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令和 3 年度（2021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 

今年度は一部の基本領域診療科の認定試験などが行われ、新たな機構認定専門医の誕生した年

度であり、サブスペ領域の問題、認定更新の問題など新たな局面に転じた年である。 

以下、主たる課題について概要をまとめる。 

1、 シーリング（上限定員）問題 

2、 サブスペ領域の認定問題（領域認定、プログラム認定） 

3、 更新認定に関する問題（5年ごと、更新要件） 

4、 データベースの構築（専攻医、専門医のデータベース化） 

5、 事務局について（事務局員増強、事務所移転） 

6、 財政とガバナンス問題（財政の健全化、P マーク取得、委員会―運営委員会―理事会－総会

の流れの透明性担保、外部評価委員会による監査） 

7、 総合診療専門医問題（第一回専門医の輩出、プログラムから認定、試験まで） 

8、広告開示について（基本領域について、サブスペについて） 

等が挙げられる。これらについての進捗状況について報告する。 

1， シーリング（上限定員）問題：2022 年度のシーリングは厚労省の医師儒給分科会にて提

示された必要医師養成数をもとに決定された 2021年度のシーリングと同様とした。2023

年度についてもほぼ同様の方法で決めているが、各領域、市長会のヒアリングを行い、ヒ

アリングの中で各領域の医療の特性が異なり、一様には取り扱うことはできないと判断

した。2023 年度については、特定の地域（遠隔地で医師不足地域）で 1 年間の専門研修

を行う特別地域連携プログラムを設けて各領域学会に必要な人数のアンケートを取り、

それに合わせて特別地域連携プログラム数を設定した。基本は医師充足率が 0.7 以下と

低いところとの連携を組むこととするが、特定な領域では、地域における中核的な施設で

の研修で地域医療に触れるほうが良質な研修が受けられるということもあり、プロフェ

ッショナルオートノミーを発揮してもらうこととした。さらに 2023 年度からは子育て支

援に絡み、特別地域連携プログラム数に合わせて子育て支援用の枠を設けることとした。

いっぽう、シーリングには一定の効果はあるものの、期待されたほどの十分な効果は見込

めないことから、代替の方法として、これまでのシーリングの経験を活用して、マッチン

グ制度に移行するか検討を始めている。マッチングの問題点を明確化し、実現可能か、関

係領域学会とも協議を重ねることとした。 

2， サブスぺ領域の認定問題：厚労省ワーキンググループにてカテゴリー分類され、19 領域

に関しては連動研修開始。それ以外にも、内科系 4領域、外科系 1領域は連動研修ではな

いもののサブスぺ領域としては承認された。それ以外の領域に関してはサブスぺ細則に



4 
 

従い、基本領域学会に設置されるサブスぺ領域連絡協議会で協議の上、当該サブスぺ領域

のレビューシートの提出を依頼した。サブスぺ委員会では外形基準などを考慮の上、理事

会に提案したが、医師像が明確でない、研修方式が一様でないなどの理由から理事会では

議論が持ち越された。一方、認定された領域についても教育カリキュラム（プログラム）

の提出を依頼し、審査したが、いくつかの問題点が指摘され、改訂中である。なお、専攻

医の不利益にならないようにという配慮から、開始した時点にさかのぼって、研修も認定

をすることにしている。 

3， 認定・更新問題：2021 年度は、一部の基本領域での専門研修が修了し、認定試験などが

行われた。認定試験の基本的な形式、さらに 5 年後の更新に関する要件などの決定をし

た。さらに一部においてはサブスぺ領域の研修も始まっており、その更新要件についても

方針の決定をした。 

4， データベース検討委員会：今年度までは、専攻医の登録として使われていたシステムに今

後の更新を含めた管理システムを加えることについて、新たな個人情報保護法に基づい

て、同意を求めたうえで管理を進めることとした。同時にすでに学会専門医から機構の専

門医に更新した専門医についても順次登録をお願いすることとし、我が国の専門医のデ

ータベースの構築・運営をする方針とした。 

5， 事務局について：専門医機構の業務の増加（サブスぺ領域を含むプログラム認定、認定更

新、e-ラーニング、e-テストなど）に伴い事務局員の増員（現在 30名）を行い、さらに

事務局の運営上、情報のセキュリティ強化を含めて事務局を富国生命ビル 23Fに移転し、

Pマークの取得申請をした。 

6， 財政とガバナンス問題：以前に外部評価委員会からも指摘されたように機構のガバナン

スを維持するうえでも財政を立て直す必要があることが指摘された。また、財政について

は監事から機構の事務運営費は社員が負担すべきであることが指摘されていた。このよ

うな状況から機構としては基金の設定をし、2社からの基金供与をいただいているが、社

員にも一部負担していただくということで、年会費値上げを社員総会で諮り、承認され

た。更に、機構専門医の認定や更新などが増加し、財政上は来年に予定されている社員か

らの借り入れ金を返還することも予算上可能となってきている。ただし、機構として、今

後システム改修などの必要経費もあり、慎重な財政運営を目指していきたい。 

7， 総合診療専門医問題：基本領域として基盤学会を持たない総合診療医については機構が

学会の役割を担っている。残念ながら専攻医の希望は今年度は 250 名足らずで専攻医の

2.5％程度に過ぎない。今年度は新たに 80 名弱の機構認定総合診療専門医が誕生し、ロ

ールモデルができ、次の段階に進み、希望者も増えるものと期待される。 

8， 専門医の広告開示について：これまでは学会認定専門医のみが広告開示ができていたが、

2021年 10月 1日をもって、機構認定専門医の広告開示が認められた。現時点では基本領

域診療科に限られているが、サブスぺ領域については今後の機構認定などの問題が解決

した時点で協議されることとなった。これにより、学会認定専門医と機構認定専門医が両

立するが、双方を同時に広告することはできないとされた。 
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令和 3 年度（2021年度）委員会報告 

 
１．社員総会 

 

令和 3年度定時社員総会 

 日 時：2021 年 6月 30 日（水） 16時 30分～18時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室および WEB会議 

 出席者：社  員  23 名（うち、委任状による出席社員 8名） 

     理  事  20 名 

     監  事   1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年度第 1回臨時社員総会（3月 31日開催）議事録の確認 

  Ⅴ．協議事項 

   １．2020 年度（令和 2年度）事業報告、決算報告  

   ２．その他 

  Ⅵ．報告事項 

   １．「専門医の認定・更新」に関する補足説明について 

   ２．日本専門医機構が関与するサブスペシャルティ領域専門医について 

   ３．その他 

 

 

令和 3年度第 1回臨時社員総会 

 日 時：2022 年 3月 10 日（木） 16時 00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：社  員  23 名（うち、委任状による出席社員 6名） 

     理  事  18 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 3年度定時社員総会（6月 30日開催）議事録の確認 

  Ⅴ．報告事項 

   １．令和 4年度（2022年度）事業計画、収支予算書    

   ２．専攻医登録結果について       

   ３．その他 

 

 

２．理事会 

 
第 11回理事会 

 日 時：2021 年 4月 16 日（金） 16時 00分～18時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室 
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 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）  飯野奈津子（WEB）  池田 徳彦（WEB） 

           大磯義一郎（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）  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  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． 

   １．新理事のご紹介 

   ２．第 10 回理事会（3月 19日）の議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．データベース検討委員会 協議事項 

    (1) マイページについて 

    (2) 専門医機構データベース内容等について 

   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（皮膚科・総合診療） 

    (2) 新規開院施設の連携施設追加について 

    (3) 専門研修プログラム専攻医登録関連スケジュール案変更について 

    (4) 専門研修プログラムの取り下げに伴う新規申請について（総合診療） 

   ３．専門医認定・更新委員会 協議事項 

    (1) 機構専門医更新申請１次審査報告書（形成外科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション 

      科・脳神経外科・整形外科） 

    (2) 専門医更新基準の改定について（内科） 

    (3) 「専門医の認定・更新」に関する補足説明について 

   ４．臨時理事会（4月 22 日予定）の開催について 

   ５．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) データベース検討委員会 

    (5) 専門研修プログラム委員会 

    (6) 専門医認定・更新委員会 

    (7) 共通講習委員会 

    (8) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (9) 総合診療専門医検討委員会 

   ２．その他 

    (1) 全国知事会との打ち合わせについて 

    (2) 厚生労働省令和 2年度医療施設運営費等補助金 交付決定について 

    (3) 次回（4月 19 日）定例記者会見について 

    (4) その他 
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  Ⅳ．その他 

 

 

第 2回臨時理事会 

 日 時：2021 年 4月 22 日（木） 16時 00分～17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）  飯野奈津子（WEB）  池田 徳彦（WEB） 

           大磯義一郎      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  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．サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (1)新領域認定について 

   ２．その他 

  Ⅱ．その他 

 

 

第 12回理事会 

 日 時：2021 年 5月 21日（金） 16時 00分～18時 00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）  飯野奈津子（WEB）  大磯義一郎（WEB） 

           大川  淳      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（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（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． 

   １．第 11 回理事会（4月 16日）の議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．総務・規約委員会 協議事項 

    (1) フレックスタイム制について 

    (2) 個人情報保護方針について 
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   ２．データベース検討委員会 協議事項 

    (1) 専門医データの取り扱いについて 

    (2) 応募採用データ（一部）の文科省への開示について 

   ３．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) 研修プログラムの辞退について 

    (2) 三重大学宛の送付文書案について 

   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（脳神経外科） 

   ５．基本領域連絡委員会 協議事項 

    (1) 委員変更について 

   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制度の機構認定の基本方針と学会認定サブ領域を含 

      めた機構の関与する専門医制度の全体像について  

    (2) サブスペシャルティ領域専門研修制度整備基準の改定について 

   ７．その他 

  Ⅲ．報告事項 

   １．各種委員会報告 

    (1) データベース検討委員会 

    (2) 専門研修プログラム委員会 

    (3) 専門医認定・更新委員会 

    (4) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (5) 総合診療専門医検討委員会       

    (6) 検証検討委員会        

    (7) 研究医養成に関するワーキンググループ     

   ２．要望書 

   ３．その他 

    (1) 厚生労働省令和 2年度医療施設運営費等補助金交付額確定について  

    (2) 次回（5月 24 日）定例記者会見について 

   Ⅳ．その他 

 

 

第 13回理事会 

 日 時：2021 年 6月 25 日（金） 16時 00分～18時 00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 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  飯野奈津子（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） 

           羽鳥  裕（WEB）  森  隆夫（WEB）    森井 英一 

           渡辺  毅（WEB） 

     監  事  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． 
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   １．第 12 回理事会（5月 21日）の議事録等の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．総務・規約委員会 協議事項 

    (1) 個人情報保護方針案について 

    (2) 総合診療専門医、特任指導医、専攻医等の個人情報の利用について（案） 

    (3) 2020年度（令和 2年度）事業報告案について 

   ２．財務委員会 協議事項 

    (1) 2020年度（令和 2年度）決算報告について 

   ３．広報委員会 協議事項 

    (1) SNSを利用した情報発信について 

   ４．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) 整備基準変更について 

     ①カリキュラム整備基準（総合診療） 

     ②カリキュラム整備基準（病理） 

    (2) 総合診療プログラム辞退申請について 

    (3) システム未登録者について 

    (4) 専門研修プログラムの施設等の年度管理について 

    (5) 専門研修プログラム委員会委員追加について 

    (6) 臨床研究医コース募集スケジュールについて 

   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（整形外科・形成外科）     

    (2) 専門医認定試験と認定について（内科、外科） 

    (3) 外科専門医の連動更新について 

    (4) 補足説明について 

    (5) 認定・更新委員会委員の追加について  

    (6) 専門医認定試験指針（改訂案）について 

   ６．基本領域連絡委員会 協議事項 

    (1) 委員変更について 

    (2) 認定・更新とプログラムの分離について 

   ７．サブスペシャルティ領域検討委員会 協議事項    

    (1) 新規申請 21領域学会への審査結果の返書（案） 

    (2) 既認定 24領域への返書（案）  

   ８．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

    (1) 内科学会との総合診療版 J -OSLERに関する覚書の締結について 

   ９．英文表記に関するワーキンググループ 協議事項  

    (1) 専門研修プログラム在籍証明書フォーマットについて 

    (2) 基本領域英語表記について（救急科） 

   10．専門研修に関するハラスメント対策委員会 協議事項  

    (1) 委員の追加について  

   11．その他 

    (1)令和 3年度定時社員総会議事次第（案）について  

  Ⅲ．報告事項 

   １．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           
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    (6) 基本領域連絡委員会            

    (7) サブスペシャルティ領域検討委員会          

    (8) 総合診療専門医検討委員会              

    (9) COI委員会 

   ２．社員の変更について          

   ３．その他 

    (1) 職員担当表               

    (2) 次回（6月 28 日）定例記者会見について     

  Ⅳ．その他 

 

 

第 14回理事会 

 日 時：2021 年 7月 16 日（金） 16時 00分～18時 00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 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  飯野奈津子（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 

     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． 

   １．第 13 回理事会（6月 25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) 整備基準変更について 

     ①プログラム整備基準（産科婦人科）      

     ②プログラム整備基準（総合診療）      

     ③カリキュラム整備基準（小児科）      

    (2) プログラム辞退申請について（放射線科・総合診療）    

    (3) 総合診療からの要望について           

    (4) COVID-19に関する研修に関する措置について       

    (5) 専攻医の未登録について         

    (6) プログラム名称の文字数制限について         

   ２．共通講習委員会 協議事項 

    (1) 編集会議の議員追加について       

   ３．基本領域連絡委員会 協議事項 

    (1) 基本領域連絡委員会の認定・更新とプログラムの分離について   

   ４．サブスペシャルティ領域検討委員会 協議事項     

    (1) サブスペ領域専門医検討委員会の組織構成・名簿（案）について   

   ５．その他    

  Ⅲ．報告事項 
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   １．各種委員会報告 

    (1) データベース検討委員会        

    (2) 専門研修プログラム委員会       

    (3) 専門医認定・更新委員会      

    (4) サブスペシャルティ領域検討委員会     

    (5) 総合診療専門医検討委員会        

    (6) COI 委員会 

    (7) 広告表示などに関する検討委員会        

    (8) 研究医養成に関するワーキンググループ       

   ２．その他         

    (1) 日本医師会発行の「ドクタラーゼ」の特集について 

    (2) 次回（7月 19 日）定例記者会見について        

  Ⅳ．その他 

 

 

第 15回理事会  

 日 時：2021 年 8月 27 日（金） 16時 00分～18時 00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 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  飯野奈津子（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）  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  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． 

   １．第 14 回理事会（7月 16日）の議事録等の確認               

  Ⅱ．協議事項  

   １．財務委員会 協議事項 

    (1) 基金申し込みについて           

   ２．専門医認定・更新委員会     

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

    (2) 専門医一次審査報告書（新規認定用／更新用改訂）（案）     

    (3) 妊娠・出産・留学等による受験期間の猶予について   

    (4) 研修修了から認定証発行までの流れ／マイページ入力を 100%にするための方策（案） 

    (5) サブスペシャルティ領域認定料について         

   ３．共通講習委員会  

    (1) 共通講習カテゴリーの追加       

    (2) 共通講習申請の手引きの改定       

    (3) 編集会議議員の追加（医療経済担当）       

   ４．基本領域連絡委員会  

    (1)「研修検討(プログラム等)委員会」､「専門医検討(認定更新)委員会」委員長及び 
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      委員承認について 

   ５．サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (1) サブスペ領域専門医検討委員会とサブスぺ領域連絡協議会の立ち位置について（案） 

   ６．総合診療専門医検討委員会       

    (1) 総合診療領域 GRSシステム業者選定について      

   ７．専門研修に関するハラスメント対策委員会  

    (1) 現在機構に届いている 95件に対する機構の介入（対応策）について 

   ８．その他 

    (1) 全国知事会社会保障常任委員会主催「医師養成に係るワーキングチーム（公開会議） 

      準構成員への就任依頼について 

    (2) 概報令和 3年（2021年）度版の発行数の検討（予算案）    

  Ⅲ．報告事項 

   １．各種委員会報告 

    (1) データベース検討委員会 

    (2) 専門研修プログラム委員会         

    (3) 専門医認定・更新委員会         

    (4) 総合診療専門医検討委員会          

    (5) 地域医療・定員問題検討委員会        

    (6) 研究医養成に関するワーキンググループ      

   ２．その他 

    (1) 厚生労働省専門医認定支援事業実施要項の一部改正について         

    (2) 次回（8月 30 日）定例記者会見について   

  Ⅳ．その他 

 

 

第 16回理事会 

 日 時：2021 年 9月 17 日（金） 16時 00分～18時 00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   

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理  事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  飯野奈津子（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） 

           南学 正臣（WEB）  羽鳥  裕（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． 

   １．第 15 回理事会（8月 27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 

    (1) カリキュラム整備基準変更について（総合診療） 

    (2) 連携施設宛プログラム認定証について     

    (3) 内科と総合診療のダブルボードについて       
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    (4) 専門研修開始年度変更について（病理）     

    (5) サブスペシャルティ整備基準審査における基本的方針について  

   ２．専門医認定・更新委員会 

    (1) サブスぺシャルティの補足説明 WGの設置について  

    (2) 専門医認定料の代理徴収手数料について    

   ３．総合診療専門医検討委員会     

    (1) 総合診療領域 GRSシステム業者選定について     

   ４．専門研修に関するハラスメント対策委員会 

    (1) 基本領域学会への周知文（案）について     

  Ⅲ．報告事項 

   １．各種委員会報告 

    (1) データベース検討委員会  

    (2) 専門研修プログラム委員会         

    (3) 総合診療専門医検討委員会         

    (4) 専門医養成数に関する検討協議会       

   ２．その他 

    (1) 講演報告                       

    (2) 医師専門研修部会報告                                    

    (3) 次回（9月 21日）定例記者会見について       

  Ⅳ．その他 

 

 

第 17回理事会 

 日 時： 2021 年 10月 15日（金） 16時 00分～18時 00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 

     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      久住 一郎（WEB）  今野 弘之 

           佐藤 慎哉（WEB）   佐藤 豊実（WEB）  冨永 悌二（WEB） 

           富山 憲幸（WEB）   羽鳥  裕（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． 

   １．第 15 回理事会（8 月 27 日開催）および第 16 回理事会（9 月 17 日開催）の議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項  

