰二 
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耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子（森山  寛委員 代理） 

泌尿器科領域   小島 祥敬 

脳神経外科領域  甲村 英二 

放射線科領域   楫   靖 

麻酔科領域    上村 裕一 

病理領域     大橋 健一（北川 昌伸委員 代理） 

臨床検査領域   山田 俊幸 

救急科領域    石松 伸一（木村 昭夫委員 代理） 

形成外科領域   櫻井 裕之（朝戸 裕貴委員 代理） 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 芳賀 信彦 

日本専門医機構 

理事長  寺本 民生 

オブザーバー  竹村 洋典（総合診療領域） 

事務局  堀部 眞人 他 

 欠席者： 

 専門研修プログラム委員会  委 員  伊藤 彰一  南学 正臣  本田  浩 

 専門医認定・更新委員会   委 員  森井 英一 

 議事次第： 

  Ⅰ．市川委員長挨拶 

  Ⅱ．連絡事項 

   専門医認定・更新委員会／専門研修プログラム委員会 

    COVID-19感染状況下における対応について 

   専門医認定・更新委員会 

    １．専門医更新二次審査について(リハビリテーション科・整形外科・麻酔科) 

    ２．専門医認定試験の統一基準について 

    ３．基本領域とサブスペシャルティ領域の研修と試験について 

    ４．海外での診療のとりあつかいについて 

    ５．共通講習の取り扱いについて 

    ６．共通講習申請手引きの改訂                    

    ７．機構専門医共通講習 e-ラーニング運用開始について 

    ８．質問回答 

    ９．質疑応答 

   専門研修プログラム委員会 

    １．専門研修プログラム整備基準変更について(整形外科・救急科・皮膚科) 

    ２．カリキュラム制整備基準の変更について 

    ３．専門研修プログラム審査について 

    ４．開院前施設の連携施設追加について 

    ５．ダブルボードについて 

    ６．質疑応答 

  Ⅲ．その他 

 

 

第 2回基本領域連絡委員会（プログラム、認定・更新等） 

 日 時：2020年 7月 31日（金）16時 30分～18 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

 出席者： 

 専門医認定・更新委員会 

       委員長  大川  淳 
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  Web 出席 委 員  池田 徳彦  市川 智彦  鈴木 秀和  河野 博隆 

専門研修プログラム委員会  

 Web 出席 委員長  北村  聖 

委 員  伊藤 彰一  高橋 孝雄  武田 裕子  蓮沼 直子 

平形 道人 

 基本領域連絡委員会 

  Web 出席 委員長  南学 正臣 

委 員  内科領域     横山 彰仁 

  小児科領域    鈴木 康之（岡   明委員 代理） 

  皮膚科領域    佐山 浩二 

  精神科領域    川嵜 弘詔（委員代行） 

  外科領域     小寺 泰弘 

整形外科領域   中島 康晴 

産婦人科領域   松村 謙臣 

眼科領域     堀田 喜裕（坂本 泰二委員 代理） 

耳鼻咽喉科領域  小島 博己 

泌尿器科領域   久米 春喜 

脳神経外科領域  甲村 英二 

放射線科領域   楫   靖（青木 茂樹委員 代理） 

麻酔科領域    恒吉 勇男 

病理領域     大橋 健一（北川 昌伸委員 代理） 

臨床検査領域   山田 俊幸 

救急科領域    木村 昭夫 

形成外科領域   朝戸 裕貴 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 芳賀 信彦 

総合診療領域   羽鳥  裕 

 日本専門医機構 

       理事長  寺本 民生 

       事務局  堀部 眞人 他 

 欠席者： 

 専門研修プログラム委員会  委 員  森井 英一 

 専門医認定・更新委員会   委 員  西川 正憲 

 議事次第： 

Ⅰ．南学委員長挨拶 

Ⅱ．寺本理事長挨拶 

Ⅲ．臨床研究医コースの専攻医募集に関して 

Ⅳ．専門医認定・更新委員会報告 

  専門医更新二次審査について（整形外科・脳神経外科・小児科） 

  Ⅴ．共通講習委員会報告 

    別添 e-learning改定について 

  Ⅵ．質疑応答 

  Ⅶ．その他 

    次回委員会開催について 

 

 

第 3回基本領域連絡委員会（プログラム、認定・更新等） 

 日 時：2020年 10月 9日（金）14時 00分～16 時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 
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 出席者： 

専門医認定・更新委員会 

  Web 出席 委員長  大川  淳 

委 員  池田 徳彦  市川 智彦  河野 博隆  鈴木 秀和 

  西川 正憲 

専門研修プログラム委員会  

Web 出席 委員長  北村  聖 

委 員  伊藤 彰一  武田 裕子  蓮沼 直子  平形 道人 

基本領域連絡委員会 

委員長  南学 正臣 

  Web 出席 委 員  内 科 領 域     横山 彰仁 

   小児科領域     岡   明 

   皮膚科領域     石河  晃 

   精神科領域     川嵜 弘詔（委員代行） 

   外 科 領 域     高見 秀樹（小寺 泰弘委員 代理） 

整形外科領域    中島 康晴 

産婦人科領域    松村 謙臣 

眼科領域      坂本 泰二 

耳鼻咽喉科領域   奥野 妙子（村上 信五委員 代理） 

泌尿器科領域    久米 春喜 

脳神経外科領域   甲村 英二 

放射線科領域    青木 茂樹 

麻酔科領域     恒吉 勇男 

病理領域      大橋 健一（北川 昌伸委員 代理） 

臨床検査領域    佐藤 尚武（山田 俊幸委員 代理） 

救急科領域     木村 昭夫 

形成外科領域    朝戸 裕貴 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域  芳賀 信彦 

総合診療領域    羽鳥  裕 

日本専門医機構 

       理事長  寺本 民生 

       事務局  堀部 眞人 他 

欠席者： 

専門研修プログラム委員会  委 員  高橋 孝雄  森井 英一 

議事次第： 

  Ⅰ．南学委員長挨拶 

  Ⅱ．寺本理事長挨拶 

     2022年度専門研修プログラム関連スケジュールについて 

専門医認定・更新委員会 

１．専門医認定試験の統一基準について 

２．専門医認定・更新に関する補足説明について 

３．専門医更新二次審査について(整形外科・耳鼻咽喉科・泌尿器科) 

４．専門医更新基準の改訂について（リハビリテーション科） 

５．認定証発行時のデータ提出について 

６．共通講習受講証明書について 

７．質疑応答 

    専門研修プログラム委員会 

１．臨床研究医コースの応募結果と定員数について 
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２．カリキュラム制整備基準フォーマット変更について 

３．新規開院施設の連携施設追加（外科）承認報告 

４．その他報告事項 

2021年度専門研修プログラム申請取り消しについて（形成外科） 

５．質疑応答 

Ⅲ．その他 

 

 

第 4回 基本領域連絡委員会（プログラム、認定・更新等） 

日 時：2020年 12月 3日（木）15時 00分～17時 00分 

場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

出席者： 

専門医認定・更新委員会 

委員長  大川  淳 

  Web 出席 委 員  市川 智彦  河野 博隆  西川 正憲 

専門研修プログラム委員会 

  Web 出席 委員長  北村  聖 

委 員  伊藤 彰一  高橋 孝雄  平形 道人 

基本領域連絡委員会 

  Web 出席 委員長  南学 正臣 

委 員  内科領域     横山 彰仁 

小児科領域    高橋 尚人（岡  明委員 代理） 

皮膚科領域    石河  晃 

精神科領域    川嵜 弘詔（神庭 重信委員 代理） 

外科領域     高見 秀樹（小寺 泰弘委員 代理） 

整形外科領域   中島 康晴 

産婦人科領域   松村 謙臣 

眼科領域     坂本 泰二 

耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子（村上 信五委員 代理） 

泌尿器科領域   久米 春喜 

脳神経外科領域  甲村 英二 

放射線科領域   青木 茂樹 

麻酔科領域    恒吉 勇男 

病理領域     大橋 健一（北川 昌伸委員 代理） 

臨床検査領域   山田 俊幸 

救急科領域    木村 昭夫 

形成外科領域   朝戸 裕貴 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 緒方 直史（芳賀 信彦委員代理） 

総合診療領域   羽鳥  裕 

日本専門医機構 

理事長  寺本 民生 

事務局長 堀部 眞人 他 

欠席者： 

専門医認定・更新委員会   委 員  池田 徳彦  鈴木 秀和 

専門研修プログラム委員会  委 員  武田 裕子  蓮沼 直子  森井 英一 

議事次第： 

Ⅰ．南学委員長挨拶 

Ⅱ．寺本理事長挨拶 
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2021年度専門研修プログラム専攻医応募・採用状況について 

Ⅲ． 

専門医認定・更新委員会 

１．専門医更新二次審査について(救急科・整形外) 

２．専門医更新基準の改訂について（皮膚科・救急科） 

３．2017年度暫定プログラムの取り扱いについて 

４．専門医認定試験の統一基準について 

５．専門医認定試験について 

・研修修了から認定試験受験までの猶予期間について 

・認定試験の複数回受験について 

６．専門医認定・更新に関する補足説明について 

７．質疑応答 

専門研修プログラム委員会 

１．プログラム整備基準変更について（総合診療） 

２．カリキュラム制整備基準変更について 

①フォーマット変更 

②各領域からの変更提出（精神科・外科・臨床検査・救急科・形成外科） 

③申請の手順について 

３．新規開院施設の連携施設追加について 

（内科・皮膚科・整形外科・眼科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・救急科 

・形成外科・総合診療） 

４．臨床研究医コースについて 

５．質疑応答 

Ⅳ．その他 

 

 