   １．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   

   ２．総務・規約委員会 

    (1) 個人情報保護方針の修正（改訂） 

    (2) 職員就業規則の一部改訂 

    (3) フレックスタイム制に関する協定書の一部改訂 

   ３．広報委員会 

    (1) 2021年度記者懇談会開催について 



14 
 

   ４．データベース検討委員会 

    (1) 機構認定専門医のデータベース化について 

   ５．専門研修プログラム委員会 

    (1) リハビリテーション科のダブルボードについて(小児科、外科)  

    (2) 研修プログラム審査について 

    (3) 2022年 4月開始専攻医募集スケジュールについて   

    (4) サブスペシャルティ整備基準の審査について   

   ６．専門医認定・更新委員会 

    (1) 今年度の専門医認定の手続き、システム登録について 

    (2) 専門医認定・更新審査（放射線科・臨床検査・内科・病理、耳鼻咽喉科・脳神経外科）  

    (3) 機構認定総合診療専門医認定・更新基準案／特任指導医の専門医への移行措置案 

    (4) 外科の連動更新について 

    (5) サブスペシャルティ領域専門医認定・更新基準検討ワーキンググループ構成員に 

      ついて 

   ７．共通講習委員会 

    (1) 共通講習の内容（参考例）について   

    (2) 受講コード（登録番号）の変更、サブスペ領域番号について  

   ８．サブスペシャルティ領域検討委員会  

    (1) サブスペシャルティ領域連絡協議会の新規設置依頼等について  

    (2) 調査票（レビューシート）の改定案について  

   ９．総合診療専門医検討委員会 

    (1) 総合診療領域からの要望書    

  Ⅲ．報告事項 

   １．各種委員会報告 

    (1) 総務・規約委員会          

    (2) データベース検討委員会      

    (3) 専門研修プログラム委員会 

    (4) 専門医認定・更新委員会         

    (5) 共通講習委員会  

    (6) 総合診療専門医検討委員会  

    (7) 広告表示などに関する検討委員会 

   ２．その他  

    (1) 要望書   

    (2) 次回（10月 18日）定例記者会見について 

  Ⅳ．その他 

 

 

第 18回理事会 

 日 時：2021 年 11 月 19 日（金） 16時 00分～18時 00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 

     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） 

           木村 壯介      北村  聖（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） 
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           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． 

   １．第 17 回理事会（10月 15日開催）議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項  

   １．財務委員会 

    (1) 事務所移転（引っ越し）について                  

   ２．専門医認定・更新委員会 

    (1) 機構専門医認定二次審査について 

      （内科、リハビリテーション科、救急科、放射線科） 

   ３．サブスペシャルティ領域検討委員会  

    (1) サブスペ領域専門医制度の認定及び承認基準（案）と次回の審査・認定の日程に 

      ついて（案） 

   ４．英文表記に関するワーキンググループ 

    (1) 総合診療専門医検討委員会の英語表記（案） 

  Ⅲ．報告事項 

   １．医師専門研修部会について 

    (1) 厚生労働大臣から日本専門医機構への意見及び要請に対する回答 

   ２．専攻医（一次募集）登録状況について  

   ３．各種委員会報告 

    (1) 総務・規約委員会                  

    (2) データベース検討委員会         

    (3) 専門研修プログラム委員会 

    (4) 総合診療専門医検討委員会 

   ４．その他     

    (1) 講演報告 

    (2) 意見書 

    (3) 今後の会議予定について   

    (4) 次回（11月 22日）定例記者会見について 

  Ⅳ．その他 

 

 

第 19回理事会 

 日 時：2021 年 12 月 17 日（金） 16時 00分～18時 00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 

     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） 

           木村 壯介      北村  聖      久住 一郎（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（WEB）   森井 英一（WEB）  渡辺  毅（WEB） 

     監  事  跡見  裕（WEB）   松原 謙二 
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     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． 

   １．第 18 回理事会（11月 19日開催）議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項  

   １．総務・規約財務委員会 

    (1) 事務所移転関連：各種業者選定について 

    (2) 理事及び監事候補者選考について 

     ① 理事及び監事候補者選考委員会委員 推薦依頼について  

     ② 理事及び監事候補者選考に係る今後のスケジュールについて   

    (3) 感染症蔓延時等の職員の勤務等に関する規程について   

    (4) 育児・介護休暇等に関する規程の一部改訂について 

   ２．データベース検討委員会    

    (1) 機構認定専門医のデータベースについて 

   ３．専門研修プログラム委員会  

    (1) 内科・総合診療のダブルボードについて  

    (2) 未登録者について  

    (3) サブスペシャルティ専門研修プログラム・カリキュラム申請書について 

   ４．専門医認定・更新委員会  

    (1) 機構専門医認定二次審査について（病理・救急科・内科） 

    (2) 放射線科領域の同時更新について 

    (3) 前倒し更新について（麻酔科） 

    (4) 認定日と認定期間について  

    (5) 「専門医の認定・更新」に関する補足説明（改訂案） 

   ５．共通講習委員会  

    (1) 共通講習の取り扱いと申請の手引きの改訂について 

   ６．サブスペシャルティ領域検討委員会  

    (1) 総合診療領域における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．専攻医一次採用結果、二次募集応募状況 

   ２．各種委員会報告 

    (1) 総務・規約委員会     

    (2) データベース検討委員会    

    (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   

    (7) 総合診療専門医検討委員会    

    (8) 地域医療・定員問題検討委員会     

    (9) 専門研修に関するハラスメント対策委員会  

   ３．その他        

    (1) 職員担当表      

    (2) 次回（12月 20日）定例記者会見について 

  Ⅳ．その他 

 

 

 



17 
 

第 20回理事会 

 日 時：2022 年 1月 21日（金） 16時 00分～17時 45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 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理   事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  飯野奈津子（WEB） 

           池田 徳彦（WEB）  大磯義一郎   大川  淳（WEB） 

           神野 正博（WEB）  木村 壯介（WEB）  久住 一郎（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（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． 

   １．第 19 回理事会（12月 17日開催）議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項  

   １．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（精神科・総合診療） 

   ２．専門医認定・更新委員会 

    (1) 機構専門医認定二次審査について（新規認定：総合診療、産婦人科、精神科、内科、 

      救急科／更新：産婦人科、病理） 

    (2) 総合診療講習会認定および単位証発行・交付の流れについて 

    (3) 更新様式の改訂（病理）について 

   ３．総合診療専門医検討委員会  

    (1) 部会長・委員の変更追加について 

   ４．専門医検討委員会（認定・更新） 

    (1) 専門医検討委員会（認定・更新）委員の変更について    

   ５．広告表示などに関する検討委員会 

    (1) 広告可能な基本領域の機構専門医名称について         

  Ⅲ．報告事項 

   １．専攻医二次採用結果、最終調整応募状況 

   ２．各種委員会報告 

    (1) 専門研修プログラム委員会 

    (2) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (3) 総合診療専門医検討委員会 

    (4) 専門医検討委員会（認定・更新） 

    (5) 地域医療・定員問題検討委員会 

    (6) 広告表示などに関する検討委員会 

  Ⅳ．その他 

 

 

第 21回理事会 

 日 時：2022 年 2月 18 日（金） 16時 00分～18時 00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 
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     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理   事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  飯野奈津子（WEB） 

           池田 徳彦（WEB）  大磯義一郎      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  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． 

   １．第 20回理事会（1月 21日開催）議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．理事及び監事候補者選考委員会 委員の選任について 

   ２．第 1回臨時社員総会（3月 10日開催）の議題について 

   ３．総務・規約委員会 

    (1) 令和 4 年度（2022 年度）事業計画（案）について 

    (2) 職員就業規則の改訂について 

    (3) フレックスタイム制に関する協定書の改訂について 

    (4) 育児・介護休業等に関する規程の改訂について 

    (5) 職員給与規程の改訂について  

    (6) 職員再雇用規則（案）について 

    (7) 電子署名サービスの選定について 

    (8) 印章管理及び使用に関する規程（案）について 

   ４．財務委員会 

    (1) 令和 4年度（2022 年度）予算案について  

   ５.専門研修プログラム委員会 

    (1) 研修検討委員会の委員の変更      

    (2) 専門研修プログラム整備基準変更について(総合診療①プログラム制・②カリキュ 

      ラム制) 

    (3) サブスペシャルティ整備基準の再審査について   

   ６．専門医認定・更新委員会 

    (1) 機構専門医認定・更新二次審査について（内科・整形外科・臨床検査・リハビリ 

      テーション・小児科） 

    (2) 更新基準の改訂について（産婦人科） 

    (3) 「専門医認定試験指針」の改訂について 

    (4) 機構専門医の更新猶予の整理  

  Ⅲ．報告事項 

   １．専攻医登録採用結果について 

   ２．各種委員会報告 

    (1) 総務・規約委員会 

    (2) 財務委員会  

    (3) 専門研修プログラム委員会 

    (4) 専門医認定・更新委員会 

    (5) 共通講習委員会 

    (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) 地域医療・定員問題検討委員会 

    (9) 検証検討委員会 

    (10) 外部評価委員会 

  Ⅳ．その他 

 

 

第 22回理事会 

 日 時：2022 年 3月 18 日（金） 16時 00分～18時 00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 

     副理事長  今村  聡（WEB）  兼松 隆之（WEB） 

     理   事  浅井 文和（WEB）  有賀  徹（WEB）  飯野奈津子（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） 

           森  隆夫（WEB）  森井 英一（WEB）    渡辺  毅（WEB） 

     監  事  相澤 孝夫（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． 

   １．第 21回理事会（2月 18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 

    (1) 機構専門医認定・更新二次審査について（内科・麻酔科・形成外科・精神科） 

    (2) 更新基準の改訂について（耳鼻咽喉科） 

    (3) 指導期間証明書改訂案（総合診療） 

    (4) 放射線領域の専門医更新時期後倒しにつきまして 

    (5) サブスペ領域専門医認定・更新整備指針及び 専門医認定試験指針について 

   ２．サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (1)サブスペシャルティ領域の基本的問題に関する WGの設置について 

   ３．第 4回 2023年度専門医養成数に関する検討協議会 

  Ⅲ．報告事項 

   １．令和 3年度第 1回臨時社員総会報告 

   ２．各種委員会報告 

    (1) 総務・規約委員会 

    (2) データベース委員会 

    (3) 専門研修プログラム委員会 

    (4) 専門医認定・更新委員会 

    (5) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (6) 総合診療専門医検討委員会 

    (7) 地域医療・定員問題検討委員会 

  Ⅳ．その他 

 

 

 



20 
 

３．運営委員会 

 

第 9回運営委員会 

 日 時：2021 年 4月 9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  稲垣 暢也  渡辺  毅 

 TV会議：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  北村  聖  大川  淳   

     鈴木 秀和  羽鳥  裕  森  隆夫  森井 英一  木村 壯介   

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．第 8回運営委員会（3/12 開催）議事要旨案の確認 

   ２．データベース検討委員会 協議事項 

    (1) マイページへの登録方法について  

    (2) 今後の全体方針について（データの取扱い・サブスペの登録など）  

   ３．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（皮膚科・総合診療） 

    (2) 新規開院施設の連携施設追加について（放射線科） 

    (3) 専門研修プログラム専攻医登録関連スケジュール案変更について          

    (4)専門研修プログラムの取り下げに伴う新規申請について（総合診療） 

   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（形成外科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科） 

    (2) 専門医更新基準の改定について（内科）       

    (3) 「専門医の認定・更新」に関する補足説明について     

   ５．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) 全国知事会との打ち合わせについて 

    (2) 第 2回臨時理事会開催について（4月 22日開催予定） 

    (3) 厚生労働省令和 2年度医療施設運営費等補助金 交付決定について 

 

 

第 10回運営委員会 

 日 時：2021 年 5月 14 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   

 TV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 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他       

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．第 9回運営委員会（4/9開催）議事要旨案の確認  

   ２．総務・規約委員会 協議事項 

    (1) フレックスタイム制について            
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   ３．データベース検討委員会 協議事項 

    (1) 専門医データの取り扱いについて     

    (2) 応募採用データ（一部）の文科省への開示について   

   ４．専門研修プログラム委員会 協議事項 

    (1) 研修プログラムの辞退について     

    (2) 三重大学宛の送付文書案について     

   ５．その他        

  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  

    (1) 厚生労働省令和 2年度医療施設運営費等補助金交付額確定について 

 

 

第 11回運営委員会 

 日 時：2021 年 6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  渡辺  毅   

 TV会議：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  北村  聖  大川  淳 

     南学 正臣  羽鳥  裕  鈴木 秀和  稲垣 暢也  森井 英一   

     木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．第 10 回運営委員会（5/14開催）議事要旨案の確認 

   ２．総務・規約委員会 協議事項  

    (1) 個人情報保護方針案について 

    (2) 総合診療専門医、特任指導医、専攻医等の個人情報の利用について（案） 

    (3) 2020年度（令和 2年度）事業報告案について 

   ３．専門研修プログラム委員会 協議事項  

    (1) 整備基準変更について 

     ①プログラム整備基準（総合診療） 

     ②カリキュラム整備基準（総合診療）           

     ③カリキュラム整備基準（病理）          

    (2) 総合診療プログラム辞退申請について 

    (3) システム未登録者について 

    (4) 専門研修プログラムの施設等の年度管理について 

   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（整形外科） 

    (2) 専門医認定試験と認定について（内科、外科） 

    (3) 外科専門医の連動更新について 

    (4) 補足説明について       

   ５．基本領域連絡委員会 協議事項  

    (1) 委員変更について（整形外科） 

    (2) 認定・更新とプログラムの分離について      

   ６．総合診療専門医検討委員会 協議事項 

    (1) 内科学会との総合診療版 J -OSLERについての覚書の締結について  
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   ７．英文表記に関するワーキンググループ 

    (1) 専門研修プログラム在籍証明書フォーマットについて    

    (2) 基本領域英語表記について（救急科）     

   ８．その他 

    (1) 令和 3年度 定時社員総会 議事次第（案）について     

  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)職員担当表 

 

 

第 12回運営委員会  

 日 時：2021 年 7月 9日（金） 16時 00分～17時 15分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者：寺本 民生  北村  聖  渡辺  毅   

 TV会議：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  大川  淳  南学 正臣 

     羽鳥  裕 鈴木 秀和  稲垣 暢也  森  隆夫  森井 英一 

     木村 壯介  

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他       

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   １．第 11 回運営委員会（6/11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) プログラム辞退申請について（放射線科・総合診療）    

    (2) 総合診療からの要望について       

    (3) COVID-19に関する研修に関する措置について  

    (4) 専攻医の未登録について      

    (5) プログラム名称の文字数制限について     

   ３．共通講習委員会 協議事項  

    (1) 編集会議の議員追加について      

   ４．基本領域連絡委員会 協議事項  

    (1) 基本領域連絡委員会の認定・更新とプログラムの分離について 

   ５．広告表示などに関する検討委員会 協議事項 

    (1) 機構認定専門医の広告問題について     

   ６．その他        

  Ⅱ．報告事項 

   １．各種委員会報告および議題提案  

    (1) 専門研修プログラム委員会 

    (2) 専門医認定・更新委員会 

    (3) サブスペシャルティ領域検討委員会 

    (4) 総合診療専門医検討委員会 

    (5) 研究医養成に関するワーキンググループ 

   ２．その他  

 

 

第 13回運営委員会 

 日 時：2021 年 8月 20 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：渡辺  毅 

 TV会議：寺本 民生  今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  北村  聖 

     大川  淳  南学 正臣  羽鳥  裕  鈴木 秀和  稲垣 暢也 

     森井 英一  木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  １．第 12回運営委員会（7/9 開催）議事要旨案の確認    

  ２．財務委員会 

   (1) 基金申し込みについて   

  ３．データベース検討委員会 

   (1) マイページ入力状況報告 

   (2) 臨床研究医コースの専攻医採用情報提供報告    

  ４．専門研修プログラム委員会 

   (1) 2021 年度第 1回小児科・リハビリテーション科ダブルボード協議会報告  

  ５．専門医認定・更新委員会 

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

   (2) 専門医一次審査報告書（新規認定用／更新用改訂）（案）  

   (3) 妊娠・出産・留学等による受験期間の猶予について   

   (4) 研修修了から認定証発行までの流れ／マイページ入力を 100%にするための方策（案） 

   (5) サブスペシャルティ領域認定料について      

   (6) 非従事期間取得者における機構専門医の更新にかかる報告（麻酔科） 

  ６．共通講習委員会 

   (1) 共通講習カテゴリーの追加 

   (2) 共通講習申請の手引きの改定       

   (3) 編集会議議員の追加（医療経済担当）     

  ７．基本領域連絡委員会 

   (1)「研修検討(プログラム等)委員会」､「専門医検討(認定更新)委員会」委員長及び委員承認について 

  ８．サブスペシャルティ領域検討委員会 

   (1) サブ領域専門医制度に関する検討進捗状況報告    

  ９．総合診療専門医検討委員会 

   (1) 総合診療領域 GRSシステム業者選定について  

   (2) 第 5回総合診療専門医検討委員会報告     

  10．地域医療・定員問題検討委員会 

   (1) 第 1回 2023年度専門医養成数に関する検討協議会報告   

   (2) 第 2回 2023年度専門医養成数に関する検討協議会報告   

  11．専門研修に関するハラスメント対策委員会 

   (1) 2021 年度第 1回専門研修に関するハラスメント対策委員会報告  

  12．その他 

   (1) 厚生労働省専門医認定支援事業実施要項の一部改正報告   

   (2) 概報令和 3年（2021 年）度版の発行に関する進捗報告   

  13．理事会提案議題について 

 

 

第 14回運営委員会  

 日 時： 2021 年 9月 10 日（金） 16時 00分～17時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 
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 出席者：渡辺  毅   

 TV会議：寺本 民生  今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  北村  聖 

     大川  淳  南学 正臣  羽鳥  裕  鈴木 秀和  稲垣 暢也 

     森井 英一  木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  １．第 13 回運営委員会（8/20 開催）議事要旨案の確認 