第 5回基本領域連絡委員会（プログラム、認定・更新等） 

日 時：2021年 3月 11日（木）15時 00分～17時 00分 

場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

出席者： 

専門医認定・更新委員会 

  Web 出席 委 員  池田 徳彦（領域委員兼務） 

市川 智彦  鈴木 秀和  西川 正憲 

専門研修プログラム委員会 

  Web 出席 委員長  北村  聖 

委 員  高橋 孝雄  蓮沼 直子  森井 英一 

基本領域連絡委員会 

  Web 出席 委員長  南学 正臣 

委 員  内科領域     横山 彰仁 

小児科領域    鈴木 康之（岡  明委員 代理） 

皮膚科領域    石河  晃 

精神科領域    川嵜 弘詔（神庭 重信委員 代理） 

外科領域     池田 徳彦（小寺 泰弘委員 代理） 

整形外科領域   中島 康晴 

産婦人科領域   松村 謙臣 

眼科領域     近藤 峰生（坂本 泰二委員 代理） 

耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子（村上 信五委員 代理） 

泌尿器科領域   久米 春喜 
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脳神経外科領域  甲村 英二 

放射線科領域   青木 茂樹 

麻酔科領域    恒吉 勇男 

病理領域     大橋 健一（北川 昌伸委員 代理） 

臨床検査領域   山田 俊幸 

救急科領域    鶴田 良介（木村 昭夫委員 代理） 

形成外科領域   櫻井 裕之（朝戸 裕貴委員 代理） 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 芳賀 信彦 

総合診療領域   羽鳥  裕 

日本専門医機構 

理事長  寺本 民生 

事務局  堀部 眞人 他 

欠席者： 

専門医認定・更新委員会   委員長  大川  淳 

委 員  朝戸 裕貴  河野 博隆 

専門研修プログラム委員会  委 員  伊藤 彰一  武田 裕子  平形 道人 

議事次第： 

Ⅰ．南学委員長挨拶 

Ⅱ．寺本理事長挨拶 

・2021年度専攻医募集結果 

・不同意離脱者への対応 

・年間スケジュール 

Ⅲ． 

専門医認定・更新委員会/共通講習委員会 

１．専門医更新二次審査について 

２．専門医更新基準様式の改訂について（病理） 

３．研修修了から受験までの猶予期間、専門医認定試験の受験回数について 

４．専門研修修了から認定試験までの流れ 

５．「専門医の認定・更新」に関する補足説明 

６．共通講習申請の手引きについて 

７．質疑応答 

専門研修プログラム委員会 

１．プログラム、カリキュラム整備基準変更承認報告について 

２．新規開院施設の連携施設追加について（産婦人科、総合診療） 

３．ダブルボードについて(整形外科、リハビリテーション科) 

４．COVID-19感染拡大における専攻医の研修対応について 

５．臨床研究医コースについて 

６．2022年度プログラム申請について 

７．マイページ登録 

８．質疑応答 

Ⅳ．その他 

 

 

１２．サブスペシャルティ領域検討委員会（委員長：渡辺毅） 

 

1．会議・行事実績： 

日本専門医機構の主催としては、2020年 4月より 2021年 3月まで計 12回の委員会及び必要に応

じたメール委員会と 2020 年 9 月 30 日サブスペシャルティ領域（サブスペ領域）専門医制度に関
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する説明・意見交換会 基本領域およびサブ領域学会に対する説明・意見交換会、2021年 2月 9日

サブスぺ領域に関係する基本領域との擦り合わせ会を実施した。 

 

2．2020年度における実績： 

① 当機構認定サブスペ領域専門医制度開始の再延期と関連する特別措置： 

2020年 3月 19日理事会に、COVID-19 蔓延の影響のため、当機能認定 24 領域以外のサブスペ

領域学会の整備基準等が進まないという観点より 2021年 4月から施行予定であった通常研修を 1

年延期することが認められたが、2020 年 5 月 15 日の理事会では要件等を満たし質の担保もでき

る領域プログラムに関しては、後で追認することが諮られ承認された。 

②サブスペ領域研修細則（細則）改訂版の作成・公表： 

医道審専門研修部会ワーキンググループから提出された「サブスペシャルティ領域の在り方に関

するワーキンググループ報告書」（令和 2年 3月 5日、以下ＷＧ報告書）に基き、サブスペシャル

ティ領域研修細則（以下細則）改訂版について 2020 年 6月 19日理事会で承認され、6月 30日機

構 HPにて公開した。 

③ サブスペシャルティ領域連絡協議会の設置と機構認定すべき専門医制度の推薦： 

 19基本領域にサブスペシャルティ領域連絡協議会（連絡協議会）の設置を依頼し、11学会・領

域か組織。規約が提出され、委員会・理事会で承認された。機構が既に認定してきた 24領域以外

に、10 連絡協議会から新規 21 領域、合計 45 領域から調査票（レビューシート）が提出された。 

④ 未承認サブスペ領域専門医制度の認定作業： 

検討委員会にてレビューシートの評価・審査にあたって、個人の恣意性を排除して研修細則に

基づいて公平かつ客観的に評価する等の方針を合意し、未承認サブスペ領域専門医制度の認定作

業を行った。その結果、研修細則の各項目に厳格に合致するのは、８既認定領域と新規申請領域

では 1 領域のみであったことから、必須項目が不明または不十分である新規領域については 5 年

後の領域認定更新時に既認定の 24領域を含めて再審査するという条件での承認ということで、新

規認定領域に関しては研修細則を弾力的に適用することとして、計 11領域の未承認領域の機構認

定を理事会に推薦した。 

⑤未承認サブスペ領域専門医制度の機構認定に関する理事会審議： 

計 3回の理事会（3月 19日、4月 16日、4月 22日（臨時）における審議の結果、11領域の未

承認領域の機構認定には反対意見が多く出され、今回は決議せずに、継続検討することとなっ

た。ただし、機構が既に認定してきた 24領域については手続きを進めることで了承された。 

⑦ 「機構が関与する専門医制度の全体像」の制定： 

理事会での議論の過程で、2021年 2月 9日に実施した「サブスぺ領域に関係する基本領域と

の擦り合わせ会 」において基本領域から様々なご意見を戴いたことを踏まえて、機構認定サブ

スぺ領域専門医制度と連絡協議会が推薦し機構が承認する学会認定専門医を含む機構が関与する

専門医制度の全体像を寺本理事長が提案し、委員会、理事会で承認された。 

⑧ サブスペ領域専門医検討委員会の設置と整備基準提出の依頼： 
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2020年 5月 31日機構既認定 24領域に対して、サブスペ領域学会が設立主体となる制度の運

用母体であるサブスペ領域専門医検討委員会の設置とサブスぺ領域専門医制度整備基準の提出を

依頼した。 

 

第 1回（第 3期通算 20回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 4月 17日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：機構会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

副委員長   大川  淳 

委員     池田 徳彦、楫   靖、高橋 孝雄、羽鳥  裕、宮崎 俊一、 

森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー       市川 智彦、 

加藤 琢真、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 

欠席者：委 員     鈴木  昌 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．第 12回（通算 19回）検討委員会の議事概要について 

２．2019年度第 5回医道審議会医師分科会医師専門研修部会（4/10持ち回り開催） 

(1)  2021年度専攻医募集におけるシーリングについて 

(2)  サブスペの在り方 WG報告書 

         （3/5第 3 回 WGにて報告書案を了承→3/13部会で承認）  

(3)  WG報告書 厚生労働大臣からの意見・要請への回答 

３．サブスペシャルティ領域研修細則改定版の臨時理事会（3/27）での取り扱い 

４．厚労省特別科研（寺本班）の報告書について 

Ⅱ．審議事項 

１．サブスペシャルティ領域専門医制度の認定のための規定類の改定 

(1)  基本領域学会に対する依頼文（案） 

(2)  機構認定のための要件基準 

(3)  各サブスペシャルティ領域に対する調査票（レビューシート） 

(4)  各サブスペシャルティ領域の専門医制度整備基準、作成の説明と手引き 

２．23領域以外のサブスペシャルティ領域機構認定の基本方針と日程 

３．外科学会からの要望書（3/25付）について 内分泌外科 

４．その他 

 

 

第 2回（第 3期通算 21回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 5月 7日（木） 17時 30分～19時 00分 

場 所：機構会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

副委員長   大川  淳 

委員     池田 徳彦、楫   靖、高橋 孝雄、羽鳥  裕、宮崎 俊一、 

森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 

欠席者：委 員     鈴木  昌 [敬称略] 
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議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 1回（通算 20回）検討委員会の議事概要について 

     ２．サブスペシャルティ領域専門研修細則改定版の理事会メール審議結果（4/25～30） 

修正対応個所について 

Ⅱ．審議事項 

１．今後のサブスペシャルティ領域の調査、審査、認定の日程（案） 

２．その他 

 

 

第 3回（第 3期通算 22回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 6月 12日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：機構会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

副委員長   大川  淳 

委 員    池田 徳彦、楫   靖、鈴木  昌、高橋 孝雄、羽鳥  裕、      

宮崎 俊一 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 

欠席者：委  員    森  隆夫 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 2回（通算 21回）検討委員会の議事概要について 

２．第 3期第 25 回理事会 議事概要について 

Ⅱ．審議事項 

１．サブスペシャルティ領域専門制度の今後の進め方について 

２．サブスペシャルティ領域連絡協議会の在り方について 

３．サブスペシャルティ領域専門研修細則に基づく諸規定類の改定について 

４．その他 

 

 

第 4回（第 4期通算 1回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 7月 28日（火） 18時 00分～19時 30分 

場 所：機構会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委 員    池田 徳彦、楫   靖、鈴木  昌、鈴木 美穂、羽鳥  裕、 

宮崎 俊一、森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦 

事務局    堀部 眞人 他 

欠席者：委  員    高橋 孝雄 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 3回（通算 22回）検討委員会の議事概要（案）について 