  ２．データベース検討委員会 

   (1) 2021 年度第 3回（4期 第 8回）データベース検討委員会報告  

  ３．専門研修プログラム委員会 

   (1) カリキュラム整備基準変更について(総合診療)    

   (2) 連携施設宛プログラム認定証について     

   (3) 内科と総合診療のダブルボードについて    

   (4) 専門研修開始年度変更について(病理)      

   (5) 連携施設追加報告（泌尿器科：虎の門病院分院）    

   (6) 連携施設追加報告（総合診療・救急科）     

   (7) 2021 年度第 5回（4期第 13回）専門研修プログラム委員会報告   

  ４．専門医認定・更新委員会 

   (1) サブスペシャルティの補足説明 WGの設置につきまして  

   (2) 専門医認定料の代理徴収手数料報告   

  ５．サブスペシャルティ領域検討委員会 

   (1) 2021 年度第 6回（通算第 15回）サブスペシャルティ領域検討委員会報告  

  ６．総合診療専門医検討委員会 

   (1) 総合診療領域 GRSシステム業者選定について      

   (2) 第 6回総合診療専門医検討委員会報告          

  ７．専門医養成数に関する検討協議会 

   (1) 第 3回 2023年度専門医養成数に関する検討協議会報告                    

  ８．専門研修に関するハラスメント対策委員会 

   (1) 専門研修におけるハラスメントの状況報告および専攻医相談窓口設置について 

  ９．その他 

  10．理事会提案議題について 

 

 

第 15回運営委員会  

 日 時： 2021 年 10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：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖 

     北村  聖  大川  淳  鈴木 秀和  羽鳥  裕  森  隆夫 

     森井 英一  木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他     

 議事次第： 

  １．第 14回運営委員会（9/10開催）議事要旨案の確認   

  ２．総務・規約委員会 

   (1) 個人情報保護方針の修正（改訂）    

   (2) 職員就業規則の一部改訂     
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   (3) フレックスタイム制に関する協定書の一部改訂   

   (4) 第 4回総務・規約委員会報告    

  ３．広報委員会 

   (1) 2021 年度記者懇談会開催について 

  ４．データベース検討委員会 

   (1) 機構認定専門医のデータベース化について    

   (2) 2021 年度第 4回（4期 第 9回）データベース検討委員会報告    

  ５．専門研修プログラム委員会 

   (1) リハビリテーション科のダブルボードについて(小児科、外科)    

   (2) 研修プログラム審査について      

   (3) 2022 年 4月開始専攻医募集スケジュールについて    

   (4) サブスペシャルティ整備基準の審査について                

   (5) プログラム取り下げについて(総合診療・精神科・産婦人科)          

   (6) 連携施設追加について(総合診療)                            

   (7) COVID-19感染症拡大の影響による専攻医に向けた対応について 

    ①内科学会からの要望書                           

    ②機構からの周知について                        

   (8) 臨床研究医コース応募者について                   

   (9) 2021 年度 第 6回（4期 第 14回）専門研修プログラム委員会報告 

  ６．専門医認定・更新委員会 

   (1) 今年度の専門医認定の手続き、システム登録について                     

   (2) 専門医認定・更新審査（放射線科・臨床検査・内科・病理、耳鼻咽喉科・脳神経外科） 

   (3) 特任指導医の専門医への移行措置 

   (4) 外科の連動更新について 

   (5) サブスペシャルティ領域専門医認定・更新基準検討ワーキンググループ構成員について  

   (6) 2021 年度専門医認定試験実施報告   

  ７．共通講習委員会 

   (1) 共通講習の内容（参考例）について                                   

   (2) 受講コード（登録番号）の変更、サブスペ領域番号について  

   (3) 2021 年度第 1回編集会議報告 

  ８．サブスペシャルティ領域検討委員会 

   (1) 2021 年度第 7回（通算第 16回）サブスペシャルティ領域検討委員会報告       

  ９．総合診療専門医検討委員会 

   (1) 総合診療領域からの要望書                         

   (2) 総合診療専門医検討委員会の新ホームページ TOPページデザイン 

   (3) 第 7回総合診療専門医検討委員会報告  

  10．広告表示などに関する検討委員会 

   (1) 専門医の広告表示に関する厚労省医政局からの施行通知について      

  11．その他 

   (1) 要望書                          

  12．理事会提案議題について 

 

 

第 16回運営委員会  

 日 時：2021 年 11 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  兼松 隆之  渡辺  毅   

 TV会議：今村  聡  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖    大川  淳  
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     鈴木 秀和  南学 正臣  森  隆夫  森井 英一  木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他   

 議事次第： 

  １．第 15回運営委員会（10/8開催）議事要旨案の確認  

  ２．医師専門研修部会について 

   (1) 厚生労働大臣から日本専門医機構への意見及び要請に対する回答  

  ３．財務委員会 

   (1) 事務所移転（引っ越し）について      

  ４．データベース検討委員会 

   (1) 2021 年度第 5回（第 4期第 10回）データベース検討委員会報告  

  ５．専門研修プログラム委員会 

   (1) 2022 年度開始専門研修プログラム審査について   

  ６．専門医認定・更新委員会 

   (1) 機構専門医認定二次審査について（内科、リハビリテーション科、救急科、放射線科） 

   (2) 日本専門医機構認定放射線科専門医更新時期の変更に関する要望書について 

  ７．サブスペシャルティ領域検討委員会 

   (1) 2021 年度第 8回（通算第 17回）サブスペシャルティ領域検討委員会報告 

  ８．総合診療専門医検討委員会 

   (1) 第 8回総合診療専門医検討委員会開催報告 

  ９．英文表記に関するワーキンググループ 

   (1) 総合診療専門医検討委員会の英語表記（案） 

  10．専攻医（一次募集）登録状況について 

  11．その他 

  12．理事会提案議題について 

 

 

第 17回運営委員会  

 日 時： 2021 年 12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   

 TV会議：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖 

     大川  淳  鈴木 秀和  羽鳥  裕  南学 正臣  森  隆夫 

     森井 英一  木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他      

 議事次第： 

  １．第 16回運営委員会（11/12開催）議事要旨案の確認  

  ２．総務・規約委員会 

   (1) 事務所移転関連：各種業者選定について            

   (2) 理事及び監事候補者選考について 

    1) 理事及び監事候補者選考委員会委員 推薦依頼について     

    2) 理事及び監事候補者選考に係る今後のスケジュールについて 

   (3) 感染症蔓延時等の職員の勤務等に関する規程について   

   (4) 育児・介護休暇等に関する規程の一部改訂について   

   (5) 第 5回総務・規約委員会 開催報告     

  ３．データベース検討委員会 

  ４．広報委員会 



27 
 

   (1) 第 6回記者懇談会開催報告  

  ５．専門研修プログラム委員会 

   (1) 内科・総合診療のダブルボードについて    

   (2) 未登録者について       

   (3) サブスペシャルティ専門研修プログラム・カリキュラム申請書について 

   (4) 専門研修プログラムの再認定について     

   (5) 連携施設追加について       

   (6) プログラムの辞退について      

   (7) 2021 年度第 8回（4期第 16回）専門研修プログラム委員会報告 

  ６．専門医認定・更新委員会 

   (1) 機構専門医認定二次審査について（病理・救急科・内科）  

   (2) 放射線科領域の同時更新について     

   (3) 前倒し更新について（麻酔科）      

   (4) 認定日と認定期間について      

   (5)「専門医の認定・更新」に関する補足説明（改訂案）   

   (6) マイページ・新規認定の流れについて     

   (7) 2021 年度専門医認定試験実施報告     

  ７．共通講習委員会 

   (1) 共通講習の取り扱いと申請の手引きの改訂について       

  ８．サブスペシャルティ領域検討委員会 

   (1) 2021 年度第 9回（通算第 18回）サブスペシャルティ領域検討委員会報告   

  ９．総合診療専門医検討委員会 

   (1) 第 9回総合診療専門医検討委員会開催報告    

  10．専門研修に関するハラスメント対策委員会   

  11．その他 

  12．理事会提案議題について 

 

 

第 18回運営委員会 

 日 時：2022 年 1月 14 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：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖 

     大川  淳  鈴木 秀和  南学 正臣  羽鳥  裕  森  隆夫 

     森井 英一  木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  １．第 17回運営委員会（12/10開催）議事要旨案の確認 

  ２．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（精神科・総合診療） 

   (2) プログラムの辞退について 

   (3) 2021 年度第 9回（4期第 17回）専門研修プログラム委員会報告 

  ３．認定・更新委員会 

   (1) 専門医認定二次審査について（新規認定・暫定 PG、更新） 

   (2) 総合診療講習会認定および単位証発行・交付の流れについて 

   (3) 更新様式の改訂（病理）について  

  ４．サブスペシャルティ領域検討委員会 
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   (1) 2021 年度第 10 回（通算第 19回）サブスペシャルティ領域検討委員会報告 

  ５．総合診療専門医検討委員会 

   (1) 部会長・委員の変更追加について   

   (2) 日本老年医学会からの連絡について   

   (3) 部会名の変更について   

   (4) 総合診療 新ホームページについて   

   (5) 総合診療ハラスメント細則の規程について 

   (6) 第 10 回総合診療検討委員会開催報告    

  ６．専門医検討委員会（認定・更新） 

   (1) 専門医検討委員会（認定・更新）委員の変更について 

   (2) 第１回認定・更新委員会、専門医検討委員会（認定・更新）合同会議開催報告 

  ７．広告表示などに関する検討委員会 

   (1) 広告可能な基本領域の機構専門医名称について 

   (2) 第 2回広告表示などに関する検討委員会開催について 

  ８．専攻医（二次募集）登録状況について 

  ９．その他 

  10．理事会提案議題について 

 

 

第 19回運営委員会 

 日 時：2022 年 2月 10 日（木） 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：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  北村  聖  大川  淳 

     鈴木 秀和 南学 正臣    羽鳥  裕  森  隆夫  森井 英一 

     木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  １．第 18回運営委員会（1/14開催）議事要旨案の確認 

  ２．理事及び監事候補者選考委員会 委員の選任について 

  ３．事務所移転日について 

  ４．地域医療・定員問題検討委員会 

   (1) 第 2回地域医療・定員問題検討委員会報告 

   (2) 2021 年度第 3回 2023 年度専門医養成数に関する検討委員会全体会議報告 

   (3) 機構と基本領域学会との意見交換に関する要望書への回答について 

  ５．総務・規約委員会 

   (1) 令和 4年度（2022年度）事業計画（案）について 

   (2) 職員就業規則の改訂について 

   (3) フレックスタイム制に関する協定書の改訂について 

   (4) 育児・介護休業等に関する規程の改訂について  

   (5) 職員給与規程の改訂について 

   (6) 職員再雇用規則（案）について 

   (7) 電子署名サービスの選定について 

   (8) 印章管理及び使用に関する規程（案）について 

   (9) 個人情報保護方針改定の報告 

   (10) プライバシーマーク取得の進捗報告 

   (11) 商標登録について（総合診療専門医検討委員会より） 
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   (12) 2021年度第 6回総務・規約委員会開催報告 

  ６．財務委員会 

   (1) 令和 4年度（2022年度）予算案について 

   (2) 職員の手当について 

   (3) 2021 年度第 3回財務委員会開催報告 

   (4) 令和 3年度（2021年度）収支状況について 

  ７．専門研修プログラム委員会 

   (1) 2021 年度第 10 回 専門研修プログラム委員会開催について 

  ８．専門医認定・更新委員会 

   (1) 機構専門医認定・更新二次審査について（内科・整形外科・臨床検査・ 

     リハビリテーション・小児科） 

   (2) 更新基準の改訂について（産婦人科） 

   (3)「専門医認定試験指針」の改訂について  

   (4) 機構専門医の更新猶予の整理 

   (5) マイページ登録状況 

  ９．共通講習委員会 

   (1) 共通講習における医療経済の内容変更について 

  10．サブスペシャルティ領域検討委員会 

   (1) 2/10機構の認定及び承認について説明・意見交換会報告 

   (2) 2021 年度第 11 回（通算第 20回）サブスペシャルティ領域検討委員会報告 

  11．総合診療専門医検討委員会 

   (1) 研修医・専攻医支援部会 専攻医会（仮）設立について 

   (2) 第 11 回総合診療専門医検討委員会開催報告 

  12．検証検討委員会 

   (1) 2021 年度第 2回検証検討委員会報告 

  13．外部評価委員会 

   (1) 2021 年度第 1回外部評価委員会 開催報告 

  14．専攻医登録採用結果について 

  15．その他 

  16．理事会提案議題について 

 

 

第 20回運営委員会 

 日 時：2022 年 3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  渡辺  毅 

 TV会議：今村  聡  兼松 隆之  浅井 文和  稲垣 暢也  北村  聖 

     大川  淳 鈴木 秀和  南学 正臣    羽鳥  裕  森  隆夫 

     森井 英一 木村 壯介 

 監 事：松原 謙二 

 事務局：堀部 眞人 他  

 議事次第： 

  １．第 19回運営委員会（2/10開催）議事要旨案の確認 

  ２．地域医療・定員問題検討委員会 

   (1) 第 3回地域医療・定員問題検討委員会開催報告 

  ３．総務・規約委員会 

   (1) 個人情報保護方針の一部改訂について 

  ４．専門研修プログラム委員会 
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   (1) サブスペシャルティ領域整備基準の再審査結果について 

  ５．研修検討委員会 

   (1) 第 2 回「専門研修プログラム委員会」「研修検討委員会(プログラム等)」合同会議開催報告 

  ６．専門医認定・更新委員会 

   (1) 機構専門医認定・更新二次審査について（内科・形成外科・麻酔科・精神科） 

   (2) 更新基準の改訂について（耳鼻咽喉科） 

   (3) 放射線領域の専門医更新時期後倒しにつきまして 

   (4) サブスペ領域専門医認定・更新整備指針及び専門医認定試験指針について 

   (5) 総診の指導期間証明書改訂案 

   (6) マイページ登録状況  

   (7) 産婦人科学会からの要望書 

  ７．共通講習委員会 

   (1) 日本精神科病院協会からの要望書 

  ８．サブスペシャルティ領域検討委員会 

   (1) サブスペ領域整備基準審査結果通知に対する質問状への回答（内科学会／腫瘍内科領域）  

   (2) 2021 年度第 12 回（通算第 21回）サブスペシャルティ領域検討委員会報告 

  ９．総合診療専門医検討委員会 

   (1) 第 2回総合診療専門医認定試験に関する公開情報および試験問題作成/面接官依頼について  

   (2) 第 12 回総合診療専門医検討委員会開催報告 

  10．COI委員会 

   (1) 2021 年 COI申告について 

  11．その他 

   (1) 令和 3年度第 1回臨時社員総会報告 

  12．理事会提案議題について 

 

 

４．総務・規約委員会（委員長：兼松隆之） 

 

 １）個人情報保護方針について 

①平成 31年 3月に制定公開されていた日本専門医機構の個人情報保護方針の内容で、具体

的な開示内容などの記載が明確でなかったため、一部改訂を行った。 

②個人情報の適切な取り扱いをおこなうために、プライバシーマーク（P－マーク）の新規

申請手続きを行った。なお、審査は次年度以降となる予定。  

 ２）事務所移転について 

①事務所移転の必要性を検討し、移転に関わる諸費用の妥当性については財務委員会に検

討を依頼した。 

②移転に関する委託業者（内装、引越し、電気工事等）の選定を適切に行った。 

 ３）事業計画及び事業報告案を作成した。 

 ４）職員関連諸規定の整備および法改正等に基づく見直しをした。 

 ５）社員資格の基準については継続審議中。 

 

 

第 1回総務・規約委員会 

 日 時：2021 年 4月 19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 
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 出席者：委員長 兼松 隆之  

     委 員 今村  聡  大磯義一郎  森  隆夫  森井 英一 

 欠 席：委 員 寺本 民生 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  1. 個人情報保護方針について 

  2. フレックスタイム制導入（案）について        

  3. その他 

 

 

第 2回総務・規約委員会 

 日 時：2021 年 5月 14日（金） 13時 30分～14時 30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 寺本 民生  大磯義一郎   

 欠 席：委 員 今村  聡  森  隆夫  森井 英一 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  1. 総合診療 個人情報保護方針（案）について 

  2. その他 

 

 

第 3回総務・規約委員会 

 日 時：2021 年 6月 2日（水） 17時 00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   

 欠 席：委 員 森  隆夫 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  1. 個人情報保護方針（案）について    

  2. 令和 2年度事業報告（案）について 

   ～総務・規約委員会事業報告（案）も含む～ 

  3. その他 

 

 

第 4回総務・規約委員会 

 日 時：2021 年 10 月 6日（水） 14時 00分～15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 大磯義一郎  寺本 民生  森  隆夫  森井 英一   

 欠 席：委 員 今村  聡 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  1. 個人情報保護方針の修正（改訂）  

  2. 職員就業規則の一部改訂      

  3. フレックスタイム制に関する協定書の一部改訂   

  4. 今後の検討課題（感染症蔓延時等の職員の勤務等に関する規程） 
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第 5回総務・規約委員会 

 日 時：2021 年 12 月 3日（金） 15時 00分～16時 30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 寺本 民生  今村  聡  森  隆夫  森井 英一   

 欠 席：委 員 大磯義一郎 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  1. 事務所移転関連：各種業者選定について 

  2. 理事候補者選考について 

   （1）理事及び監事候補者選考委員会委員 推薦依頼について 

   （2）理事候補者選考に係る今後のスケジュールについて 

  3. 感染症蔓延時等の職員の勤務等に関する規程について  

  4. 育児・介護休暇等に関する規程の一部改訂について 

 

 

第 6回総務・規約委員会 

 日 時：2022 年 2月 2日（水） 13時 30分～15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 寺本 民生  今村  聡  森  隆夫  森井 英一  大磯義一郎 

 事務局：堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．協議事項 

   1. 令和 4年度（2022年度）事業計画（案）について   

   2. 職員就業規則の改訂について     

   3. フレックスタイム制に関する協定書の改訂について   

   4. 育児・介護休業等に関する規程の改訂について   

   5. 職員給与規程の改訂について     

   6. 職員再雇用規則（案）について（新設）    

   7. 印章管理及び使用に関する規程（案）について（新設）  

   8. その他 

  Ⅱ．報告事項 

   1.個人情報保護方針改定の報告 

   2.プライバシーマーク取得の進捗報告 

   3.商標登録について（総合診療専門医検討委員会より） 

   4.その他 

 