２．サブスペシャルティ領域専門研修細則の機構 HP掲載について 

３．サブスペシャルティ領域検討委員会名簿（案） 
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４．サブスペシャルティ領域検討委員会開催予定表 

Ⅱ．審議事項 

１．今後の進め方について 

第 3期執行部におけるサブスペシャルティ領域のとりまとめ状況 

２．基本領域学会に対する依頼文書セットについて 

Ⅲ．その他 

 

 

第 5回（第 4期通算 2回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 8月 21日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：日本橋ライフサイエンスビル 2階会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委 員    池田 徳彦、楫   靖、鈴木  昌、鈴木 美穂、羽鳥  裕、 

森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 

欠席者：委  員    高橋 孝雄、宮崎 俊一 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 4回（通算 1回）検討委員会の議事概要（案）について 

Ⅱ．審議事項 

１．今後の進め方について 

サブスペシャルティ領域の今後の日程（案） 

２．基本領域学会に対するサブスペシャルティ領域連絡協議会の結成依頼について 

   ３．サブスペシャルティ領域協議会への推薦依頼のための依頼文書セット（案） 

・サブスペシャルティ領域連絡協議会に対する推薦依頼文（案） 

・サブスペシャルティ領域専門研修細則 

・サブスペシャルティ領域専門医制度認定のための基準（改訂版） 

・サブスペシャルティ領域専門医審査のためのレビューシート（案） 

・サブスペシャルティ領域専門医制度認定のための手引き 

・サブスペシャルティ領域専門制度整備基準 

・宮崎俊一委員からのご意見と細則の修正案 

Ⅲ．その他 

 

 

第 6回（第 4期通算 3回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 9月 18日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：東京国際フォーラム G602 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委 員    池田 徳彦、楫   靖、鈴木  昌、鈴木 美穂、高橋 孝雄、 

羽鳥  裕、森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦、 

加藤 琢真、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 
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欠席者：委  員    宮崎 俊一 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 5回（通算 2回）検討委員会の議事概要（案）について 

２．当委員会の令和 2年度の目標について 

３．理事会メール審議の結果について 

４．第 4回理事会へのサブスペ領域専門医制度に関する検討状況報告について 

Ⅱ．審議事項 

１．今後の進め方について 

(1)  9/30説明・意見交換会の開催について 

9/23期限で受付けた質問の回答作成と当日の回答方法について 

(2)  サブスペシャルティ領域連絡協議会設置の依頼について 

グループ Cの領域の連絡協議会についての機構の役割について 

２．内科系・外科系の補完研修の在り方について 

メール審議における佐藤慎哉理事からの問い合わせについて 

内科系補完研修領域における検討現状 

Ⅲ．その他 

 

 

第 7回（第 4期通算 4回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 10月 16日（金） 18時 40分～20時 10分 

場 所：日本橋ライフサイエンスビル HUB A会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委 員    池田 徳彦、楫   靖、鈴木  昌、高橋 孝雄、羽鳥  裕、 

宮崎 俊一、森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 

欠席者：委  員    鈴木 美穂 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 5回（通算 2回）検討委員会の議事概要（案）について 

２．サブ領域専門医制度の説明・意見交換会実施報告 

３．説明会事前質問と chat内質問の回答の理事会審議の結果について 

４．サブスペ領域連絡協議会の規約と構成員の提出結果について（10/14期限） 

Ⅱ．審議事項 

１．今後の進め方について 

（1）サブスペ領域連絡協議会の規約と構成員への対応   

① 構成員と規約の課題と対応 

② 脊椎脊髄外科専門医について日本脊髄外科学会からの要望と周産期専門医の質問  

③ 応募されたサブスペ領域連絡協議会の名簿、規約の審査  

（2）サブ領域研修の問題点（各領域学会の質問から） 

① 基本領域（外科）研修 1年目の症例を連動研修の経験として認めるか 

② 研修カリキュラムの統一性 

 ③  補完研修領域の通常研修方式との併用 

２．レビューシートの記述についての修正 

Ⅲ．その他 
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１．サブスぺ認定料・更新料の値付けについて 

 

 

第 8回（第 4期通算 5回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 11月 20日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：AP東京八重洲 11F Kルーム ＜Web 会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委 員    池田 徳彦、楫   靖、鈴木 美穂、高橋 孝雄、羽鳥  裕、 

宮崎 俊一、森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 

欠席者：委  員    鈴木  昌 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 7回（通算 4回）検討委員会の議事概要（案）について 

２．サブスペ領域連絡協議会の規約と構成員提出状況と正式承認通知の発出 

サブスペ領域検討委員会メール審議(11/11～16)と 11/20 理事会審議結果について  

３．サブスペ領域連絡協議会の規約と構成員の提出後の個別調整について（10/14 期限）     

（1）脊椎脊髄外科専門医のサブスペ領域連絡協議会の調整会合：10/28（水）17時 

（2）周産期専門医（母体胎児）と同（新生児）のサブスペ領域連絡協議会の調整会合  

：11/6（金）18時 

Ⅱ．審議事項 

１．今後の進め方について 

（1）サブスペ連絡協議会の「機構を代表する委員」について 

(2) 透析医学会からの要望書 11/10について 

①  サブスペ領域研修方式の選択について委員の提案 

②  協議会から提出された調査票(12/25期限)の審査の進め方について 

 

 

第 9回（第 4期通算 6回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2020年 12月 18日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：日本橋ライフサイエンスビル HUB 8階会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委 員     池田 徳彦、楫   靖、高橋 孝雄、羽鳥  裕、宮崎 俊一、 

森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 

欠席者：委 員    鈴木  昌、鈴木 美穂 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 8回（通算 5回）検討委員会の議事概要（案）について 

２．12/18理事会への検討進捗状況報告 

(1) 調査票の記入に関する質問対応 

   (2) 12/24提出期限までに提出された調査票（レビューシート）の審査 
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Ⅱ．審議事項 

１．今後の進め方について 

（1）レビューシートの委員評価表（案）と合否判定基準 

①  評価表の確定 

②  合否基準 

③  判定結果・情報の公開の方法（情報の公明性と余計な混乱の回避） 

（2）12/10事前送付した委員評価表（案）についていただいたご意見 

（3）既認定の 23 領域を審査・認定した際の資料 

２．サブスペ領域研修方式の選択について委員の提案（再提出） 

３．その他 

 

 

第 10回（第 4期通算 7回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2021年 1月 15日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：機構会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委 員     池田 徳彦、楫   靖、鈴木  昌、鈴木 美穂、高橋 孝雄、   

羽鳥  裕、宮崎 俊一、森  隆夫  

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦 

福田 亮介、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 9回（通算 6回）検討委員会の議事概要（案）について 

２．1/15理事会への検討進捗状況報告 

  （1）レビューシートの提出状況 

（2）その他 

    ①  認知症専門医に関するご相談 

    ②  外科領域におけるサブスペ連絡協議会の方針について 

（3）神経系サブスペに関する要望書 

  ３．サブスペについて関係する基本領域との擦り合わせの実施 

Ⅱ．審議事項 

１．レビューシートの委員評価の検討 （12/28評価依頼～1/12 12時提出期限） 

  ２．サブスペシャルティ領域のシステム構築について（担当委員選出） 

３．サブスペ領域研修方式の選択について鈴木 昌委員の提案（再提出） 

４．その他 

 

 

第 11回（第 4期通算 8回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2021年 2月 19日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：機構会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委  員 池田 徳彦、楫   靖、鈴木  昌、鈴木 美穂、高橋 孝雄、       

   羽鳥  裕、宮崎 俊一、森  隆夫 

理事長    寺本 民生 
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監  事 松原 謙二  

オブザーバー 市川 智彦 

福田 亮介、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年度第 9回（通算 6回）検討委員会の議事概要（案）について 

２．1/15理事会への検討進捗状況報告 

  （1）レビューシートの提出状況  45領域から提出 

（2）審査状況報告 

（3）サブスペシャルティ領域に関係する基本領域との擦り合わせの開催報告（省略） 

３．サブスペシャルティ領域に関係する基本領域との擦り合わせの開催報告 

Ⅱ．審議事項 

１．申請のあったサブ領域の認定作業 

２．委員からのサブスぺ承認の考え方についての提案 

３．委員からの理事会提案 

４．委員からの理事会提案についての委員メール審議ご意見まとめ 

５．サブスぺ領域の専門研修プログラム整備基準について  

  ６．サブ専攻医募集等の今後の流れ、仕組みについて 

７．その他 

 

 

第 12回（第 4期通算 9回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

日 時：2021年 3月 12日（金） 18時 00分～19時 30分 

場 所：機構会議室 ＜Web会議＞ 

出席者：委員長    渡辺  毅 

    副委員長   大川  淳 

委  員 池田 徳彦、楫   靖、鈴木  昌、鈴木 美穂、高橋 孝雄、 
         宮崎 俊一、森  隆夫 

理事長    寺本 民生 

オブザーバー 市川 智彦 

  加藤 琢真、佐野 隆一郎(厚生労働省) 

事務局    堀部 眞人 他 [敬称略] 

欠席者：委 員    羽鳥  裕 [敬称略] 

議事次第： 

Ⅰ．報告事項 

１．2020年年度第 11回（通算 8回）検討委員会の議事概要（案）について  

２．3/12運営委員会への検討進捗状況報告  

（1）審査状況 

（2）レビューシートの評価法について 

 ３．委員会メール審議の結果（3/3依頼～3/8提出期限） 

Ⅱ．審議事項 

１．機構認定の設定（足切り）について 

２．その他 

（1）サブスぺ領域の専門研修プログラム整備基準について（継続検討） 

（2）サブ専攻医募集等の今後の流れ、仕組み、認定料、更新料について（継続検討） 
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１３．総合診療専門医検討委員会（委員長：羽鳥裕） 
 

2020年度は作業部会から 10の部会制へ組織体制を変更し、以下の事業を行った 

【プログラム関連】 

１） プログラム整備基準の改訂 

２） プログラムに関する審査、承認 

３） カリキュラム制の導入 

４） 医療資源の乏しい地域に関する検討 

【指導医・プログラム責任者関連】 

５） 特任指導医講習会の開催（2回） 

６） プログラム統括責任者講習会の開催（2回） 

７） プログラム統括責任者会議の開催（3回） 

【研修医・専攻医支援関連】 

８） 総合診療専門研修管理システム GRSの運用開始 

９） 専攻医説明会の開催（2回） 

１０） 研修医説明会の開催（2回） 

１１） 2018年研修開始専攻医壮行会の開催（1回） 

【専門医認定試験・学修関連】 

１２） 試験概要の検討・公表 

１３） 試験問題作成、試験実施に関する調整 

１４） 公式テキストブックの発刊（12月） 

【認定・更新関連】 

１５） 専門医認定・更新に関する検討・策定 

１６） 専門医の移行措置に関する検討 

【広報関連】 

１７） 総合診療専門医ホームページのリニューアルに関する検討 

【その他】 

１８） ダブルボードに関する検討 

１９） サブスペシャルティに関する検討 

 

 

第 1 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2020 年 4 月 3 日（金） 18 時 00 分～19 時 30 分 

 場 所：web または日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長 羽鳥  裕 

     理 事 長 寺本 民生 

     副委員長 竹村 洋典 

     委  員 浅井 文和（WEB） 有岡 宏子          生坂 政臣（WEB）   

          石松 伸一（WEB） 井上 健一郎（WEB）太田 光泰（WEB） 

          大平 善之（WEB） 草場 鉄周（WEB） 清水 貴子（WEB） 

          清水 俊明（WEB） 菅原 正弘（WEB） 田妻 進  （WEB） 
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野村 英樹（WEB） 邉見 公雄（WEB） 前野 哲博（WEB） 

          山田 隆司      吉田 素文（WEB） 

欠席者：委   員 有賀 徹           金丸 吉昌         園田 幸生   

横山 彰仁           渡辺 毅              

オブザーバー     厚生労働省                           （五十音順／敬称略） 

事務局長代行          栄田 浩二 

 議事次第 

協議事項 

   １．要望案について 

   ２．総合診療専門研修についてのご案内（リーフレット）について 

   ３．各種講習会、プログラム統括責任者会議について 

   ４．内科領域とのダブルボードの専門研修期間などについて 

   ５．総合診療専門医試験の方法について 

   ６．テキスト作成について 

７．専攻医登録について 

８．委員の追加について 

   ９．その他 

  報告事項 

１．作業部会報告 

２．委員長からの報告 

３．総合診療専門研修プログラムの採用数 

４．ＪⅭＳ運用報告 

５．その他 

 

  

第 2 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2020 年 5 月 8 日（金） 18 時 00 分～19 時 50 分 

 場 所：web または日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長 羽鳥  裕 

     理 事 長 寺本 民生 

     副委員長 竹村 洋典 

     委  員 浅井 文和（WEB） 有岡 宏子（WEB） 生坂 政臣（WEB）   

          石松 伸一（WEB） 井上 健一郎（WEB）大平 善之（WEB）  

金丸 吉昌（WEB） 草場 鉄周（WEB） 清水 貴子（WEB）  

清水 俊明（WEB） 菅原 正弘（WEB） 園田 幸生（WEB）  

田妻 進  （WEB） 塚田 弥生（WEB） 野村 英樹（WEB）  

邉見 公雄（WEB）  前野 哲博（WEB） 山田 隆司（WEB） 

横山 彰仁（WEB） 吉田 素文（WEB） 渡辺 毅 （WEB） 

オブザーバー      松原 謙二 

厚生労働省 

欠席者：委   員 有賀 徹           太田 光泰             （五十音順／敬称略） 

議事次第： 

  協議事項 

１．要望案について 

   ２．総合診療専門医移行措置（案）について 

   ３．J-GOAL JCSによるデモと課題点など 

   ４．その他 

  報告事項 
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１．作業部会報告（4/24開催、5/8開催） 

２．各チームからの報告 

３．J-GOAL運用実績 

４．J-OSLER運用実績 

５．内科とのダブルボード検討   

６．サブスペ(病院総合 ほか) 

７．その他 

 

 

第 3 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2020 年 6 月 11 日（金） 18 時 00 分～19 時 30 分 

 場 所：web または日本専門医機構 会議室 

出席者：委 員 長 羽鳥  裕 

      理 事 長 寺本 民生 

     副委員長 竹村 洋典 

委  員 生坂 政臣（WEB） 石松 伸一（WEB） 井上 健一郎（WEB） 

太田 光泰（WEB） 大平 善之（WEB） 金丸 吉昌（WEB）  

草場 鉄周（WEB） 清水 俊明（WEB） 菅原 正弘（WEB）  

園田 幸生（WEB） 田妻 進  （WEB） 野村 英樹（WEB）  

邉見 公雄（WEB）  前野 哲博（WEB） 山田 隆司（WEB） 

横山 彰仁（WEB） 吉田 素文（WEB） 

欠席者：委  員 浅井 文和      有岡 宏子      有賀 徹     

清水 貴子      塚田 弥生       渡辺 毅 

オブザーバー         厚生労働省                                 （五十音順／敬称略）   

議事次第： 

 協議事項 

 １．「地域医療を学ぶ研修に適した地域」の研修する地域について 

   ２．総合診療専門医移行措置（案）について 

   ３．2021年度プログラム申請について 

   ４．「総合診療」の英語名について 

   ５．機構内の情報についての守秘義務誓約書について 

   ６．その他 

報告事項 

１．機構内の情報についての守秘義務誓約書について 

２．管理施設としての大学病院の要件について 

（全国大学総合診療部門連絡協議会へのアンケート） 

３．講習会とプログラム責任者会議・スキルアップセミナーについて   

４．J-GOAL運用について 

５．J-OSLER運用について 

６．内科とのダブルボード検討 

７．テキスト作成について 

８．その他 

 

 

第 4 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2020 年 8 月 20 日（金） 18 時 00 分～19 時 30 分 

 場 所：web または日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長 羽鳥  裕(ＷＥＢ)  
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副委員長 有賀  徹      神野 正博(ＷＥＢ)  生坂 政臣(ＷＥＢ) 

委  員 有岡 宏子(ＷＥＢ)  石松 伸一(ＷＥＢ)   金丸 吉昌(ＷＥＢ) 

清水  俊明(ＷＥＢ)  竹村 洋典(ＷＥＢ)   田妻   進 (ＷＥＢ) 

野村 英樹(ＷＥＢ)  前野 哲博(ＷＥＢ)   山田 隆司(ＷＥＢ) 

渡辺  毅(ＷＥＢ) 

欠席者：委  員 北村    聖        横山  彰仁       

出席者：理 事 長  寺本 民生 

  監  事 松原 謙二 

 オブザーバー          厚生労働省                               （五十音順／敬称略） 

事務局  堀部 眞人 他 

議事次第： 

  協議事項 

１．総合診療専門医検討委員会の組織構成について 

 ２．総合診療専門医検討委員会の会議開催予定について 

 ３．プログラム認定関連について 

1) 小児科研修細則について 

2）防衛医科大学校からの要望書 

3）カリキュラム制の申請 

4）へき地研修免除申請 

5） 連携施設の追加申請 

6） 中断届 2件 

7）延長届 1件  

４．テキスト作成について 

 1）出版社との契約について  

2) 総合診療テキストＷＧ報告 

3) テキスト目次 

4）テキストサンプル 

5）テキスト編集委員について 

５．要望書について                        

1) 専門医制度に関する要望書について 

   2) 回答案について 

６．臨床研究医コースについて 

７．その他                           

1) ＦＡＱについて 

  報告事項 

   １．事務局の担当について 

   ２．その他 

 

 

第 5 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2020 年 9 月 3 日（木） 18 時 00 分～19 時 30 分 

 場 所：ＷＥＢまたは日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長    羽鳥  裕(ＷＥＢ) 

副委員長    有賀   徹      神野 正博(ＷＥＢ)   生坂 政臣(ＷＥＢ) 

委  員    有岡 宏子(ＷＥＢ)  石松 伸一(ＷＥＢ)   金丸 吉昌(ＷＥＢ)     

清水  俊明(ＷＥＢ)  竹村 洋典(ＷＥＢ)   田妻    進(ＷＥＢ) 
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野村 英樹(ＷＥＢ)  前野 哲博(ＷＥＢ)   横山 彰仁(ＷＥＢ)   

山田 隆司          渡辺  毅(ＷＥＢ) 

欠席者：委  員  北村    聖                  

出席者：理 事 長    寺本 民生 

     監  事   松原 謙二 

オブザーバー         厚生労働省                            （五十音順／敬称略）  

事務局： 堀部 眞人 他 

議事次第： 

  Ⅰ.  第 4回総合診療専門医検討委員会(8月 20日開催) 議事録（案）の確認 

Ⅱ. 協議事項 

１．総合診療専門医検討委員会の部会編成について 

２．システム部会・連携部会より 

1) 小児科研修に関する専攻医からの質問に対する回答案 

2）Ｊ－ＧＯＡＬ小児科解説の修正案 

３．プログラム認定関連について  

1）「医療資源の乏しい地域としての理由書」の承認について 

2）へき地等での研修猶予等の申請書について 

3）中断届 

４．連携部会より 

1）内科とのダブルボードの引き続きの調整再開について   

５．研修部会より 

1）９月２０日専攻医向け説明会の開催について 

2）専門医共通講習の確認事項について 

６．認定試験部会より 

1）承諾書（守秘義務）について 

2）ブループリントについて 

７．要望書について                                                  

1) 回答案について 

８．臨床研究医コースについて                    

９．その他 

Ⅲ. 報告事項 

１. 総合診療ＴＯＤＯリスト、ロードマップについて 

２. その他        

1)令和 2 年度 総合診療専門医検討委員会の構成、目的、目標について 

 