 

５．財務委員会（委員長：今村聡） 

 

今年度は委員会を 3回開催した。 

委員会では、令和 2年度（2020 年度）決算報告書の作成を行い、理事会に諮り承認を得た

後、社員総会で承認された。 

また、令和 4年度（2022 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、社員総会に報告した。 

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。今年度は事務所
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移転（令和 4年（2022年）3月実施）があったため、これに伴う諸費用の妥当性および財政への

影響等について検討した。 

 

 

2021年度第 1回財務委員会 

 日 時：2021 年 6月 22 日（火） 10時 8分～11時 18分 

 場 所：日本専門医機構会議室（メール審議） 

 出席者：委 員 長 今村  聡（WEB） 

     委   員 神野 正博（WEB）  寺本  明（WEB） 

 委任状による出席者 門脇  孝      北川 雄光      緑川 正博 

     理 事 長 寺本 民生（WEB） 

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

     事 務 局 堀部 眞人 他 （敬称略） 

 議事次第： 

  ＜協議事項＞ 

   Ⅰ．2020 年度（令和 2年度）決算報告について 

   Ⅱ．その他 

 

 

2021年度第 2回財務委員会 

 日 時：2021 年 11 月 5日（金） 15時 30分～16時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（WEB会議） 

 出席者：委 員 長 今村  聡（WEB） 

     委   員 神野 正博（WEB）  北川 雄光（WEB）  寺本  明（WEB） 

 委任状による出席者 門脇  孝      緑川 正博 

     理 事 長 寺本 民生（WEB） 

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

     事 務 局 堀部 眞人 他 （敬称略） 

 議事次第： 

  ＜協議事項＞ 

   Ⅰ．事務局移転（引っ越し）に関する財務検討について 

   Ⅱ．その他  

  ＜報告事項＞ 

   Ⅰ．第 2号基金ご入金報告 

   Ⅱ．その他 

 

 

2021年度第 3回財務委員会 

 日 時：2022 年 2月 4日（金） 13時 00分～14時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室（WEB会議） 

 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） 

 委任状による出席者 緑川 正博 

     理 事 長 寺本 民生（WEB） 

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

     事 務 局 堀部 眞人 他 （敬称略） 

 議事次第： 
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  ＜協議事項＞ 

   Ⅰ．令和 4年度（2022年度）予算案について 

   Ⅱ．令和 4年度（2022年度）財務委員会事業計画案について 

   Ⅲ．職員の手当について 

   Ⅳ．その他 

  ＜報告事項＞ 

   Ⅰ．令和 3年度（2021年度）収支状況について 

   Ⅱ．その他 

 

 

令和 2年度決算に係る会計監査 

 日 時：2021 年 6月 25 日（金） 11時 00分～11時 25分 

 場 所：日本専門医機構会議室（WEB） 

 出席者：監  事  相澤 孝夫（WEB） 

     事 務 局  事務局長  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．令和 2年度決算に係る会計監査 

  Ⅱ．その他 

 

 

令和 2年度決算に係る会計監査 

 日 時：2021 年 6月 28 日（月） 17時 00分～17時 15分 

 場 所：日本専門医機構会議室（WEB） 

 出席者：監  事  松原 謙二（WEB） 

     事 務 局  事務局長  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．令和 2年度決算に係る会計監査 

  Ⅱ．その他 

 

 

令和 2年度決算に係る会計監査 

 日 時：2021 年 6月 29 日（火） 10時 15分～10時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（WEB） 

 出席者：監  事  跡見  裕（WEB） 

     事 務 局  事務局長  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  Ⅰ．令和 2年度決算に係る会計監査 

  Ⅱ．その他 

 

 

６．広報委員会（委員長：浅井文和） 

 

機構公式 Web サイトの充実のため、一般向けに専門医制度をわかりやすく紹介するコンテンツ

の制作を企画し、令和 4 年度の公開に向けて準備を進めた。日常的に最新情報を速やかに掲載で

きるよう努めた。また、機構公式 Web サイトから独立する形で総合診療専門医検討委員会の公式

Web サイトを新設した。 

 メディア向け広報としては、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
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長が説明し、社会に対する透明性を保つように努めた。一般紙・テレビ局などの幅広い記者に機

構の使命と業務を説明することを目的とした記者懇談会を令和 3年 12月に開催し、サブスペシャ

ルティ領域専門医に関する基本的な考え方について、理事長、理事、専門家から説明して記者の

質問に答えた。 

 医学生向け広報としては、日本医師会発行の医学生向け情報誌「ドクタラーゼ」第 38号（令和

3年 7月）での専門医制度特集に協力し、「専門医には何が求められるのか」について理事長イン

タビューが掲載された。 

 

 

第 1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：委員長 浅井 文和  

     委 員 兼松 隆之  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 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（研究を本務とする事の意義と採用側の対応）  

   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 

 

 

第 2回広報委員会 

 日 時：2021 年 10 月 12 日（火） 14時 00分～14時 36分 

 場 所：日本専門医機構 会議室（zoomによる web会議） 

 出席者：委員長 浅井 文和  

     委 員 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 ドクタラーゼ「評価検討」 

   2 第 6回記者懇談会（12 月開催）のテーマ選定               

    ・サブスペシャルティ（他） 

  Ⅱ．報告事項 

   1 YouTube配信  

   2 総合診療専門医検討委員会の新 HPと広報活動について 

 

 

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概ね完成させ、2022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、基本領域における機構認定専門医のデータベース
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を 2022 年度から運用できるようにシステムを構築した。併せて、個人情報保護方針についても改

訂を行うとともに、情報開示一覧を作成した。さらに、サブスペシャルティ領域についても、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システムを構築中である。 

 

 

第 1回（4期第 6回）データベース検討委員会 

 日 時：2021 年 5月 7日（金） 13時 00分〜14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  南学 正臣  宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他  

 議事次第： 

  Ⅰ．第 7回データベース検討委員会（3月 30日開催）議事録確認 

  Ⅱ．専門医データの取り扱いについて 

   １．都道府県へのデータ開示 

   ２．厚生労働省へのデータ開示 

  Ⅲ．個人情報保護方針案の確認 

  Ⅳ．その他 

   １．理事会承認事項につきまして 

   ２．応募採用データ（一部）の文科省への開示について 

 

 

第 2回（4期第 7回）データベース検討委員会 

 日 時：2021 年 5月 27 日（木） 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  宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 1回データベース検討委員会（5月 7日開催）議事録確認 

  Ⅱ．個人情報保護方針案の確認 

  Ⅲ．その他 

   １．理事会承認事項につきまして 

 

 

第 3回（4期第 8回）データベース検討委員会 

 日 時：2021 年 7月 20 日（火） 14時 00分～15時 10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 

 議事次第： 

  Ⅰ．マイページ入力の進捗状況について 
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  Ⅱ．研修修了から機構認定専門医認定証発行までの流れ 

  Ⅲ．その他 

 

 

第 4回（4期第 9回）データベース検討委員会 

 日 時：2021 年 9月 8日（水） 17時 00分～18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  富山 憲幸 

          宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 議事次第： 

  Ⅰ.第 3回データベース検討委員会（7月 20日開催）議事録確認 

  Ⅱ.機構専門医のデータベース化について 

  Ⅲ.機構専門医のマイページ利用における同意について 

  Ⅳ.その他 

 

 

第 5回（4期第 10回）データベース検討委員会 

 日 時：2021 年 10 月 5日（火） 14時 00分～15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  富山 憲幸 

          南学 正臣  宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 議事次第： 

  Ⅰ.第 4回データベース検討委員会（9月 8日開催）議事録確認 

  Ⅱ.機構認定専門医のデータベース化について 

  Ⅲ.マイページ利用における同意について 

  Ⅳ.その他 

 

 

第 6回（4期第 11回）データベース検討委員会 

 日 時：2021 年 12 月 14 日（火） 14時 00分～15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 

     委 員  大磯義一郎 

 Web出席者：委員長  稲垣 暢也 

     委 員  森井 英一  木村 壯介  黒田 知宏  富山 憲幸 

          南学 正臣  宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 議事次第： 

  Ⅰ.個人情報保護方針の確認 

  Ⅱ.機構認定専門医のデータベースについて 

  Ⅲ.サブスペシャルティ領域専門医のプログラム・カリキュラム申請について 

  Ⅳ.その他 
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第 7回（4期第 12回）データベース検討委員会 

 日 時：2022 年 3月 15 日（火） 17時 00分～18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  富山 憲幸 

          宮崎 俊一 

     事務局  堀部 眞人他 

 議事次第： 

  Ⅰ.第 7回データベース検討委員会（12月 14日開催）議事録確認 

  Ⅱ.機構認定専門医システム動作確認テスト 

  Ⅲ.その他 

 

 

８．検証検討委員会（委員長：森隆夫） 

 

2021年度の検証検討委員会は、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、2021年 4月およ

び 2022 年 1月と二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

なものを該当する委員会へ提示した。 

 

 

第 1回（第 4期 2回）検証検討委員会 

 日 時：2021 年 4月 23 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） 

 出席者：委員長 森  隆夫 

     委 員 今村  聡、兼松 隆之、湯澤由紀夫 

     理事長 寺本 民生 

     事務局 堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．理事長あいさつ 

  ２．前回議事録の確認 

  ３．今期の目的・目標等について 

  ４．前回までの継続事項について 

   (1)医道審議会医師分科会専門研修部会への対応について 

   (2)地域医療への影響について（シーリングの問題点） 

   (3)サブスペシャルティ領域について 

   (4)財務問題について（現状の理解と今後） 

   (5)マッチングについて 

   (6)今後のｼ-ﾑﾚｽな卒後医師教育について 

  ５．新規の議案について 

  ６．次回の委員会予定 

  ７．その他 

 

 

第 2回（第 4期 3回）検証検討委員会 

 日 時：2022 年 1月 25 日（火） 17時 30分～19時 00分 
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 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、湯澤由紀夫 

     理事長 寺本 民生 

     事務局 堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．理事長あいさつ 

  ２．前回議事録の確認 

  ３．今期の目的・目標等について 

  ４．2022 年度検証検討委員会の目的・目標の確認 

  ５．検討事項 

   (1)医道審議会医師分科会専門研修部会への対応について（継続課題） 

   (2)地域医療への影響について（シーリングの問題点とマッチングの議論経過）（継続課題） 

   (3)サブスペシャルティ領域のこれまでの経過と今後について（継続課題） 

    （参考）サブスペシャルティ領域の簡単な経過ムービーの紹介 

   (4)財務問題について現状の理解と今後（継続課題） 

   (5)総合診療について（機構の専門医の在り方）（再掲） 

   (6)プログラムの実施状況について：地域貢献、連携プログラム、サイトビジット等（新規） 

  ６．委員から提案の議事提案事項 

 

 

９．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：2021 年 6月 25 日（金） 13時 00分～13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. 2020年 COI 申告書の確認 

  ２. その他 

 

 

１０．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） 

 

 ２回の委員会開催で、以下の内容が検討された。 

⑴ ハラスメント検討対象事例数（2021 年 4月〜2022年 3月） 

① プログラム委員会へプロフラム辞退（移動･転科）を希望した件数；  約 540件 

 ･この中で本人申告により、ハラスメント有り／どちらとも言えない；約 110件 
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② 「専攻医相談窓口」を介した申告；63件 

・専門研修プログラム関連、認定･更新関連問い合わせ； 54件 

・ハラスメント対策委員会対応；       9件 

⑵ 機構からの現在の対応 

① 個別電話対応； 

・ハラスメント又はその疑いがある事例に対し、事務局から電話にて対応、個人情報を守

秘した上で、話を傾聴。当該医療機関のハラスメント委員会へまず相談することを助言。

情報（個人名、指導医、医療機関）を機構として蓄積。概ね 1 回のやり取りで終了が多

いが、約半数は専攻医自身の問題（精神身体的問題、派遣先が嫌だ、家庭の事情、等） 

② 対応必要な事例は、プログラム委員会と相談し、基本的に専攻医の希望に沿った移動、

転科へ繋げている。 

⑶  専門医機構として、専門研修に関するハラスメントへの、基本的対応のあり方を検討 

① ｢ハラスメントに係わる、機構･学会･研修医療機関(基幹病院･研修実施病院)･専攻医の立

ち位置と対応｣としてまとめた。 

・機構の立場から、4つの段階；ⅰ) 電話にて事情を聴取､傾聴する、ⅱ) ハラスメントの

実情を広く学会･医療機関へ報告する（個別事例についての報告ではなく､集積した情報

から、類似事例の共通点、類似点をまとめ報告）、ⅲ) 当該学会へ、対応を助言･依頼、

ⅳ) 機構からの介入指導(同一医療機関、同一指導医等に対する複数回の訴えのある場

合)、サイトビジットとしてプログラムの評価の観点から介入する。［理事会へ審議提案

中］ 

② 委員会として、「専門研修に関するハラスメント対策委員会運営規則」を策定、審議提案

中。ハラスメント対策委員会の役割、対応を規定したもの。 

 

 

第１回専門研修に関するハラスメント対策委員会 

 日 時：2021 年 7月 30 日（金） 15時 00分～16時 30分 

 場 所：WEB会議 

 出席者：委員長  木村 壯介(WEB)  

     委 員  飯野奈津子(WEB)  神野 正博(WEB)  北村  聖(WEB) 

          多田 弥生(WEB)  

 オブザーバー：理事長  寺本 民生(WEB)  

     事務局  堀部 眞人  

 議事次第：  

  １．理事長挨拶  

  ２．委員長挨拶  

  ３．飯野委員紹介・挨拶  

  ４．ハラスメントの対応について  

  ５．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：2021 年 12 月 8日（水） 17時 30分～19時 00分 
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 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  飯野奈津子     神野 正博(WEB)  北村  聖(WEB) 

          多田 弥生(WEB)   

 オブザーバー：理事長  寺本 民生(WEB)   

     事務局  堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．ご挨拶 

  ２．ハラスメント内容確認、専攻医相談窓口の回答について 

  ３．今後の対応手順、方向性について 

  ４．ハラスメントおよび差別に関する細則の規定について(総合診療領域より報告事項） 

  ５．その他 

 

 

１１．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．既認定となるサブスペシャルティ 24領域のうち、整備基準の提出があった 23領域を審査 

し、そのうち 15 領域の整備基準を承認した。 

Ⅵ．今後のスケジュールを決定した 

 

 

第１回（4期第 9回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 4月 23日（金） 16時 30分～18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 
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          平形 道人 

 議事次第： 

  １．プログラムの辞退について(精神科) 

  ２．カリキュラム制における研修施設について(整形外科) 

  ３．初期臨床研修が 2年間で終わらなかった場合の対応について 

   ①不注意 

   ②怠慢 

   ③うつ病 

   ④妊娠 

   ⑤出産 

  ４．三重大学麻酔科のプログラムについて 

  ５．COVID-19に関する研修に関する措置について 

  ６．問い合わせについて 

  ７．その他 

 

 

第 2回（4期第 10回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 5月 25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：副委員長  森井 英一  

     委 員  伊藤 彰一  大川  淳  高橋 孝雄  武田 裕子   

          蓮沼 直子  平形 道人 

 議事次第： 

  １．整備基準変更につきまして 

   ①プログラム整備基準(総合診療) 

   ②カリキュラム整備基準(総合診療) 

   ③カリキュラム整備基準(病理) 

  ２．総合診療プログラム辞退申請について 

  ３．不同意離脱者への対応について 

  ４．麻酔科専門研修プログラム変更申請について(要望) 

  ５．三重大学麻酔科プログラムの今後の対応について 

  ６．リハビリテーション科のダブルボードについて 

  ７．サブスペシャルティの整備基準及びカリキュラムの評価について 

  ８．システム未登録者について 

  ９．専門研修プログラムの施設等の年度管理について 

  10．問い合わせについて 

  11．その他 

 

 

第 3回（4期第 11回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 6月 29日（火） 14時 30分～16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：副委員長  森井 英一 

     委 員  伊藤 彰一  大川  淳  高橋 孝雄  武田 裕子   
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          南学 正臣  蓮沼 直子  平形 道人 

     オ ブ ザ ー バ ー  池田 徳彦  宮崎 俊一  松原 謙二 

 議事次第： 

  １．整備基準変更について 

   ①プログラム整備基準(産婦人科)  

   ②プログラム整備基準(総合診療)  

  ２．プログラム辞退申請について 

  ３．総合診療からの要望について 

  ４．COVID-19に関する研修に関する措置について(病理)  

  ５．産業医科大学からの要望について 

  ６．専攻医の未登録について 

  ７．サブスペシャルティの整備基準及びカリキュラムの評価について 

  ８．プログラム名称の文字数制限について 

  ９．問い合わせについて 

  10．その他 

 

 

第 4回（4期第 12回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 7月 13 日（火） 14時 30分～16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：副 委 員 長  森井 英一 

     委 員  池田 徳彦  伊藤 彰一  大川  淳  高橋 孝雄 

          武田 裕子  南学 正臣  平形 道人  宮崎 俊一 

     オ ブ ザ ー バ ー  竹村  洋典  生坂 政臣  大平 善之  松原 謙二 

 議事次第： 

  １．整備基準変更について  

   ①プログラム整備基準(総合診療) 

   ②プログラム整備基準(産婦人科) 

   ③カリキュラム整備基準（小児科） 

  ２．専門医認定の流れについて 

  ３．サブスペシャルティの整備基準及びカリキュラムの評価について 

  ４．リハビリテーション科のダブルボードについて 

  ５．問い合わせ 

  ６．その他 

 

 

第 5回（4期第 13回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 8月 31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：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  池田 徳彦  伊藤 彰一  大川  淳  高橋 孝雄 

          武田 裕子  蓮沼 直子  平形 道人  宮崎 俊一 

     オ ブ ザ ー バ ー  生坂 政臣 

 議事次第： 
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  １．カリキュラム整備基準変更について(総合診療) 

  ２．連携施設宛プログラム認定証について 

  ３．新規開院施設について(泌尿器科) 