 

第 6 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2020 年 10 月 1 日（木） 16 時 00 分～17 時 30 分 

 場 所：ＷＥＢまたは日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長    羽鳥  裕(ＷＥＢ) 

副委員長    有賀   徹      神野 正博(ＷＥＢ)   生坂 政臣(ＷＥＢ) 

委  員    有岡 宏子(ＷＥＢ)  金丸 吉昌(ＷＥＢ)   北村    聖(ＷＥＢ) 

清水  俊明(ＷＥＢ)  竹村 洋典(ＷＥＢ)   田妻    進(ＷＥＢ) 

野村 英樹(ＷＥＢ)  前野 哲博(ＷＥＢ)   横山 彰仁(ＷＥＢ) 

山田 隆司         渡辺  毅(ＷＥＢ)      

欠席者：委  員  石松 伸一 

出席者：理 事 長    寺本 民生 

      監  事   松原 謙二 
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オブザーバー        厚生労働省                                （五十音順／敬称略） 

事務局：      堀部 眞人 他                         

議事次第： 

  Ⅰ．第 5回総合診療専門医検討委員会(9月 3日開催) 議事録（案）の確認  

Ⅱ．協議事項 

１．広報部会より 

      1）広報部会員について 

２．システム部会より   

1) Ｊ-ＧＯＡＬの小児科関連研修記録部分の解説修正案について 

2）ＧＲＳの進捗状況について 

・研修領域設定仕様書  

・発生源入力仕様書 

・専攻医プログラム異動仕様書  

・新規機能追加について 

３．プログラム認定関連について  

1）連携施設追加申請 

2）医療資源の乏しい地域の理由書について 

3）救急研修について  

4）中断届(１件) 

5)開院前の追加申請書について 

４．認定・更新部会より 

1） 総合診療専門医の認定・更新(案)について 

５.研修部会より 

1）第 1回研修部会より 

2）９月２０日開催専攻医説明会・質疑応答の会について 

3)指導医推薦書(２件)  

６．専攻医・指導医支援部会より 

1） 研修医説明会について 

７．その他 

1) サブスペシャルティ領域連絡協議会の設置について 

Ⅲ. 報告事項 

１．連携部会より 

1） 内科とのダブルボード調整再開に向けて 

２．その他 

 

 

第 7 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2020 年 11 月 5 日（木） 18 時 00 分～19 時 30 分 

 場 所：ＷＥＢまたは日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長    羽鳥  裕(ＷＥＢ) 

副委員長    有賀   徹(ＷＥＢ)  神野 正博(ＷＥＢ)   生坂 政臣(ＷＥＢ) 

委  員    金丸 吉昌(ＷＥＢ)  清水  俊明(ＷＥＢ)   竹村 洋典(ＷＥＢ)    

田妻    進(ＷＥＢ)  野村 英樹(ＷＥＢ)   前野 哲博(ＷＥＢ)    

山田 隆司(ＷＥＢ)  渡辺  毅(ＷＥＢ) 

欠席者：委  員  有岡 宏子(ＷＥＢ) 石松 伸一      北村    聖(ＷＥＢ) 

横山 彰仁  

出席者：理 事 長    寺本 民生(ＷＥＢ)  

      監  事   松原 謙二 
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オブザーバー        厚生労働省                            （五十音順／敬称略） 

事務局：      堀部 眞人 他                               

議事次第： 

Ⅰ.  第 6 回総合診療専門医検討委員会(10 月 1 日開催) 議事概要（案）の確認  

 Ⅱ. 協議事項 

１．総務部会より  

1）総合診療専門研修プログラム整備基準の改訂について 

・小児科研修における救急研修に関する整備基準改訂について 

・特任指導医の任期についての整備基準への追記と文言修正  

・研究に関する修了要件について（整備基準改訂案含む） 

２．システム部会より 

1) ＧＲＳの改修の進捗状況について  

３．プログラム認定関連について 

1）専門研修修了時に機構へ提出するものについて          

2）募集定数の増員について                           

3）中断届（4件）／移籍申請書（1件）                       

4）年度途中でのカリキュラム制への移行について            

5）連携施設の追加申請                                

6）新規開院施設の追加申請                                

7）十和田市立中央病院のプログラムからの問い合わせについて 

8）管理施設としての大学病院の要件について     

（全国大学病院総合診療部門連絡協議会からの要望書）      

４．連携部会より 

1）内科とのダブルボード調整再開について 

５．研修部会より   

1）特任指導医認定証（案）ひな型について 

2）特任指導医(8) 都市医師会推薦状について 

3) 共通講習について 

4）第 3回特任指導医・プログラム統括責任者講習会開催について                                     

６．その他 

1) 内科系学会社会保険連合加盟について 

2) 日本専門医機構概報について 

Ⅲ. 報告事項 

１．総部部会より 

1）第 1回総務部会開催報告 

２．広報部会より 

1）第 1回広報部会開催報告 

３．認定・更新部会より 

1）第１回認定・更新部会開催報告  

2)整備指針(第三版 2020 年 2 月版)における 

「専門医の認定・更新」に関する補足説明（案）に対する回答について  

４．研修部会より 

1）特任指導医・プログラム統括責任者講習会修了証発行について 

2）アンケート集計結果 

       ・第 2回特任指導医・プログラム統括者責任者講習会（8/1 開催） 

  ・第 2回プログラム統括責任者会議（8/1開催） 

       ・第 1回専攻医説明会(9/20開催)  

５．認定試験部会より 



76 

 

1）第 1回認定試験部会開催報告 

６．テキスト部会より 

1）第 12回・第 13回テキスト部会開催報告 

７．専攻・指導医支援部会より 

1）第 2回研修医説明会開催について 

2）第 1回専攻医・指導医支援部会開催報告 

3）第 1回研修医説明会アンケート集計結果(10/11開催)  

８．その他 

1）総合診療領域のサブスペシャルティについて（日本緩和医療学会） 

2）事務局の担当について 

 

 
第 8 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2020 年 12 月 3 日（木） 16 時 00 分～17 時 30 分 

 場 所：ＷＥＢまたは日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長    羽鳥  裕(ＷＥＢ) 

副委員長    有賀   徹      神野 正博(ＷＥＢ)   生坂 政臣(ＷＥＢ) 

委  員    有岡 宏子(ＷＥＢ)  金丸 吉昌(ＷＥＢ)   清水  俊明(ＷＥＢ)    

竹村 洋典(ＷＥＢ)  田妻    進(ＷＥＢ)   野村 英樹(ＷＥＢ)    

前野 哲博(ＷＥＢ)  山田 隆司(ＷＥＢ)   横山 彰仁(ＷＥＢ) 

渡辺  毅(ＷＥＢ) 

欠席者：理 事 長    寺本 民生 

委  員  石松 伸一     北村    聖 

出席者：監  事   松原 謙二   

オブザーバー         厚生労働省                              （五十音順／敬称略） 

事務局：       堀部 眞人 他 

 

議事次第： 

Ⅰ.  第 7 回総合診療専門医検討委員会(11 月 3 日開催) 議事録（案）の確認 

 Ⅱ. 協議事項 

１．総務部会より  

1）総務部会の役割とメンバーについて 

2）総合診療専門医検討委員会の委員追加について 

3）研修手帳等の査読時チェックリスト案について 

２．広報部会より 

1）動画作成について 

2）総合診療ホームページの新設について 

３．プログラム認定関連について 

1）医療資源の乏しい地域の理由書（１件） 

2）カリキュラム制整備基準およびカリキュラム制への移行希望 

3）新規開院施設の追加申請（１件）                         

4）中断・再開・延長届(２件) 

5）指導医１名が一時期に指導できる専攻医数について    

４．研修部会より   

1）第 3回特任指導医講習会／プログラム統括責任者講習会／ 

プログラム統括責任者会議開催について 

2）特任指導医 都市医師会からの推薦について 

3)オンライン研修システム機能追加(案）について  
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５．認定試験部会より 

  1）専門医試験における小児科・救急科領域の試験問題作成について（依頼案） 

2）総合診療領域の試験問題作成者、面接官の選定および依頼文書について 

６．その他 

1) サブスペシャルティ領域 総合診療連絡協議会について 

Ⅲ. 報告事項 

１．総部部会より 

1）専攻医へのシステム登録料について 

2) 第２回総務部会開催報告 

２．広報部会より 

1）第２回広報部会開催報告  

３．システム部会より 

1）GRS改修の進捗状況等について  

４．プログラム部会より 

1）中断届(２件) 

５．連携部会より 

1）内科とのダブルボードについて 

６．認定・更新部会より 

1）第２回認定・更新部会開催報告 

７．研修部会より 

1）第２回研修部会開催報告 

８．認定試験部会より 

1）第２回認定試験部会開催報告 

    ９．専攻医・指導医支援部会より  

      1）第２回専攻医説明会・質疑応答の会開催について 

   １０．その他 

      1）管理施設としての大学病院の要件について 

2）２０２１年４月以降の総合診療専門医検討委員会開催日について 

3）日本専門医機構概報について 

4) 事務局の担当者について 

 

 

第 9 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 1 月 7 日（木） 16 時 30 分～18 時 00 分 

 場 所：ＷＥＢまたは日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長    羽鳥  裕(ＷＥＢ) 

副委員長    有賀   徹     神野 正博(ＷＥＢ)   生坂 政臣(ＷＥＢ) 

委  員    有岡 宏子(ＷＥＢ)  石松 伸一(ＷＥＢ)   大平 善之(ＷＥＢ) 

金丸 吉昌(ＷＥＢ)  北村    聖(ＷＥＢ)  清水  俊明(ＷＥＢ)    

清水 貴子(ＷＥＢ) 竹村 洋典(ＷＥＢ)   田妻    進(ＷＥＢ)   

野村 英樹(ＷＥＢ)  前野 哲博(ＷＥＢ)   山田 隆司(ＷＥＢ)   

横山 彰仁(ＷＥＢ)  渡辺  毅(ＷＥＢ) 

出席者：理 事 長    寺本 民生 

監  事   松原 謙二   

オブザーバー         厚生労働省                               （五十音順／敬称略） 

事務局       堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ.  第 8 回総合診療専門医検討委員会(12 月 3 日開催) 議事録（案）の確認 
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 Ⅱ. 協議事項 

１．総務部会より  

1）2021年度総合診療領域の収支予算案について 

2）2021年度総合診療領域年間スケジュールについて 

3）認定・更新部会部会員の追加について 

4）総合診療専門研修プログラム整備基準の改訂について 

 1-プログラムの休止、廃止、再開について 

2-内科研修の症例登録について 

3-経験省察研修録の記載について 

（第 4回総合診療専門医検討委員会_2019/7/12承認事項）            

4-(案)総合診療専門研修プログラム整備基準  

5）総合診療領域のサブスペシャルティのあり方について   

２．プログラム部会より 

1）プログラム統括責任者不在のプログラムの扱いについて 

2）中断届、延長届、再開届について 

3）プログラムの変更について（施設追加、プログラム統括責任者変更） 

4）研修修了時の機構への提出物の提出方法と提出期限について 

３．研修部会より 

1）2021年度からの特任指導医講習会・プログラム統括責任者講習会・ 

プログラム統括責任者会議の開催方法について  

2）オンライン研修システム機能追加（案）について 

3）新規開院施設の追加申請（１件）                         

4）中断・再開・延長届(２件) 

5）指導医１名が一時期に指導できる専攻医数について    

４．その他   

1）専攻医への登録管理料・システム利用料の依頼について 

Ⅲ. 報告事項 

１．総部部会より 

1）第 3回総務部会開催報告 

２．システム部会より 

1）プログラム異動に伴う研修記録の J-GOAL転記について 

2) 第 1回システム部会開催報告  

３．プログラム部会より 

1）内科研修についての問い合せについて 

2) 中断届についての報告事項  

3) 一施設から複数のプログラム申請の可否について 

4) 学会発表に関する問い合せについて 

5) 第 2回プログラム部会議事録    

４．認定・更新部会より 

1）第 3回認定・更新部会報告 

５．研修部会より 

1）「特任指導医認定証」発行について 

2）第 3回・第 4回研修部会開催報告 

６．認定試験部会より 

1）第 3回認定試験部会報告 

７．専攻医・指導医支援部会より 

1）第 2回・第 3回専攻医・指導医支援部会開催報告 

2）2020年度第 2回研修医説明会開催報告 



79 

 

第 10 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 2 月 4 日（木） 16 時 00 分～17 時 30 分 

 場 所：ＷＥＢまたは日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長    羽鳥  裕(ＷＥＢ) 

副委員長    有賀   徹          神野 正博(ＷＥＢ)   生坂 政臣(ＷＥＢ) 

委  員    有岡 宏子(ＷＥＢ)  石松 伸一           大平 善之(ＷＥＢ) 

金丸 吉昌(ＷＥＢ)  北村    聖(ＷＥＢ)  清水  俊明(ＷＥＢ)    

清水 貴子(ＷＥＢ) 竹村 洋典(ＷＥＢ)   田妻    進(ＷＥＢ)   

野村 英樹(ＷＥＢ)  前野 哲博(ＷＥＢ)   山田 隆司(ＷＥＢ)   

渡辺  毅(ＷＥＢ) 

欠席者：委  員  横山 彰仁 

出席者：理 事 長    寺本 民生 

監  事   松原 謙二   

オブザーバー         厚生労働省                                （五十音順／敬称略） 

事務局       堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ.  第 9 回総合診療専門医検討委員会(1 月 7 日開催) 議事録（案）の確認 

 Ⅱ. 協議事項 

１．総務部会より  

1）2021年度総合診療領域の収支予算(案)について 

2）サブスペシャルティ検討ＷＧ発足について 

3）総合診療専門医検討委員会 組織図(案)について 

4）総合診療専門医検討委員会 運用細則(案)について 

     5）総合診療専門医検討委員会 謝金規程(案)について 

   ２．システム部会より 

1）総合診療専門医情報管理システムの提案依頼書について 

   ３．プログラム部会より 

     1）研修修了時の機構への提出物についての改訂 

     2）総診Ⅱの研修を内科研修に認める条件について 

3）カリキュラム制への移行申請(2件)および移行申請書の修正案について 

4）プログラム申請書の査読依頼について  

5）移籍申請書 1件  

6）届出書類の取扱いについて 

7）中断届 3 件、再開届 1件、延長届 1件   

４．認定・更新部会より 

1）総合診療医の認定と更新（改訂版）について 

５．連携部会（小児担当）より 

1）専攻医からのＡＨＡ ＰＥＡＲＳコースの問合せについて 

６．認定試験部会より 

1）ＣＢＴ業者の選定について  

７．専攻医・指導医支援部会より 

1）研修修了壮行会・説明会について(案）  

８．その他 

1）専攻医への登録管理料・システム利用料の依頼について 

1-説明文について  

2-意見書への回答案について 

       3-支払期限について 

Ⅲ. 報告事項 
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１．総部部会より 

1）第 4回総務部会開催報告 

２．プログラム部会より 

1）総合診療専門研修プログラム整備基準改訂の一部却下について 

３．認定・更新部会より 

1）第 4回認定・更新部会報告   
４．連携部会（内科担当）より 

1）ダブルボードに関する進捗報告  

５．研修部会より 

1）2016年度(第 2期)特任指導医 免除申請について 

2）第 5回研修部会開催報告     

６．認定試験部会より 
1）第 3回認定試験部会報告  

７．テキスト部会より 

1）第 14回テキスト部会報告 
 

 

第 11 回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 3 月 4 日（木） 18 時 00 分～19 時 30 分 

 場 所：ＷＥＢまたは日本専門医機構 会議室 

 出席者：委 員 長    羽鳥  裕(ＷＥＢ) 

副委員長    有賀   徹(ＷＥＢ)  生坂 政臣(ＷＥＢ) 

委  員    有岡 宏子(ＷＥＢ)  石松 伸一(ＷＥＢ)   大平 善之(ＷＥＢ) 

金丸 吉昌(ＷＥＢ)  清水  俊明(ＷＥＢ)   清水 貴子(ＷＥＢ) 

竹村 洋典(ＷＥＢ)  田妻    進(ＷＥＢ)   野村 英樹(ＷＥＢ) 

前野 哲博(ＷＥＢ)  山田 隆司(ＷＥＢ)   横山 彰仁(ＷＥＢ)  

渡辺  毅(ＷＥＢ) 

欠席者：副委員長  神野 正博 

委  員  北村    聖 

出席者：理 事 長    寺本 民生(ＷＥＢ) 

監  事   松原 謙二   

オブザーバー         厚生労働省                      （五十音順／敬称略） 

事務局       堀部 眞人 他 

 

議事次第： 

Ⅰ.  第 10 回総合診療専門医検討委員会(2 月 4 日開催) 議事録（案）の確認 

 Ⅱ. 協議事項 

１．総務部会より  

1）総合診療専門研修プログラム整備基準の改訂について 

2）サブスペシャルティ検討ＷＧ発足について 

3）総合診療専門医検討委員会 組織図(案)について 

   ２．広報部会より  

1）ホームページリニューアル業者の選定について 

３．プログラム部会より 

1）医療資源の乏しい地域の申請について(3件) 

2）プログラムの変更申請について 

3）募集定数の増加申請について（2件） 

4）カリキュラム制移行申請（1件）   
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5）移籍申請書 （3件） 

４．認定・更新部会より 

1）総合診療医の認定と更新（改訂版）について  

５．連携部会より 

1）専攻医からの小児蘇生トレーニングコースの問合せについて  

６．認定試験部会より 

1）総合診療専門医認定試験について 

７．その他 

1）プログラム期間の延長,認定書類提出期限の猶予,および登録要件緩和について 

2）2021年度事業計画について  

Ⅲ. 報告事項 

１．総部部会より 

1）第 4回総務部会開催報告 

２．プログラム部会より   

1）海外の連携施設での研修について 

2）基幹施設の変更について 

3）地域枠専攻医の移籍希望にともなう問合せについて 

4）初期研修中の学会発表について 

5）中断届(4 件)  

３．認定・更新部会より   

1) 第 5回認定・更新部会報告 

４．研修部会より      

1）第 5回研修部会開催報告  

2）第 3回プログラム統括責任者会議 議事概要  

５．テキスト部会より 

1）第 15回テキスト部会開催 

６. 専攻医・指導医支援部会より 

1）臨時・第 4回専攻医・指導医支援部会開催報告 

 

【総合診療専門医検討委員会 作業部会】（部会長：竹村 洋典）  

 2020年度は計 5回開催。  

 

【総合診療専門医検討委員会 部会 （原則毎月）】 

2020年度より 10の部会制とする。 

１-総務部会（部会長：清水貴子） 

２-広報部会（部会長：田中秀一） 

３-システム部会（部会長：野村英樹） 

４-プログラム部会（部会長：大平善之） 

５-認定・更新部会（部会長：竹村洋典） 

６-連携部会 

（内科担当部会長：横山 彰仁 救急担当部会長：石松 伸一 小児科担当部会長：清水俊明） 

７-研修部会（部会長：太田光泰） 

８-認定試験部会（部会長：吉田素文） 

  ９-テキスト部会（部会長：谷口純一） 

１０-専攻医・指導医支援部会（部会長：大橋博樹） 
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１４．地域医療・定員問題検討委員会（委員長：寺本民生） 