  ４．内科と総合診療のダブルボードについて 

  ５．連携施設追加要望について 

  ６．サブスペシャルティ整備基準の審査について 

  ７．臨床研究医コースについて 

  ８．専門研修開始年度変更について 

  ９．COVID-19感染症拡大の影響による専攻医に向けた対応について 

  10．その他 

 

 

第 6回（4期第 14回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 9月 28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：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  池田 徳彦  伊藤 彰一  大川  淳  高橋 孝雄 

          南学 正臣  蓮沼 直子  平形 道人  宮崎 俊一 

 議事次第： 

  １．プログラム取り下げについて 

  ２．連携施設追加について 

  ３．COVID-19感染症拡大の影響による専攻医に向けた対応について 

   ①内科学会からの要望書 

   ②機構からの周知について 

  ４．リハビリテーション科のダブルボードについて 

   ①小児科、外科とのダブルボード 

   ②内科とのダブルボードについて(課題) 

  ５．未登録者について(病理) 

  ６．臨床研究医コースについて 

  ７．研修プログラム審査について 

   ①スケジュール 

   ②審査手引き 

   ③担当者 

  ８．サブスペシャルティ整備基準の審査について 

  ９．カリキュラム制の周知について 

  10．その他 

 

 

第 7回（4期第 15回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 10 月 5日（火） 16時 30分～18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  池田 徳彦  高橋 孝雄  武田 裕子 

          南学 正臣  蓮沼 直子  平形 道人  宮崎 俊一 

     委 員  伊藤 彰一  大川  淳  
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 議事次第： 

  １．プログラム取り下げについて(産婦人科) 

  ２．2022年 4月開始専攻医募集スケジュールについて 

  ３．サブスペシャルティ整備基準の審査について 

  ４．その他  

 

 

第 8回（4期第 16回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 11 月 29日（月） 17時 30分～19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  北村  聖 

 Web出席：理事長  寺本 民生 

     副 委 員 長  森井 英一 

     委 員  池田 徳彦  伊藤 彰一  大川  淳  武田 裕子 

          南学 正臣  蓮沼 直子  平形 道人  宮崎 俊一 

     オ ブ ザ ー バ ー  厚生労働省 

 議事次第： 

  １．内科・総合診療のダブルボードについて 

  ２．専門研修プログラムの再認定について 

  ３．プログラムの辞退について 

  ４．基幹施設での研修について 

  ５．連携施設追加について 

  ６．カリキュラム制について 

   ①カリキュラム制への変更 

   ②整形外科からの要望書 

  ７．未登録者について 

  ８．問い合わせについて 

  ９．サブスペシャルティ専門研修プログラム・カリキュラム申請書について 

  10．働き方改革対応について 

  11．その他 

 

 

第 9回（4期第 17回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2021 年 12 月 20日（月） 17時 30分～19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  池田 徳彦  伊藤 彰一  武田 裕子  蓮沼 直子 

          宮崎 俊一 

 議事次第： 

  １．専門研修プログラム整備基準変更について 

   ①精神科 

   ②総合診療 

  ２．プログラムの辞退について 

  ３．採用取り消しの規程について 

  ４．2023年度プログラムの更新について 

   ①プログラムの申請項目について 
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   ②申請方法について 

   ③認定番号について 

   ④連携施設の年度管理について 

   ⑤統括責任者の変更について 

  ５．基幹施設での研修について 

  ６．未登録者について 

  ７．三重県の麻酔科からの要望について 

  ８．その他 

 

 

第 10回（4期第 18回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2022 年 2月 14 日（月） 17時 30分～19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  池田 徳彦  高橋 孝雄  武田 裕子  蓮沼 直子 

          平形 道人  南学 正臣  宮崎 俊一 

 議事次第： 

  １．専門研修プログラム整備基準変更について(総合診療) 

   ①プログラム制 

   ②カリキュラム制 

  ２．プログラムの辞退について 

  ３．採用取り消しの規程について 

  ４．連携施設追加について 

  ５．学会からの質問について 

  ６．内科のマイページ入力について 

  ７．三重大学麻酔科プログラムについて 

   ①プログラム再開について 

   ②サイトビジットについて 

  ８．サブスペシャルティ整備基準の再申請について 

  ９．サブスペシャルティマイページ登録について 

  10．その他 

   ①未登録者に対する顛末書 

 

 

第 11回（4期第 19回）専門研修プログラム委員会 

 日 時：2022 年 3月 30日（水） 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：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  池田 徳彦  大川  淳  高橋 孝雄  武田 裕子 

          平形 道人  南学 正臣  宮崎 俊一 

 議事次第： 

  １．専門研修プログラム整備基準変更について 

   産婦人科  

    ①プログラム制  
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    ②カリキュラム制  

   形成外科  

    ③プログラム制  

   総合診療  

    ④プログラム  

    ⑤カリキュラム制  

   小児科  

    ⑥プログラム  

  ２．総合診療ダブルボードカリキュラム制整備基準変更について 

  ３．プログラムの辞退について  

  ４．ダブルボード取得希望者のシステム未応募者への対応について 

  ５．採用取り消しの規程について   

  ６．サブスペシャルティについて   

   ①通常研修領域における同時並行研修の可否について   

   ②専門医取得上限の補完研修方式における特例について 

   ③整備基準修正について  

  ７．サイトビジットについて  

  ８．その他  

 

 

１２．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設置し

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 2021年度は 19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：2021 年 5月 8日（土） 18時 00分～20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 

 議事次第： 

  １．協議事項  

   ①研究医養成コース 2022 年度専攻医募集について 

    ⑴2021 年度の採用状況 

    ⑵2022 年度の募集について 

    ⑶研究フェースにおける社会保険などの身分保証について 

   ②その他 

  ２．報告事項 
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１３．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 

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：2021 年 7月 9日（金） 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 

     委 員  佐藤 豊実  武田 祐子  村岡  亮  和光  純 

     オブザーバー  中村 慶太 

 議事次第： 

  １．2020年度第 1回専攻医募集方法に関する検討 WG振り返り 

  ２．専攻医募集方法について（問題点の抽出） 

  ３．その他 

 

 

第 2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：2022 年 3月 11 日（金） 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 

     委 員  佐藤 豊実  武田 祐子  村岡  亮  和光  純 

     オブザーバー  中村 慶太 

 議事次第： 

  １．2021年度 第 1回専攻医募集方法に関する検討 WG振り返り 

  ２．専攻医マッチングシュミレーション 

  ３．専攻医マッチングの導入にあたっての海外の実態調査の要望 

  ４．その他 

 

 

１４．研修検討委員会（プログラム等）（委員長：南学正臣） 

 

研修検討委員会(プログラム等)は専門研修プログラム委員会、基本領域学会からの推薦委員に

よる構成員により設置された。専門研修プログラム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。 
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【基本領域連絡委員会】 

第 1回基本領域連絡委員会（プログラム、認定・更新等） 

 日 時：2021 年 6月 10日（木） 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： 

  基本領域連絡委員会 

        委員長  南学 正臣 

  専門医認定・更新委員会 

        委員長  大川  純 

        委 員  朝戸 裕貴  池田 徳彦  鈴木 秀和  西川 正憲 

  専門研修プログラム委員会 

        委員長  北村  聖 

        委 員  伊藤 彰一  高橋 孝雄  蓮沼 直子 

  基本領域連絡委員会 

        委 員  内科領域    横山 彰仁 

             小児科領域   和田 和子（岡   明 委員 代理） 

             皮膚科領域   石河  晃（佐山 浩二 代理 途中交代） 

             精神科領域   川嵜 弘詔（神庭 重信 委員 代理） 

             外科領域    小寺 泰弘  

             整形外科領域  山本 謙吾（中島 康晴 委員 代理） 

             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 

             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  木股 敬裕 

             リハビリテーション科領域  芳賀 信彦 

             総合診療領域  羽鳥  裕 

 会場参加  理事長  寺本 民生 

       事務局長 堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．南学委員長挨拶 

  ２．寺本理事長挨拶 

   ①基本領域連絡委員会について 

  ３．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 

    （リハビリテーション科・脳神経外科・麻酔科・形成外科・耳鼻咽喉科・整形外科） 

   ②専門医更新基準様式の改訂について（産婦人科、内科） 

   ③「専門医の認定・更新」に関する補足説明 

    ⑴更新忘れのリマインドについて 

   ④サブスペシャルティ領域認定料について 

   ⑤新英文認定証について 

   ⑥2020年度日本専門医機構共通講習 e-ラーニング報告（共通講習委員会） 
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   ⑦質疑応答 

  ４．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（皮膚科、総合診療） 

   ②カリキュラム整備基準変更について（病理、総合診療） 

   ③放射線科領域新規開院施設追加と、今後の対応 

   ④プログラム辞退（廃止）（精神科、総合診療） 

   ⑤カリキュラム制における研修施設について（整形外科） 

   ⑥初期臨床研修修了が遅れた専攻医への対応について 

   ⑦専門研修プログラムスケジュールについて 

   ⑧システム未登録者について 

   ⑨COVID-19に関する研修に関する措置について 

   ⑩2023年度プログラム申請について 

   ⑪質疑応答 

  ５．その他 

 

※ 基本領域連絡委員会は「研修検討委員会（プログラム等）」と「専門医検討委員会（認定・

更新）」に組織体制を細分化し、事業内容をそれぞれ承継した。 

 

 

第 1回「専門研修プログラム委員会」「研修検討委員会（プログラム等）」合同会議 

 日 時：2021 年 10 月 15 日（金） 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： 

  研修検討委員会（プログラム等） 

      委員長  南学 正臣 

  専門研修プログラム委員会 

      委員長  北村  聖 

      委 員  池田 徳彦  武田 裕子  平形 道人  宮崎 俊一 

  研修検討委員会(プログラム等) 

      委 員  内科領域     横山 彰仁 

           小児科領域    高橋 尚人 

           皮膚科領域    佐山 浩二（石河  晃 委員 代理） 

           精神科領域    川嵜 弘詔 

           外科領域     高見 秀樹（小寺 泰弘 委員 代理) 

           整形外科領域   山本 謙吾 

           産婦人科領域   松村 謙臣 

           眼科領域     篠田  啓（近藤 峰生 委員 代理） 

           耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子 

           泌尿器科領域   久米 春喜 

           脳神経外科領域  清水 宏明 

           放射線科領域   高瀬  圭 

           麻酔科領域    坂口 嘉郎 

           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   櫻庭  実 

           総合診療領域   大平 善之 

  会場参加 
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      理事長  寺本 民生 

      事務局長 堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．南学委員長挨拶 

  ２．寺本理事長挨拶 

   ①医道審議会(医師分科会医師専門研修部会)報告 

  ３．専門研修プログラム委員会 

   ①整備基準変更について 

    ⑴プログラム整備基準(産婦人科、総合診療) 

    ⑵カリキュラム整備基準(小児科、総合診療) 

   ②プログラム取り下げについて（精神科、産婦人科、放射線科、総合診療） 

   ③新規開院施設について(泌尿器科) 

   ④ダブルボードについて 

    ⑴リハビリテーション科（小児科、外科） 

   ⑤臨床研究医コースについて 

   ⑥COVID-19に関する研修に関する措置について（病理、内科、機構からの周知） 

   ⑦専攻医の未登録について(6領域) 

   ⑧カリキュラム制の周知について 

   ⑨連携施設宛プログラム認定証について 

   ⑩2022年 4月開始専攻医募集スケジュールについて 

   ⑪2023年専門研修プログラム更新について 

    ⑴スケジュール案 

    ⑵プログラム申請書フォーマット変更について 

    ⑶プログラム名称の文字数制限について 

   ⑫その他 

 

 

第 2回「専門研修プログラム委員会」「研修検討委員会(プログラム等)」合同会議開催 

 日 時：2022 年 2月 22 日（火） 16時 30分～18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： 

  研修検討委員会（プログラム等） 

      委員長  南学 正臣 

  専門研修プログラム委員会 

      委員長  北村  聖 

      委 員  高橋 孝雄  平形 道人  宮崎 俊一 

  研修検討委員会(プログラム等) 

      委 員  内科領域     横山 彰仁 

           小児科領域    足立 壮一（高橋 尚人 委員 代理） 

           皮膚科領域    石河  晃 

           精神科領域    川嵜 弘詔 

           外科領域     小寺 泰弘 

           整形外科領域   山本 謙吾 

           産婦人科領域   松村 謙臣 

           眼科領域     近藤 峰生 

           耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子 

           泌尿器科領域   久米 春喜 

           脳神経外科領域  清水 宏明 
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           放射線科領域   高瀬  圭 

           麻酔科領域    坂口 嘉郎 

           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   櫻庭  実 

           ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 池田  巧 

           総合診療領域   大平 善之 

  会場参加   

      理事長  寺本 民生 

      事務局長 堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．南学委員長挨拶 

  ２．寺本理事長挨拶 

   ①統括責任者説明会開催について 

  ３． 

   ①内科・総合診療のダブルボードについて 

   ②整備基準変更について 

    ⑴プログラム整備基準(精神科、総合診療) 

    ⑵カリキュラム整備基準(総合診療) 

   ③プログラム取り下げについて（精神科、麻酔科、臨床検査、総合診療） 

   ④連携施設追加について(皮膚科、整形外科、総合診療) 

   ⑤システム未登録者について 

   ⑥専門研修プログラム認定証、認定日について 

   ⑦2023年度プログラムの更新について 

    ⑴プログラムの申請項目について 

    ⑵認定番号について 

    ⑶連携施設の年度管理について 

   ⑧その他 

 

 

１５．専門医認定・更新委員会（委員長：大川淳） 

 

2021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 7回開催した。2020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。 

『専門医の更新』に関する補足説明・共通講習申請の手引きについて検証、改定を行った。また、

サブスペシャルティ領域における専門医制度の策定と認定を進めた。共通講習に関する e-ラーニ

ングシステムを充実させた。 

 

 

１６．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、共通講習は必修講習 A（医療安全、医療倫理、感染対策）、必修講習 B（医療制度と法律、

地域医療、医療福祉制度、医療経済、両立支援）、任意講習 C（臨床研究・臨床試験、災害医
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療）と区分した。これに伴い、これまで、必修講習 Aの 3カテゴリーの履修が更新基準であった

が、必修講習 Bを加えた 8カテゴリーが必修の履修要件となった。なお、多様な地域における診

療実績が認定された場合には、このうちの必修講習 Bの履修が免除されることとなった。 

現在、日本専門医機構認定共通講習 e-ラーニングについては、これまでに企画・制作・監修

とオンライン提供をすすめてきた必修講習 Aに含まれる 3カテゴリーに加え、必修講習 B（医療

制度と法律、地域医療、医療福祉制度、医療経済、両立支援）の 5カテゴリーについてもそれぞ

れ編集会議議員を選任し、令和 3年度中の各カテゴリー1つ以上の制作を目標にすすめてきた。

また、任意講習 Cに含まれている、臨床研究・臨床試験については日本医学会連合との共同で日

本専門医機構認定共通講習 e-ラーニングの制作を進めていく方向になった。 

共通講習 e-ラーニングの編集会議はオンラインで 2回開催し、上記における企画・制作につ

いて議論するとともに、特に、コンテンツ作成における資材のレイアウトや字の大きさなどの統

一化についてもコンセンサスを得た。 

専門医機構認定共通講習 e-ラーニングの提供状況については、2022年 3月 29日時点で、登録

件数は 4182 件、購入件数は 4556 件であった。 

さらに、日本専門医機構認定共通講習における、講習提供可能団体を定義し、主催、共催、協

賛、講演の定義を設定し、営利団体の学術部門が協賛金等や労務負担を伴う場合には「協賛」と

することとした。 

また、サブスぺ領域の領域番号付与に伴い、共通講習の受講コード（登録番号）について全面

的に改訂することとなった。 

第 1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 

 日 時：2021 年 4月 1日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 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、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．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．リハビリテーション科専門医更新二次審査について（10名） 

   ４．麻酔科の不合格者について 

   ５．専門医認定・更新補足説明について 

    ・学会専門医の取り扱いについて 

   ６．再試験の取り扱いについて 

   ７．機構認定内科専門医の更新基準改訂について 

   ８．外科専門医の仕組みについて 
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   ９．サブスペ領域認定料等について（報告） 

   10．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 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 

   ３．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 

 

 

第 2回（通算 7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 6月 3日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 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    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．リハビリテーション科の不合格者について（報告） 

   ２．形成外科領域専門医制度規程等の変更について（報告） 

   ３．専門医認定試験と認定について（内科、外科） 

   ４．外科の連動更新について 

   ５．麻酔科の専門医更新（産休・育休）の取り扱いについて 

   ６．専門医の更新忘れに対する対応の依頼について 

   ７．専門医認定試験再試験の取り扱いについて 

   ８．専門医認定・更新補足説明について 

   ９．サブスペシャルティ領域更新基準について 

   10．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．基本領域連絡委員会議題、報告の確認 

 

 

第 3回（通算 8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 8月 5日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者： 
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  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、飯野奈津子、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、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．麻酔科専門医更新二次審査について（1名） 

   ２．泌尿器科専門医更新二次審査について（187名） 

   ３．耳鼻咽喉科専門医更新二次審査について（1,025名） 

   ４．整形外科専門医更新二次審査について（26名） 

   ５．小児科専門医更新二次審査について（2,900名） 

   ６．専門医一次審査報告書（新規認定用／更新用改訂）（案） 

   ７．麻酔科の産休・育休を取得された方の措置について 

   ８．小児科受験資格救済について 

   ９．受験期間の猶予について 

   10．専門医の資格停止の取り扱い、懲罰について 

   11．研修修了から機構認定専門医認定証発行までの流れについて 

   12．二次審査のシステム化について 

   13．認定料の徴収代行・手数料について 

   14．「専門医の認定・更新」に関する補足説明について 

   15．2021 年度専門医認定試験実施報告（内科、臨床検査、産婦人科） 

   16．サブスペの更新基準について 

   17．サブスペ認定料について 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習申請の手引き 

   ２．共通講習カテゴリーの内容整理 

   ３．共通講習カテゴリーの追加「災害医療」について 

   ４．編集会議議員追加（医療経済担当）について 

   ５．共通講習審査終了報告 

   ６．共通講習 e-ラーニング報告 

  Ⅲ．その他 

   １．今後の基本領域連絡委員会について 

 

 

第 4回（通算 9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 10 月 7日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     委員    飯野奈津子、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、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．今年度のシステム登録について 

   ２．日本内科学会からの要望書について 

   ３．内科専門医認定二次審査について（1,278名） 

   ４．放射線科専門医認定二次審査について（235名） 

   ５．臨床検査専門医認定二次審査について（3 名） 

   ６．病理専門医認定二次審査について（60名） 

   ７．耳鼻咽喉科専門医更新二次審査について（43名） 

   ８．脳神経外科専門医更新二次審査について（8名） 

   ９．機構認定総合診療専門医認定・更新基準案／特任指導医の専門医への移行措置案 

   10．麻酔科学会の更新要件を満たさず認定された専門医への対応 

   11．暫定プログラム対象者の認定審査について 

   12．皮膚科高齢学会認定医の学会認定医への更新について 

   13．サブスペ領域更新基準検討 WGの設置承認について 

   14．外科サブスペシャルティ領域の連動更新について 

   15．2021 年度専門医認定試験実施報告 

   16．認定料代理徴収手数料について 

   17．専門医の広告表示に関する施行通知について 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習の内容（参考例）について 

   ２．共通講習申請に関する審査と各種書類の流れ 

   ３．受講コード（登録番号）の変更、サブスペ領域番号について 

   ４．共通講習審査終了報告について 

   ５．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

   ６．2021 年度第 1回編集会議議事録 

 

 

第 5回（通算 10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 12 月 2日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 出席者： 

  専門医認定･更新委員会 

     委員長   大川  淳 

     委員    朝戸 裕貴、飯野奈津子、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．専門医認定二次審査について（病理・救急科・内科） 

   ２．放射線科領域の同時更新について  

   ３．前倒し更新について（麻酔科）  
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   ４．領域講習の取り扱いについて  

   ５．専門医の辞退・手続きについて  

   ６．機構専門医の更新猶予・休止の整理 

   ７．認定日と認定期間について  

   ８．皮膚科学会からの問い合わせについて（高齢学会認定医の学会認定医への更新） 

   ９．精神神経学会からの問い合わせについて（機構専門医更新における勤務要件の考え方） 

   10．「専門医の認定・更新」に関する補足説明（改訂案）  

   11．マイページ・新規認定の流れについて  

   12．2021 年度専門医認定試験実施報告 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習の取り扱いの確認 

    ・共通講習における主催、共催、協賛、後援の定義 

    ・共催の取り扱いについて 

    ・共通講習申請の手引きの項目追加 

   ２．共通講習審査終了報告 

   ３．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告  

 

 

第 6回（通算 11 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：2022 年 2月 3日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 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、飯野奈津子、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．機構専門医認定・更新二次審査について 

    （内科・整形外科・臨床検査・リハビリテーション・小児科）  

   ２．更新基準の改訂について（産婦人科）  

   ３．「専門医認定試験指針」の改訂について  

   ４．機構専門医の更新猶予の整理  

   ５．海外専門医資格を持った機構認定専門医取得希望者への対応について  

   ６．皮膚科学会会員証、専門医マップ、プレートやバッジ等につきまして  

   ７．サブスペ領域の機構認定専門医の認定・更新について 

    ・専門医認定・更新整備基準（案）  

    ・専門医試験指針（案）  

    ・認定・更新における審査、マイページ登録等の運用について 

   ８．放射線学会からの要望書 

   ９．日本眼科学会との面談について 

   10．マイページ登録状況 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 
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   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．来年度の合同委員会開催候補日について 

 

 

第 7回（通算 12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：2022 年 3月 31日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（富国生命ビル 23階） 

 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、飯野奈津子、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．機構専門医認定・更新二次審査について（内科・整形外科・リハビリ）  

   ２．麻酔科の更新二次審査について  

   ３．眼科更新基準（案）について  

   ４．小児科更新基準（改訂案）について  

   ５．更新、猶予・休止の規定の取り扱い  

   ６．多様な地域における研修について   

   ７．産婦人科学会からの要望書  

   ８．海外専門医資格の取り扱いについて  

   ９．認定・更新における審査、マイページ登録等の運用について  

   10．専門医マイページについて  

   11．専攻医マイページ登録状況報告  

   12．サブスペ領域学会への補足説明に関する説明会 

  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．共通講習主催団体について 

   ３．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

 

 

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（通算 6回）打ち合わせ 

 日 時：2021 年 5月 27 日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 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 
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     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の不合格者について（報告）  

   ２．形成外科領域専門医制度規程等の変更について（報告）  

   ３．日本内科学会からの要望書について  

   ４．外科の連動更新について  

   ５．麻酔科の専門医更新（産休・育休）の取り扱いについて  

   ６．専門医の更新忘れに対する対応の依頼について  

   ７．専門医認定試験再試験の取り扱いについて  

   ８．専門医認定・更新補足説明について  

   ９．サブスペシャルティ領域更新基準について  

   10．個人情報保護方針（案）について  

   11．新英文認定証について（報告） 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習申請の手引きについて 

   ２．共通講習審査終了報告について 

   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(通算 7 回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事の確認 

   ２．基本領域連絡委員会議題、報告の確認 

 

 

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（通算 7回）打ち合わせ 

 日 時：2021 年 7月 29 日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 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．麻酔科専門医更新二次審査について（1名）  

   ２．泌尿器科専門医更新二次審査について（187名）  

   ３．耳鼻咽喉科専門医更新二次審査について（1,025名）  

   ４．整形外科専門医更新二次審査について（26名）  

   ５．専門医一次審査報告書（新規認定用／更新用改訂）（案）  

   ６．麻酔科の産休・育休を取得された方の措置について  

   ７．小児科受験資格救済について  

   ８．専門医の資格停止の取り扱い、懲罰について  

   ９．研修修了から機構認定専門医認定証発行までの流れについて  

   10．機構のデータベースについて 

    ・機構専門医名簿の開示／専門医検索機能への登録の了解について 
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    ・マイページの機能について（合格者・不合格者への通知等） 

    ・二次審査のシステム化について  

   11．認定料について（手数料の割合）  

   12．「専門医の認定・更新」に関する補足説明について  

   13．2021 年度専門医認定試験実施報告（内科、臨床検査、産婦人科）  

   14．サブスペの更新基準について  

   15．サブスペ認定料について 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習申請の手引き  

   ２．共通講習カテゴリーの内容整理  

   ３．共通講習カテゴリーの追加「災害医療」について  

   ４．編集会議議員追加（医療経済担当）について  

   ５．共通講習審査終了報告  

   ６．共通講習 e-ラーニング報告 

  Ⅲ．その他 

   １．第 3回(通算 8回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事の確認 

   ２．今後の基本領域連絡委員会について 

 

 

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（通算 8回）打ち合わせ 

 日 時：2021 年 9月 30 日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室  

 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．今年度のシステム登録について 

   ２．日本内科学会からの要望書について 

   ３．放射線科専門医認定二次審査について（235名） 

   ４．臨床検査専門医認定二次審査について（3名） 

   ５．耳鼻咽喉科専門医更新二次審査について（43名） 

   ６．脳神経外科専門医更新二次審査について（8名） 

   ７．機構認定総合診療専門医認定・更新基準案／特任指導医の専門医への移行措置 

   ８．麻酔科学会前倒し更新について  

   ９．暫定プログラム対象者の認定審査について 

   10．機構認定専門医の懲罰規定、辞退規定について 

   11．専門医認定試験指針について 

    ・海外での臨床経験について 

    ・追試の規定 

   12．皮膚科高齢学会認定医の学会認定医への更新について 

   13．サブスペ領域更新基準検討 WGの設置承認について 

   14．2021 年度専門医認定試験実施報告 
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   15．認定料代理徴収手数料について 

   16．内科認定に関する協議(9/30)について 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習の内容（参考例）について 

   ２．共通講習申請に関する審査と各種書類の流れ 

   ３．受講コード（登録番号）の変更、サブスペ領域番号について 

   ４．共通講習審査終了報告について 

   ５．機構専門医共通講習 e-ラーニングの報告 

   ６．2021 年度第 1回編集会議議事録 

  Ⅲ．その他 

   １．第 4回(通算 9回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事の確認 

 

 

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（通算 9回）打ち合わせ 

 日 時：2021 年 11 月 25 日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 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 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

  Ⅰ．認定・更新委員会関連 

   １．機構専門医新規認定・切り替え二次審査について（暫定 PG/病理） 

   ２．放射線科領域の同時更新について 

   ３．前倒し更新について（麻酔科・眼科） 

   ４．領域講習の取り扱いについて 

   ５．懲罰規定／専門医の辞退・手続きについて 

   ６．機構専門医の更新猶予・休止の整理 

   ７．認定日と認定期間について 

   ８．皮膚科学会からの問い合わせについて（高齢学会認定医の学会認定医への更新） 

   ９．精神神経学会からの問い合わせについて（機構専門医更新における勤務要件の考え方） 

   10．「専門医の認定・更新」に関する補足説明（改訂案） 

   11．サブスペ領域整備基準（案） 

   12．マイページ・新規認定の流れについて 

   13．2021 年度専門医認定試験実施報告 

  Ⅱ．共通講習委員会関連 

   １．共通講習の取り扱いの確認 

    ・共通講習における主催、共催、協賛、後援の定義 

    ・共催の取り扱いについて 

    ・共通講習申請の手引きの項目追加 

   ２．共通講習統一システムアンケート 

   ３．共通講習審査終了報告 

   ４．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 10 回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事の確認 
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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 5回（通算 10回）打ち合わせ 

 日 時：2022 年 1月 27 日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構 会議室 

 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 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

  Ⅰ．認定・更新委員会関連  

   １．機構専門医認定・更新二次審査について（内科・整形外科・臨床検査） 

   ２．更新基準の改訂について（産婦人科） 

   ３．「専門医認定試験指針」の改訂について 

   ４．機構専門医の更新猶予・休止の整理 

   ５．「専門医の認定・更新」に関する補足説明（改訂案） 

   ６．海外専門医資格を持った機構認定専門医取得希望者への対応について 

   ７．眼科学会の領域講習につきまして 

   ８．皮膚科学会会員証、専門医マップ、プレートやバッジ等につきまして 

   ９．マイページの登録を研修修了要件とすることについて 

   10．移行期の受験をいつまで認めるか 

   11．サブスペ整備基準（案）、専門医試験指針（案） 

   12．放射線学会からの要望書 

  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 6回(通算 11 回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事の確認 

 

 

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（通算 11回）打ち合わせ 

 日 時：2022 年 3月 24 日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室（富国生命ビル 23階） 

 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 

     事務局   堀部 眞人 

 議事次第： 

  Ⅰ．認定・更新委員会関連  

   １．機構専門医更新二次審査について（内科・整形外科・リハビリ） 

   ２．眼科更新基準（案）について 

   ３．更新、猶予・休止の規定の取り扱い 
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   ４．機構専門医の「資格取得日」について 

   ５．多様な地域における研修について 

   ６．産婦人科学会からの要望書 

   ７．海外専門医資格の取り扱いについて 

   ８．麻酔科学会の試験に対する問い合わせについて 

   ９．認定・更新における審査、マイページ登録等の運用について 

   10．外科学会との認定更新に関する面談につきまして 

   11．専門医マイページについて 

   12．専攻医マイページ登録状況報告 

   13．サブスペ領域学会への補足説明に関する説明会 

  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．共通講習主催団体について 

   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 7回(通算 12 回)専門医認定・更新委員会、共通講習委員会／合同委員会議事の確認 

 

 

第 1回編集会議 

 日 時：2021 年 9月 17 日（金） 14時 00分～15時 00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 

     議 員 井伊 雅子、岩田  敏、大西 洋英、金谷 泰宏、相馬 孝博、 

         筒井 孝子、古川 俊治 

     理事長 寺本 民生 

     事務局 堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．寺本理事長、鈴木議長からのご挨拶 

  ２．新規議員のご挨拶 

  ３．共通講習の概要、変更点、e-ラーニングについて 

  ４．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 

  ５．「必修講習の内容（参考例）」について 

  ６．今後のスケジュールについて 

  ７．その他 

 

 

第 2回編集会議 

 日 時：2022 年 3月 31 日（木） 16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：議 長 鈴木 秀和 

     議 員 会田 薫子、井伊 雅子、市川 智彦、岩田  敏、大西 洋英、 

         金谷 泰宏、相馬 孝博、筒井 孝子、古川 俊治 

     理事長 寺本 民生 

     事務局 堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．共通講習の変更点について 

   ・共通講習 必修講習の内容（参考例） 

  ２．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 
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  ３．スライド作成の形式について 

   ・スライド作成における、文字サイズや統一ルールについて 

  ４．今後のスケジュールについて 

  ５．その他 

 

 

１７．専門医検討委員会（認定・更新）（委員長：南学正臣） 

 

専門医検討委員会（認定・更新）は専門医認定・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 2021年度に新たに設置された。専門医認定・更新委員会、共通講習委員会合

同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回専門医認定・更新委員会、専門医検討委員会（認定・更新）合同会議 

 日 時：2021 年 12 月 28 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： 

  専門医検討委員会（認定・更新） 

     委員長  南学 正臣 

  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、飯野 奈津子、市川 智彦、河野 博隆、鈴木 秀和、 

          西川 正憲 

  専門医検討委員会 

     委員   内科領域     鈴木  昌 

          小児科領域    足立 壮一 

          皮膚科領域    佐山 浩二 

          精神科領域    上野 修一（紫藤 昌彦委員 代理） 

          外科領域     北郷  実 

          整形外科領域   山本 謙吾 

          産婦人科領域   西郡 秀和 

          眼科領域     近藤 峰生 

          耳鼻咽喉科領域  丹生 健一 

          泌尿器科領域   原   勲 

          脳神経外科領域  齊藤 延人 

          放射線科領域   富山 憲幸 

          麻酔科領域    坂口 嘉郎 

          病理領域     村田 哲也 

          臨床検査領域   山田 俊幸 

          救急科領域    石松 伸一 

          形成外科領域   木股 敬裕 

          ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 西村 行秀 

          総合診療領域   太田 光泰（竹村 洋典委員 代理） 

  日本専門医機構 

     理事長  寺本 民生 
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     事務局長 堀部 眞人  

 議事次第： 

  Ⅰ．南学委員長挨拶 

  Ⅱ．寺本理事長挨拶 

   １．専門医検討委員会（認定・更新）について 

  Ⅲ．専門医認定・更新委員会 

   １．専門医新規認定二次審査について 

    （内科・放射線科・病理・臨床検査・救急科・リハビリテーション科） 

   ２．専門医更新二次審査について 

    （小児科・整形外科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・脳神経外科・放射線科・麻酔科・ 

     救急科・形成外科） 

   ３．2021 年度専門医認定試験報告 

   ４．専門医認定・更新基準／移行措置について（総合診療科） 

   ５．同時更新について（外科・放射線科） 

   ６．個人情報保護方針について 

   ７．専門医のデータベースについて 

   ８．認定証発行までの流れについて（新規認定） 

   ９．2021 年度の認定料代理徴収手数料について 

   10．「専門医認定試験指針」について 

   11.「専門医の認定・更新」に関する補足説明について 

   12．専門医の広告表示に関する施行通知について 

   13．質疑応答 

  Ⅳ．共通講習委員会 

   １．共通講習申請の手引きについて 

   ２．共通講習の内容（参考例）について 

   ３．講習コード（登録番号）の変更、サブスペ領域番号について 

   ４．共通講習申請に関する審査と各種書類の流れについて 

   ５．質疑応答 

  Ⅴ．その他 

 

 

１８．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： 

2021年 4月より 2022 年 3月まで計 12回の委員会及び必要に応じてメール審議を行った。また領

域のご理解を得るために 2021 年 7 月 16 日「サブスペシャルティ領域（サブスぺ領域）に関する

会議・意見交換会」、11 月 19 日サブスペ整備基準審査結果説明会、2022 年 2 月 10 日「日本専門

医機構のサブスペ領域専門医制度の認定及び承認に関する説明・意見交換会」を実施した。 

 

2．2021 年度における実績： 

1）2020年度新規審査認定：前年度に 21領域から申請があり、委員会審議の結果、理事会に推薦

した 11 領域について、2021 年 3 月 19 日、4 月 16 日、4 月 22 日【臨時】の 3 回の理事会審議の

結果、すべての新規認定の判断が見送られた一方、既認定の 24領域については手続きを進めるこ

とが承認された。 

2）当機構が関与するサブスペ領域の理念の設定と認定基準の改訂：上記のサブスペ領域新規認定
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に関する議論から「日本専門医機構が関与するサブスペシャルティ領域専門医について」（2021年

5月 21日理事会決定）において、当機構認定と学会認定・機構承認の概念が整理され、「日本専門

医機構におけるサブスペ領域専門医制度認定及び承認基準」（11月 19日）、及び「サブスペ領域整

備基準審査における基本的方針」（9月 17日）が理事会決定された。 

3）既認定 24 領域の整備指針審査：専門研修プログラム委員会に協力して審査を行った。提出さ

れた 23 領域の整備基準の審査は連動研修方式の 15 領域を先行して承認するとの専門研修プログ

ラム委員会の基本方針を踏まえて、サブスペ領域整備基準修正を依頼し、提出された整備基準を

承認（6領域）、仮承認（9領域）、承認保留（8領域）に分けて判定した。承認、仮承認領域は 2022

年 4月から、承認保留領域は再修正した上で 2023年 4月研修開始予定である。 

4）2021年度新規審査認定：連絡協議会から申請のあった 13領域について、2）で改訂された機構

認定基準と調査票に基づき審査した。 

5）サブスペシャルティ領域の基本的問題に関するワーキンググループ：当委員会の下に少人数の

WG を設けてサブスペ領域専門医制度の既認定 23 領域と新規認定領域および学会認定・機構承認

のサブスペ領域専門医制度の認定と認定基準の在り方等のあるべき姿について検討して、6 月を

目途に委員会、理事会に報告することとなった（第 1回は 2022年 3月 29日）。 

6）サブスペ領域専門医制度の整備：認定更新委員会が作成した「サブスペシャルティ領域専門医

認定・更新、及び専門医認定試験指針」を当委員会でも議論し、2022 年 3月 18日理事会承認され

た。また、データベース委員会で、サブスペ領域に対応した専攻医登録システムの改修の検討が

行われている。 

 