 

1、2022 年度の専攻医シーリングについては 2020 年からの COVID-19 の影響により、専攻医は県

境をまたいだ移動も困難となり、専攻医の研修が変則的になり、足元の医師数は時限的なものに

ならざるを得ないということで、昨年制定したシーリング数を踏襲することで各領域学会、厚労

省の了解が得られ、これをもとにプログラムの作成を依頼しているところである。 

2、これまで 2018年から 3回のシーリングを行いその評価検証作業を検討している。基本的には、

シーリングのかかっている地域の周辺の地域には拡散現象が起こっているものの、遠隔地、特に

医療過疎地域における医師充足率には大きな影響を与えていないことが示されており、シーリン

グという方法論には限界があることが示唆された。 

3、2023 年度の定員問題を決定するため、今年度は各基本領域学会や知事会などの意見を集約し

て、厚労省の医師需給分科会に医師の必要数についての改訂点をまとめて、検討を依頼すること

としている。 

4、シーリングに替わりうる方法として、マッチング制度があるが、臨床研修で用いられているマ

ッチングの方法論を取り入れることの是非について、ワーキンググループ（委員長：北村理事）

を立ち上げ検討している。現状では昨年 6月以来 1度の開催のみである。 

 

第 1回地域医療・定員問題検討委員会 

 日 時：2020年 8月 21日（金）15時 00分～16 時 00分 

 場 所：日本橋ライフサイエンスビル 2階会議室（東京都中央区日本橋本町２丁目３−１１） 

 出席者：委員長  寺本 民生 

委 員  有賀  徹  池田 徳彦  今村  聡  兼松 隆之 

北村  聖  今野 弘之  佐藤 豊実 

 Web出席：委 員  佐藤 慎哉 

     事務局  堀部 眞人 他 

 欠席者：委 員  小熊  豊  久住 一郎  邉見 公雄 

 議事次第： 

  Ⅰ．委員紹介 

  Ⅱ．今年度の目的 

  Ⅲ．新たな定員決定法について 

  Ⅳ．シーリングの検証 

 

 

第 2回地域医療・定員問題検討委員会 

 日 時：2020年 10月 27日（火）17時 00分～18時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：委員長  寺本 民生 

委 員  北村  聖 

 Web出席：委 員  小熊  豊  兼松 隆之  久住 一郎  今野 弘之 

          佐藤 豊実  佐藤 慎哉  邉見 公雄 

事務局  堀部 眞人 他 

 欠席者：委 員  有賀  徹  今村  聡  池田 徳彦 

 議事次第： 

  Ⅰ．地域貢献率について 
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  Ⅱ．採用実績分布について 

  Ⅲ．ダブルボード取得者について 

  Ⅳ．専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループの進捗 

 

 

専門医養成数に関する検討協議会 全体会議 
 
第 1回 2022年度専門医養成数に関する検討協議会 全体会議 

 日 時：2021年 1月 28日（木）13時 00分～15 時 00分 

 場 所：日本専門医機構 会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者： 

地域医療・定員問題検討委員会 

     委員長  寺本 民生 

     委 員  今村  聡  兼松 隆之  池田 徳彦  小熊  豊 

          北村  聖  今野 弘之  邉見 公雄 

  基本領域学会 

     委 員  内科領域     横山 彰仁  宮崎 俊一 

小児科領域    岡   明  鈴木 康之 

皮膚科領域    佐山 浩二  石河  晃 

精神科領域    神庭 重信  川嵜 弘詔 

外科領域     小寺 泰弘 

整形外科領域   中島 康晴  渡辺 雅彦 

産婦人科領域   佐藤 豊実（兼地域医療・定員問題検討委員会委員） 

眼科領域     近藤 峰生 

耳鼻咽喉科領域  村上 信五  奥野 妙子 

泌尿器科領域   矢尾 正祐 

脳神経外科領域  冨永 悌二  宮本  享 

放射線科領域   青木 茂樹  山城 恒雄 

麻酔科領域    小板橋俊哉  恒吉 勇男 

病理領域     佐々木 毅  大橋 健一 

臨床検査領域   山田 俊幸 

救急科領域    中野  実  鶴田 良介 

形成外科領域   清川 兼輔  朝戸 裕貴 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 緒方 直史 

  オブザーバー  厚生労働省 

     事務局  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．2022年度シーリングに関する専門医機構の方針 

  Ⅱ．その他 

 

 

第 2回 2022年度専門医養成数に関する検討協議会 全体会議 

 日 時：2021年 2月 12日（金）13時 30分～15 時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者： 

地域医療・定員問題検討委員会 

委員長  寺本 民生 

委 員  今村  聡  兼松 隆之  有賀  徹  池田 徳彦 
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     小熊  豊  今野 弘之  佐藤 慎哉  邉見 公雄 

基本領域学会 

委 員  内科領域     横山 彰仁  宮崎 俊一 

小児科領域    岡   明  鈴木 康之 

皮膚科領域    天谷 雅行  佐山 浩二 

精神科領域    神庭 重信  川嵜 弘詔 

外科領域     高見 秀樹 

整形外科領域   中島 康晴  渡辺 雅彦 

産婦人科領域   佐藤 豊実（兼地域医療・定員問題検討委員会委員） 

眼科領域     近藤 峰生 

耳鼻咽喉科領域  村上 信五  奥野 妙子 

泌尿器科領域   矢尾 正祐 

脳神経外科    冨永 悌二  宮本  享 

放射線科領域   青木 茂樹  山城 恒雄 

麻酔科領域    小板橋俊哉  恒吉 勇男 

病理領域     大橋 健一 

臨床検査領域   山田 俊幸 

救急科領域    鶴田 良介 

形成外科領域   朝戸 裕貴 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 芳賀 信彦 

  オブザーバー  厚生労働省 

     事務局  堀部 眞人 他 

 議事次第 

  Ⅰ．2022年度シーリングに関する専門医機構の方針 

  Ⅱ．その他 

 
 

１５．検証検討委員会（委員長：森隆夫） 

 

2020年度も検証検討委員会では、日本専門医機構が抱える諸問題を検討し、検討した項目の

改善状況と進捗状況の確認および新しい検証検討事項の追加等を審議するため、年度内に一回の

委員会を開催した。本委員会での検討内容は、運営委員会を経て、必要なものは該当する委員会

へ提示された。 

 
第 1回検証検討委員会 

日 時：2020年 10月 13日（火） 17時 00分～19時 00分 

場 所：日本専門医機構会議室（Web会議） 

出席者：委員長 森  隆夫 

委 員 今村  聡  兼松 隆之（Web）  湯澤由紀夫 

理事長 寺本 民生 

事務局 堀部 眞人 他  

議事次第： 

１．理事長あいさつ 

２．自己紹介 

３．前回議事録の確認（資料１） 

４．今期の目的・目標等について（資料２） 

５．前回までの継続事項について 



85 

 

（1） 理事会運営について 

(2)  医道審議会医科分会専門研修部会への対応について 

(3)  地域医療への影響について（シーリングの問題点） 

(4)  基本領域 18+1およびサブスペシャルティ領域についての検討 

(5)  財務問題について（現状の理解と今後） 

(6)  ﾏｯﾁﾝｸﾞについて 

６．新規の議案について 

７．次回の委員会予定 

８．その他 

 

 

１６．COI 委員会（委員長：森井英一） 

 

当機構では企業・営利を目的とする法人・団体からの経済的利益やその他の関連する利益に関す

る利益相反（COI）情報を適切にマネジメントすることが求められる。そこで「日本専門医機構利

益相反（COI）マネージメントに関する指針」に則り、機構の使命を全うし、社会的信頼（インテ

グリティ）を維持・確保するために、役員の COIマネジメントを行なった。 

 
第 1回 COI委員会 

日 時：2020年 6月 19日（金） 14時 00分〜15時 00分 

場 所：日本専門医機構会議室 

出席者：委員長 森井 英一  

委 員 佐々木 毅  

事務局：堀部 眞人 

議事次第 

  １．2019年 COI申告書の確認 

  ２．その他 

 

 

第 2回 COI委員会 

 日 時：2020年 9月 11日（金） 14時 00分〜14時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：委員長 森井 英一 

委 員 有賀  徹  佐々木 毅 

 事務局：堀部 眞人 

 議事次第 

  １．2019年 COI申告書の確認（第４期よりの新理事に対して） 

  ２．その他 

 

 

第 3回 COI委員会 

 日 時：2020年 12月 18日（金） 14時 30分〜15時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：委員長 森井 英一 

委 員 有賀  徹  佐々木 毅 

事務局：堀部 眞人 

議事次第 
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１．2019年 COI追加依頼分申告書の確認 

２．その他 

 

 

１７．広告表示などに関する検討委員会（委員長：森井英一） 

 

機構専門医の広告表示について現時点での状況を把握し、「医療情報の提供内容等のあり方に関

する検討会」で検討を開始するべく働きかけを行なった。また、広告以外の専門医機構認定専門

医のインセンティブを検討した。 

 

第 1 回広告表示などに関する検討委員会 

 日 時：2020 年 9 月 11 日（金） 14 時 30 分～15 時 30 分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者：委 員 長  森井 英一 

     委  員  寺本 民生  兼松 隆之  有賀  徹  佐々木 毅 

     事 務 局  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

 ＜協議事項＞ 

  １．これまでの経緯の確認 

2．今後の方針 

3．その他  

 

 