 

2021年度第 1回（通算第 10回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

 日 時：2021 年 4月 9日（金） 18時 00分～19時 30分  

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、 

           鈴木 美穂（Web）、高橋 孝雄（Web）、羽鳥  裕（Web）、 

           森  隆夫（Web）、宮崎 俊一 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  松原 謙二 

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー  市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省  野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項 

   1) 2020年度第 12回（通算 9回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2) 第 4期サブスペシャルティ領域検討委員会 開催予定表 

   3) 3/19理事会の審議結果報告  

   4) サブスペシャルティ領域認定料等について  

  Ⅱ．審議事項 
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   1) 前回理事会（3月 19 日）の理事からの意見に対する対応について 

   2）機構が関与する専門医制度の全体像 

   3）機構既認定 24領域のサブスペシャルティ領域検討委員会の設置依頼について 

 

 

2021年度第 2回（通算第 11回）サブスペシャルティ領域検討委員会  

 日 時：2021年 5月 14 日（金） 18時 00分～19時 30分  

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、高橋 孝雄（Web）、 

           羽鳥  裕（Web）、森  隆夫（Web）、宮崎 俊一（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省  野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項 

   1) 2021年度第 1回（通算 10 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2）4/22第 2回臨時理事会の審議結果報告 

   3）サブスペシャルティ領域専門医制度に関する検討の経緯と今後の日程 

   4）その他：8月第 5回委員会の開催日変更 

  Ⅱ．審議事項～4/22臨時理事会の課題 

   1）サブ領域専門医制度の機構認定の基本方針と学会認定サブ領域を含めた機構の関与する 

    専門医制度の全体像について 

   2）前記 1に基づく未認定 21領域への審査結果のフィードバックの仕方について 

   3）専門医制度について国民の意見を聞く 

   4）既認定 24領域に対するサブスペ領域専門医検討委員会の設置依頼について 

   5）関係委員会等との連携の推進について  

 

 

2021年度第 3回（通算第 12回）サブスペシャルティ領域検討委員会 

 日 時：2021 年 6月 11 日（金） 18時 00分～19時 30分  

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、 

           鈴木 美穂（Web）、高橋 孝雄（Web）、羽鳥  裕（Web）、 

           森  隆夫（Web）、宮崎 俊一（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省  野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   (五十音順 敬称略） 

 議事次第 
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  Ⅰ．報告事項 

   1）2021年度第 2回（通算 11 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2）5月 21 日第 12回理事会の審議結果報告 

    ①サブスペ領域に関する協議事項 

     サブ領域専門医制度の機構認定の基本方針と学会認定サブ領域を含めた機構の関与 

      する専門医制度の全体像について  

     サブスペ領域専門研修制度整備基準の改定について 

    ②サブスペ領域検討委員会からの報告事項  

     既認定 24 領域に対するサブスペ領域専門医検討委員会の設置依頼について 

     サブスペ領域専門研修制度整備基準、研修プログラム（カリキュラム）について 

   3）既認定 24領域に対するサブスペ領域専門医検討委員会の設置依頼の発出 

   4）令和 2年度事業報告（案）について  

   5）その他 

  Ⅱ．審議事項  

   1）レビューシート提出サブスペ領域への審査結果のフィードバック 

    ①新規申請サブスペ 21 領域学会へのフィードバック   

    ②既認定 24 領域へのフィードバック  

   2）サブスペ委員会で早期に検討すべき諸問題について  

    ①サブスペ委員会で早期に検討すべき諸問題：機構の関与する専門医制度の全体像 

    ②研修細則・機構認定基準の見直しの必要性： 

     （各サブスペ領域への審査結果のフィードバックから視た論点） 

    ③24領域の問題点： 

     a．専門医名称と複数基本領域の取り扱い 

     b．専攻医 1期生〜3期生の機構専門医としての取り扱い 

     c．新制度での準備と開始時期について（整備基準提出の期限も含む）：  

       特に、制度の枠組みが変更される内分泌代謝・糖尿病，消化器系，アレルギー、 

       リウマチ膠原病など 

     d．サブ領域検討委員会の組織構成や設置場所： 

       カテゴリーCや複数学会で構成する領域 

     e．その他  

 

 

2021年度第 4回（通算第 13回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2021 年 7月 9日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、 

           鈴木 美穂（Web）、羽鳥  裕（Web）、森  隆夫（Web）、 

           宮崎 俊一（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省  野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項 
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   1）2021年度第 3回（通算 12 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2）審議結果のフィードバック(返書） 

    a.新規申請 21領域への返書 

    b.既認定 24 領域への返書 

     →6月 25 日第 13回理事会にて承認済、6月 29日送付済 

   3）6月 30 日令和 3年度定時社員総会 

    機構が関与するサブスペ領域専門医について（寺本理事長案）を報告 

     →サブスペ領域についての社員からのご意見 

   4）専門医に関する広告について 

     →第 17回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(6/24)における議論について  

   5）サブスペ領域に関する会議・意見交換会の開催～6月 30日開催通知送付済 

    日時：7月 16日（金）13時 30分から 15時 30分 

    案内先：基本領域と既認定 24領域担当学会の代表者または専門医制度担当理事。  

        サブスペ領域検討委員会 委員およびオブザーバー。事務局の傍聴可。 

    方法：Web会議 

    次第（案）：①今回の審査結果報告 ②サブスペ領域の認定の考え方 

          ③サブスペ領域の認定料 ④今後の日程 ⑤意見交換 

   6）その他 

  Ⅱ．審議事項 

   1）サブスペ領域専門医検討委員会の設置結果～6月 30日提出期限  

     →サブスペ領域専門医検討委員会の組織構成・名簿 

   2）サブスペ委員会で早期に検討すべき諸問題について： 

    ①研修細則・機構認定基準・レビューシートの問題点と改訂の必要性： 

     a.各サブスペ領域への審査結果のフィードバックから視た問題点 

     b.レビューシートの事務局改定案  

     c.小児領域への配慮について： 

      日本小児科学会「サブスペ領域の新規認定についての要望」への対応  

    ②24領域の整備基準作成における問題点： 

     a.専門医名称の自由度について 

     b.カリキュラム設計の統一化と複数基本領域の取り扱い（基本領域との連記を含む） 

     c.学会専門医から機構専門医への移行 

      研修方式毎の専攻医 1期生〜3期生の機構専門医としての取り扱い 

     d.新制度での準備と開始時期について（整備基準提出の期限も含む）：  

      特に、制度の枠組みが変更される内分泌代謝・糖尿病，消化器系，アレルギー、 

      膠原病・リウマチなど 

     e.更新条件の記述について 

     f.その他  

   3）その他 

 

 

2021年度第 5回（通算第 14回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2021 年 8月 20 日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、 
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           鈴木 美穂（Web）、高橋 孝雄（Web）、羽鳥  裕（Web）、 

           森  隆夫（Web）、宮崎 俊一（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  松原 謙二  

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省  野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項  

   1）2021年度第 4回（通算 13 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2）7/16サブスペシャルティ領域に関する会議・意見交換会について 

   3） 整備基準の作成にあたっての留意点説明文書送付について【メール審議①（7/22～25）】 

   4）サブスペ領域検討委員会の設置について 

   5）連絡協議会と検討委員会の立ち位置の明確化について 

   6）サブスペ認定料 

   7）総合診療専門医検討委員会の議論の結果、連絡協議会の設置を検討するための 

     サブスペ領域を対象にした意向調査 

   8）次回会議予定：  

     9月 10 日(金)18時 00 分～19時 30分 第 6回（通算 15回）サブスペ領域検討委員会 

  Ⅱ．審議事項 

   1）サブスペ委員会で早期に検討すべき諸問題について： 

    24領域のサブ領域検討委員会の名称・規約の承認、特に WGの名称の変更を求める申請 

     のある領域への対応 

    規約・構成員リスト再提出一覧 

     a. 8/9腎臓学会からの検討委員会名称変更に関する理由書 

     b. 8/10血液学会からの血液領域の専門医名称についての要望書 

   2）機構承認の学会認定専門医制度の定義と承認審査 

    ・8/4内科学会「令和 2年度サブスペ領域の審査結果について」への対応 

   3）研修細則・機構認定基準・レビューシートの問題点と改訂の必要性： 

    a.レビューシートの事務局改定案 

    b.小児領域への配慮について：6/23 小児科学会要望書 

    c.患者数が少ない領域への配慮について：7/26 麻酔科学会要望  

    d.その他 

     ・7/8 アレルギー学会意見書 

     ・8/3 整形外科学会要望書 

   4）既認定 24領域の整備指針の審査について（整備指針は 8/30 期限） 

     ＜24 領域の整備基準作成における問題点の整理＞ 

    a.整備基準の領域、専門医名称について 

     →報告書（WG報告書）に沿って戴く、変更が必要な場合は要望書を提出。 

    b.カリキュラム設計の統一化と複数基本領域の取り扱い（基本領域との連記を含む）  

     →1つのサブスぺ領域につき、1つの整備基準とする。 

    c.新制度での準備と開始時期について： 制度の枠組みが変更される内分泌代謝・糖尿病， 

     消化器系，アレルギー、リウマチ・膠原病などについては、整備基準提出の期限の 

      猶予を検討する。 

     →8/31までの提出が困難な場合は猶予する。 

    d.整備基準の文言の修正について（次回に向けて）池田先生より 

    e.プログラム委員会とサブスペシャル領域委員会の task について 

   5）システム整備について 
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   6）サブスペ領域「専門医の認定・更新」に関する補足説明について  

    ・サブスペ領域の補足説明を検討していただくための WGを設置する。 

     「サブスペ領域専門医の認定・更新に関する整理」参照 

   7）次回の審査・認定日程について 

 

 

2021年度第 6回（通算第 15回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2021 年 9月 10 日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木 美穂（Web）、 

           高橋 孝雄（Web）、羽鳥  裕（Web）、宮崎 俊一（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  松原 謙二  

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省  野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項  

   1）2021年度第 5回（通算 14 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2）既認定 24領域のサブスペ領域専門研修制度整備基準の提出状況 

    整備基準の指定様式に記入していない内科 7領域には再提出を依頼済。 

   3）サブスペ認定料  

    8/27理事会で承認された。10/15理事会で整備基準が承認されたら、10月頃に代表学会 

     に初年度領域認定料（@50 万円）を請求する予定。 

   4）サブスペ領域「専門医の認定・更新」に関する補足説明の検討のための WGを設置について  

   5）次回会議予定： 

    10月 8日(金)18時 00分～19 時 30分 第 7回（通算 16回）サブスペ領域検討委員会 

  Ⅱ．審議事項  

   1）内分泌代謝内科（領域）についての意見書 8/5への対応 

   2）内科審査を通しての相談申し入れ事項 

    ①領域名称について（4領域） 

     要望書提出済み：腎臓、血液、要望書未提出：循環器、肝臓 

    ②整備基準，研修カリキュラムの整合性と統一化（非内科領域の研修方式について） 

    ③研修方式の定義の確認 

   3）既認定 24 領域の新たなサブスペ領域専門医制度の構築のため早期に検討すべき諸問題 

    ①研修開始登録、登録の時期 

     a.研修における研修期間の測定方法 

     b.既に機構認定基本領域研修を修了したサブ領域専攻医の取り扱い（2018 年から 2021 年） 

     c.学会認定基本領域専門医の機構認定サブ領域での研修登録 

    ②研修研修施設数 

    ③サブ領域研修を機構が把握するシステム整備について 

   4）次回新規審査・認定のための準備 

    ①次回（2021年度）の審査・認定日程について～2020年度と同じ日程で仮置き 

    ②調査票(レビューシート）改訂案及び認定基準の手直し案 
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     再審査、認定要件の緩和等の要望書（3領域） 

     麻酔科学会、手外科、脊椎脊髄外科 

    ③機構承認学会認定専門医制度の仕組みの構築 

   5）意見書の対応について 

 

 

2021年度第 7回（通算第 16回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2021 年 10 月 8日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、 

           鈴木 美穂（Web）、高橋 孝雄（Web）、羽鳥  裕（Web）、 

           宮崎 俊一（Web）、森  隆夫（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  松原 謙二  

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省  野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項  

   1）2021年度第 6回（通算 15 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2）9月 17 日理事会報告 サブスペ関係で次の 2件が承認された 

    ①「整備基準審査における基本方針」（専門研修プログラム委員会） 

    ②サブスペ領域の専門医認定・更新の補足説明（更新基準）の検討のワーキンググルー 

     プ設置について（専門医認定・更新委員会） 

   3）既認定 23領域の整備基準の審査状況 

   4）認定内科医の更新に関する内科学会との協議結果(9/30 14時) 

   5）内分泌代謝内科（領域）に関する意見交換会（10/12 17:30予定） 

   6）意見書の回答について 

    ①手外科、脊椎脊髄外科、麻酔科、内分泌の意見書に対しての回答を送付済 

    ②小児科からの新規意見書について 

    ③日本集中治療学会からの要望書について 

   7）次回会議予定：  

    11月 12 日(金)18時 00 分～19時 30分 第 8回（通算 17回）サブスペ領域検討委員会 

  Ⅱ．審議事項  

   1）既認定 24領域の新たなサブスペ領域専門医制度の構築のため早期に検討すべき諸問題 

    ①次回の新規審査認定の日程について 

    ②サブ領域専攻医、専門医の取り扱い（2018 年から 2021 年） 

    ③基幹施設のプログラム・カリキュラム登録について 

    ④整備基準、研修カリキュラムの整合性と統一化（非内科領域の研修方式について） 

     「基本領域が複数ある領域」の医師像、カリキュラム、試験の同一性について 

    ⑤研修方式の定義の確認 サブスペ領域研修方式の選択について 

   2）サブ領域専門医制度の機構認定及び学会認定専門医の機構承認の基準とレビューシートについて  

    ①調査票(レビューシート）改訂案 

    ②認定基準の一定数の検討について 
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    ③機構承認学会認定専門医制度の仕組みの構築 

     ・精神科サブスペシャルティボード整備指針 

  Ⅲ.その他 

 

 

2021年度第 8回（通算第 17回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2021 年 11 月 12 日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、 

           鈴木 美穂（Web）、高橋 孝雄（Web）、羽鳥  裕（Web）、 

           宮崎 俊一（Web）、森  隆夫（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  松原 謙二  

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省  野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項  

   1）2021年度第 7回（通算 16 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2）サブスペ整備基準審査における基本的方針～10/15理事会承認確定版 

   3）10月 15日理事会報告 理事会承認事項 3件 

    ①サブスペ領域連絡協議会を設置していない基本領域に対して、設置依頼を行うことが 

     承認された。 

    ②審査・認定に用いる調査票（レビューシート）改定案が承認された。 

    ③専門研修プログラム委員会から既認定 23領域の整備基準の審査状況の報告があり、 

     連動研修の領域を先行して承認する方向性が承認された。 

   4）内分泌代謝内科（領域）に関する意見交換会（10/12 17:30～19:00） 

   5）サブスペ領域専門医認定・更新基準検討 WG第 1回（大川委員長、11/12、14:30） 

   6） 23領域と連絡協議会を対象とする「サブスペ整備基準審査結果説明会」を開催（11/19、 

     13:30） 

   7）外科の連動研修について 

   8）次回会議予定：  

     12月 10日(金)18 時 00 分～19時 30分 第 9回（通算 18回）サブスペ領域検討委員会 

  Ⅱ．審議事項  

   1）既認定 24領域の新たなサブスペ領域専門医制度の構築のため早期に検討すべき諸問題 

    ①機構認定の基準の見直しの可否 

    ②「学会認定の機構承認」にある程度の基準を設ける方法 

    ③「学会認定の機構承認」の取得可能なサブ領域専門医数の上限について 

   2）次回の新規審査認定の日程について 

   3）基幹施設のプログラム・カリキュラム登録について 

   4）整備基準、研修カリキュラムの整合性と統一化（非内科領域の研修方式について） 

    「基本領域が複数ある領域」の医師像、カリキュラム、試験の同一性について 

   5）名称の変更の取り扱いについて（腎臓内科、血液内科、肝臓内科、循環器内科） 

   6）意見書の対応 
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    ①日本小児科学会（前回回答してからの再度の意見書） 

    ②日本集中治療医学会 

  Ⅲ.その他 

 

 

2021年度第 9回（通算第 18回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2021 年 12 月 10 日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、 

           鈴木 美穂（Web）、羽鳥  裕（Web）、宮崎 俊一（Web）、 

           森  隆夫（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  松原 謙二  

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省   野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項 

   1）2021年度第 8回（通算 17 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   2）当機構におけるサブスペ領域専門医制度の認定及び承認基準～11/19理事会承認 

   3）サブスペ新規募集開始の公示について 

   4）専門研修プログラム委員会による既認定 23 領域に対する整備基準の審査状況報告 

    「サブスペシャルティ領域整備基準修正のお願い」について 

   5）11月 16日「心臓血管外科領域との面談」報告 

   6）11月 19日「サブスペシャルティ領域整備基準審査結果、説明会」報告 

   7）次回会議予定：  

     1月 14 日(金)18時 00 分～19時 30分 第 10回（通算 19回）サブスペ領域検討委員会 

  Ⅱ．審議事項  

   1）連絡協議会の設置について（新規：総合診療領域、既存：構成員の変更） 

   2）既認定 23領域の今後の日程について 

   3）学会（領域）認定・当機構承認のサブスペ領域専門医の申請に関しての依頼 

    ・認定領域数 

    ・申請の流れの確認（提出書類、期間等） 

    ・認定基準の緩和と学会認定専門医制度にある程度の基準を設けたことの周知方法に 

     ついて 

     （例）連絡協議会を対象とする Web説明会・意見交換会の開催 

   4）名称の変更の取り扱いについて（腎臓内科、血液内科、肝臓内科、循環器内科） 

   5）意見書の対応 

    ①日本小児科学会（前回回答してからの再度の意見書） 

    ②日本集中治療医学会 

  Ⅲ.その他 
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2021年度第 10回（通算第 19回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2022 年 1月 14 日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、鈴木 美穂（Web）、 

           高橋 孝雄（Web）、羽鳥  裕（Web）、宮崎 俊一（Web）、 

           森  隆夫（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  松原 謙二  

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省   野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項 