１８．専門研修に関するハラスメント対策委員会（委員長：木村壯介）  
 

2020 年 3 月に新たな委員会として設置され、2020 年度に 3 回の委員会が非定期に開催され、

｢専攻医相談窓口｣へ寄せられた意見、およびプログラム委員会へ提出された研修変更届等に関連

してハラスメントの有無を検証し、対応を検討した。 

議事内容： 

・ハラスメントの疑いが有る事例に対し、研修機関、指導医へ直接調査等を行い介入する事は、

結果として専攻医が受ける研修に何らかの障害を来す可能性もあることを危惧し、慎重に対応す

る必要があることから、まず事例を記録･蓄積することとした。繰り返す医療機関･指導医につい

ては、今後個々に具体的な対応を検討する。 

・2019年秋〜2021年 2月の間に、 

① プログラム委員会へプログラム辞退(移動･転科)を希望した 238件 

中で本人申告；ハラスメント有り/どちらとも言えない、の合計；44 件を検討した。いずれも、

現状で直ちに介入用の必要はないと判断した。 

２つの医療機関から、同一診療科において複数のハラスメント申告があり、今後注目していく

こととした。 

② 2020年 6月に設置した｢専攻医相談窓口｣を介した申告は、１件のみ。 

当該大学のハラスメント委員会において既に対応、解決済み。 

・同一医療機関、同一診療科において複数のハラスメントを疑う例に対し、問い合わせをおこな
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い、プログラム変更・施設変更希望が多い理由を調査し、実名の医療機関名ではなく、そのよう

な事実があることを公開する方向で検討する事とした。 

なお、次年度の事業計画は、以下を予定している。 

 ⑴ 昨年まで｢専門研修プログラム委員会／基本領域研修委員会｣が取り扱っていたところから、

現況、考え方を報告いただき、それを元に発展させる。  

 ⑵ 2021年には、具体的な対応を定め、プログラム委員会と協力し、実施する。 

 

第 1回専門研修に関するハラスメント対策委員会 

 日 時：2020年 6月 5日（金） 15時 00分～16時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

     委 員 長  木村 壯介 

     委  員  神野 正博（TV会議出席） 

       多田 弥生（TV会議出席） 

 オブザーバー 寺本 民生（理事長） 

           北村  聖 

     事 務 局  堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．専攻医相談窓口について 

    (1) メールアドレスについて 

    (2) 担当窓口について 

    (3) 相談申請フォーマットについて 

  ２．プログラム辞退、異動におけるハラスメント状況について 

  ３．その他 

 

 

第 2回専門研修に関するハラスメント対策委員会 

 日 時：2020年 8月 4日（火） 17時 30分～19時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

     委 員 長  木村 壯介 

     委  員   神野 正博（TV会議出席） 

      北村  聖（TV会議出席） 

     多田 弥生（TV会議出席） 

    オブザーバー 寺本 民生（理事長） 

      事 務 局  堀部 眞人 

 議事次第： 

１．理事長挨拶 

  ２．委員長挨拶 

  ３．委員紹介・挨拶 

  ４．委員会の目的・目標について  

  ５．HP相談窓口フォーム設置について 

  ６．今後、メール対応方法(手順・分類等)  

  ７．基本的な在り方  

  ８．その他 
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臨時専門研修に関するハラスメント対策委員会 

 日 時：2020年 12月 23日（水） 17時 30分～18時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

 出席者： 

     委 員 長  木村 壯介 

     委  員  北村  聖 

     事 務 局  堀部 眞人 

 議事次第： 

１．ハラスメント内容について 

 

 

第 3回専門研修に関するハラスメント対策委員会 

 日 時：2021年 2月 25日（水） 20時 00分～21時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者： 

     委 員 長  木村 壯介 

     委  員  神野 正博（TV会議出席） 

       北村  聖（TV会議出席） 

     多田 弥生（TV会議出席） 

    オブザーバー 寺本 民生（TV会議出席） 

     事 務 局  堀部 眞人 

 議事次第： 

１．12月 23打ち合わせの 報告  

２． ハラスメント内容について（2月 25日現在） 

３．今後の対応について 

４．その他 

報告事項 

１．専攻医相談窓口の相談内容 について 

 

 

１９．研究医養成に関するワーキンググループ（委員長：大川淳） 

 

 2020年度から、将来臨床研究に従事する医師の育成を目的に、臨床研究医コースを新設し

た。2年間の臨床フェーズとその後の 5年間の研究フェーズからなり、修了時までに基本領域の

専門医資格と大学院学位を取得できる。研究フェーズでは、研究エフォートを 50%以上とする一

方、給与や社会保険などの身分保証も責任施設が担保する。定員は各領域におけるシーリングか

ら除外することとし、40名を募集したところ 26名がコースに参加した。 

 

第 1回研究医養成に関するワーキンググループ 

 日 時：2020年 5月 7日（木） 14時 40分～15時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco webexによる Web会議） 

 出席者：大川  淳   

天谷 雅行  大久保ゆかり  國土 典宏  齊藤 延人 

オブザーバー：寺本 民生 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 
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１．研究医養成に関する WG立ち上げについて（委員の紹介と WGの役割） 

２．研究医のための専攻医養成について  

（1）基本的な考え方： 

・将来、研究医（教育に携わる医師を含む）を目指す専攻医を指す。 

・シーリングには含まれない専攻医である。 

（2）全国・全診療科で 40名から開始（初期研修の研究者枠と同数） 

（3）大学病院・ナショナルセンターを想定 

（4）大学院生との関係を明確にすること 

（5）カリキュラム制を選択できること 

（6）採用する施設・診療科の条件 

・臨床研究論文の本数（IFなど） 

（7）専攻医の義務 

・修了要件として、論文数もしくは合計 IF 

・修了後少なくとも 5～10年は当該研究施設で勤務することなど 

（8）40人の配分 

・診療科の採用数で配分し、各診療科では大学病院かナショナルセンターで 

必要と思われる施設を選別する。 

Ⅱ．報告事項 

 

 

第２回研究医養成に関するワーキンググループ 

 日 時：2020年 6月 13日（土） 10時 00分～12時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco webexによる web会議） 

出席者：大川  淳   

天谷 雅行   大久保ゆかり   門脇  孝   國土 典宏   齊藤 延人 

オブザーバー：寺本 民生 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．日本専門医機構が定義する「研究医」の定義 

・カリキュラム制で基本領域の専門医資格を取得後あるいは取得中に、 

大学院あるいは研究所に所属し、研究に従事する医師 

２．利点と欠点の検討 

 利点 欠点 

専攻医にとって ・研究を進めながら、専門医資

格が取得できる 

・大学あるいは研究所に勤務で

きる 

・自由に勤務地を選択できる 

・学位取得後にも、研究従事の義

務が生じる 

・業績についてチェックを受け

る 

・進める基本領域が限定される 

プログラムにと

って 

・シーリング外の定員 

・大学あるいは研究所にとって

研究者の増加が期待できる 

・採用できる基本領域が限定さ

れる 

 

３．2021年度募集開始への課題 

（1）「研究医」像の決定：定義、制度採用診療科、定員、募集形式 

（2）具体的な募集方法：手続きの方法、マッチング？ 

第 3回研究医養成に関するワーキンググループ 
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 日 時：2020年 8月 8日（土） 10時 00分～12時 00分 

場 所：日本専門医機構会議室（zoomによる web会議） 

出席者：大川  淳   

天谷 雅行   大久保ゆかり   門脇  孝   國土 典宏   齊藤 延人 

オブザーバー：寺本 民生 

事務局：堀部 眞人 他 

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．研究医養成コース創設に係る整備指針策定について 

（1）基本的な考え方：各基本領域学会の意見 

（2）8/21整備指針理事会承認・HP公開、9/15募集開始に向けた検討事項の精査 

Ⅱ．報告事項 

研究医のための専攻医養成を進める上での論点 

 

 

２０．英文表記に関するワーキンググループ（委員長：南学正臣） 

 

「用語集掲載の新語確認書」を作成し、必要に応じ各学会に確認を取りながら英文表記を確定

した。 

 

日 時：（1）2021年 1月 29日（金）～2月 9 日（火） 

     （2）2021年 3月  8日（月）～3月 11日（木） 

（3）2021年 3月 31日（水） 

場 所：日本専門医機構 会議室（メール審議） 

出席者：南学 正臣  赤津 晴子  武田 裕子 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：北村  聖  

事務局：堀部  眞人  

議事次第： 

Ⅰ．協議事項 

１．理事・監事・運営委員会委員からの新語申請に対する用語検討 

（1）19基本領域名と機構既認定済 24サブスペシャルティ領域 

（2）共通講習にかかる用語 

（3）総合診療専門医 

Ⅱ．報告事項 

 

 

２１．専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ（委員長：北村聖） 
 

専攻医の募集方法に関して検討した 

１）専攻医募集方法に関して現状の分析と課題の抽出 

従来の入局と関連した専攻医募集の問題点 

いわゆる青田買いの問題点 

シーリングや地域連携枠の問題点 

２) 新しい制度の検討 

  いわゆるコンピュータマッチングの利点・欠点の議論 
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カリキュラム制を含めまだ制度の変革期にあり、より議論を深めてゆく必要性を共有した 

 

第 1回専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ 

 日 時：2020年 6月 18日（木）13時 00分～14 時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（Cisco Webexによる Web会議） 

 出席者：理事長  寺本 民生 

     委 員  北村  聖  佐藤 豊実  村岡  亮  和光  純 

     オブザーバー  中村 慶太 

 欠席者：委 員  武田 裕子 

 議事次第： 

  Ⅰ．マッチングの基本的な考え方について 

  Ⅱ．専攻医募集における「マッチング」という選択肢について 

  Ⅲ．専攻医募集方法についての議論 

  Ⅳ．その他 

 