   １．2021 年度第 9回（通算 18 回）検討委員会の議事概要（案）について 

   ２．既認定 23 領域の専門研修プログラム整備基準の修正依頼 

     12/10～13委員会メール審議を実施→PGM委員会と当委員会の委員コメントを参考に 

     付して 12/17に 23領域に修正依頼済み、1/20 提出期限。 

   ３．12/17 の理事会にて総合診療の連絡協議会の設置が承認された。 

   ４．2022 年度（令和 4年度）事業計画（案）について 

   ５．次回会議予定：  

     2月 10日(木)18時 00分～19時 30分 第 11回（通算 20回）サブスペ領域検討委員会 

  Ⅱ．審議事項  

   １．学会（領域）認定・当機構承認のサブスペ領域専門医の申請に関しての依頼 

    1）依頼について 

     ①サブスペ領域への依頼 

      ・調査票（レビューシート）の提出でよいか。 

     ②連絡協議会へ依頼 

      ・連絡協議会の規程に学会（領域）認定の審査基準を設けていただくか？ 

    2）申請の流れの確認【資料 4】 

      ・日程について 

     ①2022年 5月末までに申請、6月承認 

     ②2022年度の機構認定申請と同タイミングの募集(2022 年 9月以降)で可か 

      ・連絡協議会への周知内容について 

     ①申請から認定までのスケジュール 

     ②領域認定に対する機構の方針（機構 HPでの紹介のみ／現時点で広告不可） 

    3）学会認定専門医制度の周知方法について 

      ・上記申請の流れが確定した場合は、連絡協議会を対象とする Web説明会・意見交 

       換会を 2022年 1月末から 2月に開催 

   ２．既認定 23 領域の今後の日程について  

    1）コメントに対する心臓血管外科専門医認定機構外科からのご意見(12/24)  

    2）今後の日程について 

     ①領域からのサブ領域提出物、内容／専攻医側の手続きについて 

     ②整備基準の承認について 

      ・委員会からの整備基準修正依頼文書 
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      ・領域毎参考コメント(23領域) 

   ３．連絡協議会の設置と既認定領域の構成員の変更について 

    1）連絡協議会の構成員変更について    

    2）2021 年申請新規領域の今後の日程について 

  Ⅲ. その他 

   １．サブスペシャルティ領域検討委員会開催日について（2022 年 4月-6月） 

 

 

2021年度第 11回（通算第 20回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2022 年 2月 10 日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （千代田区丸の内 3-5-1東京国際フォーラム D棟 3階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、鈴木  昌（Web）、 

           高橋 孝雄（Web）、羽鳥  裕（Web）、宮崎 俊一（Web）、 

           森  隆夫（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

           北村  聖（専門研修プログラム委員長） 

     監  事  松原 謙二  

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省   野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項 

   １．2021 年度第 10 回（通算 19回）検討委員会の議事概要（案）について 

   ２．説明・意見交換会の概要について（2月 10日 13時 30分～15時 00分） 

   ３．小児科領域 サブスペシャルティ連絡協議会報告  

   ４．サブスペ領域の専門医認定・更新整備基準等の進捗報告について 

   ５．次回会議予定： 

     3月 11日(金)18時 00分～19時 30分 第 12回（通算 21回）サブスペ領域検討委員会 

  Ⅱ．審議事項 

   １．既認定 23 領域整備基準審査について 

    1）既認定 21領域の委員会メール審議結果について 

   ２．2020 年申請済領域の日程とシステムの課題について 

    1）今後の日程 

    2）プログラム・カリキュラムの申請方法について 

      2022年 4月研修開始サブスペシャルティ領域プログラム・カリキュラム申請要項(案) 

   ３．学会（領域）認定・機構承認の認定と承認について 

    1）調査票（レビューシート）(案)について 

    2）日程について 

   ４．精神科領域と麻酔科領域の構成員変更について 

   ５．内分泌外科からの嘆願書について 

  Ⅲ．その他 

 

 

 



77 
 

2021年度第 12回（通算第 21回）サブスペシャルティ領域検討委員会 議事次第 

 日 時：2022 年 3月 11日（金） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （東京都千代田区内幸町 2丁目 2−2 富国生命ビル 23階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委 員 長  渡辺  毅 

     副委員長  大川  淳（Web） 

     委  員  池田 徳彦（Web）、楫   靖（Web）、高橋 孝雄（Web）、 

           羽鳥  裕（Web）、宮崎 俊一（Web）、森  隆夫（Web） 

     理 事 長  寺本 民生 

     監  事  松原 謙二  

     事務局長  堀部 眞人 他 

     オ ブ ザ ー バ ー   市川 智彦（Web） 

     厚 生 労 働 省   野口 裕輔（Web）、福田 亮介（Web）   （五十音順 敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．報告事項  

   １．2021 年度第 11 回（通算 20回）検討委員会の議事概要（案）について 

   ２．2月 10日開催サブスペ領域専門医制度の説明・意見交換会の議事概要(案)について 

   ３．既認定 23 領域整備基準審査 結果報告について（訂正版） 

     2/18 理事会で承認、仮承認、承認保留の 3段階で承認 

    1）審査報告後の領域からの申し入れと回答について 

     （内科学会／消化器外科領域／腫瘍内科領域／脳神経内科領域／老年科領域／ 

     膠原病・リウマチ内科領域／アレルギー領域） 

   ４．回答書報告：内分泌外科学会からの嘆願書          

   ５．次回会議予定：  

     4月 8日(金)18時 00 分～19時 30分 第 1回（通算 22回）サブスペ領域検討委員会 

  Ⅱ．審議事項 

   １．2021 年度機構認定新規申請 RS審査について 

    1）新規申請 13領域の外形基準審査と評価・認定方法について 

    2）今後の日程について 

    3）委員からの意見について                 

   ２．既認定 23 領域の整備基準審査後の今後の対応について 

    1）今後の日程について                 

    2）サブスペシャルティ領域認定証（案）について     

    3）委員からの提案について 

   ３．学会（領域）認定・機構承認の認定と承認について  

    1）制度の定義と申請・承認日程について    

    2）連絡協議会未設置領域への対応について 

     （基本領域で未設置：皮膚科、眼科、臨床検査、リハビリ科の 4領域） 

   ４．通常研修領域における同時並行研修とサブスペ専門医取得上限について 

    1）基本領域 2つ目とサブスペ通常研修領域の同時並行研修について 

    2）サブスペ領域の専門医取得上限について  

   ５.サブスペ領域の専門医認定・更新整備指針と認定試験指針について 

  Ⅲ. その他 
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１９．サブスペ領域の基本的問題に関するワーキンググループ（委員長：寺本民生） 

 

サブスペシャルティ領域の基本的問題に関するワーキンググループ 

委員：池田 徳彦、高橋 孝雄、宮崎 俊一、森  隆夫 

オブザーバー：寺本 民生（理事長）、渡辺  毅（サブスペ領域検討委員会委員長） 

 

1．座長の選出：互選により、寺本理事長が推薦され、決定した。 

2．目的：サブスペシャルティ領域の認定についての基本的な考え方、特に小児科関係のように規

模として大きくはないが政策的にも必要とされている領域の考え方や、学会認定・機構承認のサ

ブスペシャルティ領域の考え方を整理する。 

３．2022年 3月 29日の第 1回目のワーキンググループが開かれ、現在の理事会の任期中に、 

一定の報告書を提出することとされた。 

 

 

第 1回サブスペシャルティ領域の基本的問題に関するワーキンググループ会議 

 日 時：2022 年 3月 29 日（火） 16時 00分～17時 30分  

 場 所：日本専門医機構会議室 

     （東京都千代田区内幸町 2丁目 2－2富国生命ビル 23階） 

     （Zoom ビデオ会議システムによる Web会議） 

 出席者：委  員  池田 徳彦（Web）、高橋 孝雄、宮崎 俊一（Web）、森  隆夫（Web） 

     オ ブ ザ ー バ ー  寺本 民生、渡辺  毅 

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

 議事次第  

  Ⅰ．設置の主旨 

   1.本ワーキンググループ設置について～開催要綱 

  Ⅱ．WGの運営等 

   1.WG の庶務は機構サブスペシャルティ部が担う。 

   2.WGは Web会議システムを用いたオンライン開催とし原則公開とする。 

   3.WG は 4月から 5月までの間に 3回程度開催し、結論を取りまとめてサブスペ領域検討 

    委員会に報告した後に 6月の理事会に報告する。 

  Ⅲ.ワーキンググループの座長（仮称）の選任について 

  Ⅳ.議論のための論点整理 

   1.日本専門医機構でのサブ領域に関する決定事項の確認 

   2.複数の基本領域から成るサブ領域に関する連絡協議会を形成する基本領域以外の領域の 

    条件と研修形式について 

   3.新規機構認定における基本的な考え方 

    ・小児科系領域について 

    ・技術的・横断的領域について 

    ・総合内科などジェネラリストをどのように捉えるか 

    ・専門医取得数の上限に関する問題 

  【第 2回会議での議論事項（仮）】 

   4.学会認定・機構承認の位置づけ（機構認定との差別化や特徴など） 

   5.23 既認定領域の取り扱い 

  【第 3回会議での議論事項(仮)】 

   6.将来的展望として、機構がサブスペ管理できるような組織形態の在り方（試験運用も含む）  
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  Ⅴ.今後の進め方について 

    学会認定機構承認のサブスペ領域専門医制度の在り方および既認定 23領域の運用、 

    サブスペ管理にかかる機構の組織形態についてあるべき姿について取りまとめる。 

 

 

２０．サブスペシャルティ領域専門医認定・更新基準検討ワーキンググループ（委員長：大川淳） 

 

サブスペシャルティ領域における専門医制度の策定と認定を進め、サブスペシャルティ領域専門

医認定・更新整備指針を作成した。サブスペシャルティ領域学会へ補足説明に関する説明会を行

った。 

 

 

第 1回サブスペシャルティ領域専門医認定・更新基準検討ワーキンググループ 

 日 時：2021 年 11 月 12 日（金） 14時 30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： 

  専門医認定･更新委員会 

    委員長  大川  淳 

    委員   池田 徳彦、今川 彰久、高瀬 圭、高見 秀樹、土井 庄三郎、 

         徳永 英樹 

    理事長  寺本 民生 

    事務局  堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．寺本理事長、大川委員長からのご挨拶 

  ２．各委員のご挨拶 

  ３．サブスペ領域の専門医認定・更新について 

  ４．次回の開催について（12月、1月開催予定、調整のご依頼） 

  ５．その他 

 

 

第 2回サブスペシャルティ領域専門医認定・更新基準検討ワーキンググループ 

 日 時：2021 年 12 月 14 日（火） 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   池田 徳彦、今川 彰久、高瀬 圭、高見 秀樹、徳永 英樹 

    理事長  寺本 民生 

    事務局  堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．前回議事録の確認 

  ２．整備基準（案）の訂正と追加について 

   ・ダブルボードについて 

   ・同時更新について 

   ・基本領域の補足説明改訂にともなう変更点について 

   ・共通講習の主催、共催、協賛、後援の定義について 

  ３．整備基準（案）の検討について 
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  ４．次回の開催について 

  ５．その他 

 

 

第 3回サブスペシャルティ領域専門医認定・更新基準検討ワーキンググループ 

 日 時：2022 年 1月 21 日（金） 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   池田 徳彦、今川 彰久、高瀬 圭、高見 秀樹、土井 庄三郎、 

         徳永 英樹 

    理事長  寺本 民生 

    事務局  堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．前回議事録の確認 

  ２．整備基準（案）における前回からの検討事項について 

   ・専門医認定試験指針 

   ・認定期間について 

   ・共通講習について 

   ・連続して複数回の更新を経た専門医の更新について 

   ・基本領域の補足説明の改訂に伴う変更点について 

   ・機構内の他委員会と整理が必要な検討事項について 

  ３．各委員からのご意見について 

  ４．日本専門医機構 認定二次審査・認定証発行手順 

  ５．その他 

 

 

第 4回サブスペシャルティ領域専門医認定・更新基準検討ワーキンググループ 

 日 時：2022 年 2月 18 日（金） 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   今川 彰久、高瀬 圭、高見 秀樹、土井 庄三郎、徳永 英樹 

    理事長  寺本 民生 

    事務局  堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．前回議事録の確認 

  ２．前回からの検討事項について 

   ・専門医試験指針（案）の変更点 

   ・整備基準（案）の変更点 

   ・合同委員会での検討事項について 

  ３．その他 
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２１．総合診療専門医検討委員会（委員長：羽鳥裕） 

 

関連する各部会が中心となって以下の事業活動を行った。 

１）プログラム関連事業 

 ・内科とのダブルボードに関する専門研修制度の構築 

 ・総合診療を基本領域とするサブスペシャルティ領域協議会の設置 

２）専門研修支援事業 

 ・オンライン研修手帳の整備 

 ・専門研修のオンライン管理システムの構築 

 ・専攻医説明会、プログラム統括責任者会議の実施（各 2回、3回） 

 ・2021年度研修開始の専攻医向け「オリエンテーション」の企画・実施 

３）認定・更新関連事業 

 ・専門医の認定・更新に関する規定の作成 

 ・特任指導医（指導医）の認定・更新に関する規定の作成 

 ・専門医への移行措置の規定の作成 

４）講習会関連事業 

 ・プログラム統括責任者講習会、特任指導医講習会の実施（各 4回、4回） 

５）試験・テキスト関連事業 

 ・専門医認定試験（CBT 試験、面接試験）の企画・実施 

 ・専門医更新の領域講習としての学修コンテンツの企画 

６）広報関連事業 

 ・総合診療専門医の新規ホームページの構築 

 ・臨床研修医向けの説明会の実施（2回） 

７）その他 

 ・プログラム整備基準の整備・改定 

 ・新専門医に関する管理システムの構築 

 ・総合診療領域「あり方検討ワーキング G」の設置・運営 

 ・2021年度研修修了予定の専攻医向け「壮行会」の企画・実施 

 

 

令和 3年度 第 1回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 4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（WEB） 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） 清水 貴子（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） 

     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（WEB） 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 11回総合診療専門医検討委員会(3 月 4 日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   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 
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    (1) 医療資源の乏しい地域について 

    (2) 特任指導医更新要件について 

   ２．プログラム部会より 

    (1) プログラムの変更申請の時期について 

    (2) 聖母病院からのプログラム申請について 

    (3) 医療資源の乏しい地域の申請について 

    (4) プログラムの取り下げについて 

    (5) プログラムの変更申請について 

    (6) 移籍申請書（2件） 

   ３．認定・更新部会より 

    (1) 総合診療専門医の移行措置案について 

    (2) 総合診療専門医更新時の領域講習について 

    (3) 総合診療専門医認定のための資格審査書類について 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 第 1回サブスペシャルティ検討 WG開催報告 

    (2) 第 6回総務部会開催報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 第 4回広報部会開催報告 

   ３．プログラム部会より 

    (1) 中断届（6件）延長届（4件） 

    (2) 2021年度プログラムの申請期間について 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 第 6回認定・更新部会報告 

   ５．連携部会より 

    (1) ダブルボードに関する日本内科学会からの回答について 

   ６．研修部会より 

    (1) 特任指導医 8郡市区医師会推薦状について 

    (2) 2021年度プログラム統括責任者会議開催について 

    (3) 第 7回研修部会開催報告 

   ７．認定・試験部会より 

    (1) 総合診療専門医認定試験について 

    (2) 試験問題作成に関する他学会との契約について 

    (3) 第 5回認定試験部会開催報告 

   ８．テキスト部会より 

    (1) 学習コンテンツ検討 WG(仮)について 

   ９．専攻医・指導医支援部会より 

    (1) 研修終了壮行会・説明会開催報告 

    (2) 第 5回専攻医・指導医支援部会報告 

   10．その他 

    (1) 機構への提出物の提出方法について 

 

 

令和 3年度 第 2回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 5月 6日（木） 18時 00分～20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） 
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     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 貴子（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） 

     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（WEB） 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 1回総合診療専門医検討委員会(4 月 1 日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   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 

    (1) 医療資源の乏しい地域について 

    (2) 大学病院の病床の規定について 

   ２．広報部会より 

    (1) 総合診療専門医検討委員会の SNSでの情報発信の開始について 

   ３．システム部会より 

    (1) 新たな研修プログラム管理システム導入に向けた進捗状況について 

   ４．プログラム部会より 

    (1) カリキュラム制整備基準改訂について 

    (2) プログラムの変更申請について 

    (3) 日本内科学会からのお問合せについて 

    (4) 特別措置申請書の扱いについて 

    (5) 移籍申請書（1件） 

   ５．認定・更新部会より 

    (1) 特任指導医の移行措置案について 

    (2) 総合診療専門医の認定と更新について 

    (3) 多様な地域における診療実績申告書について 

    (4) 総合診療専門医認定のための資格書類の有効期限について 

   ６．研修部会より 

    (1) 新指導医要件について 

   ７．テキスト部会より 

    (1) テキスト部会組織体制について 

   ８．その他 

    (1) 2021 年度プログラム申請について 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 第 2回サブスペシャルティ検討 WG開催報告 

    (2) 第 1回総務部会開催報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 新ホームページの構成について 

    (2) 第 1回広報部会開催報告 

   ３．プログラム部会より 

    (1) 中断届（2件） 

    (2) 内科研修について 

    (3) 2021 年度プログラム審査についてのお願い 

    (4) 第 5回プログラム部会報告 
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   ４．認定・更新部会より 

    (1) 総合診療専門研修プログラム修了に関する提出書類の査読について 

    (2) 第 7回、第 8 回認定・更新部会開催報告 

   ５．連携部会より 

    (1) ダブルボードに関する日本内科学会からの回答について 

    (2) 第 2回連携部会（小児担当、救急担当）開催報告 

   ６．研修部会より 

    (1) 特任指導医認定証番号・発行日について 

    (2) 2021 年度第 1 回研修部会開催報告 

   ７．テキスト部会より 

    (1) 2021 年度第 1回テキスト部会開催報告 

   ８．専攻医・指導医支援部会より 

    (1) 5 月 30 日開催 2021 年度第 1回研修医説明会について 

    (2) 2020 年度第 2回専攻医説明会質疑応答の会 開催報告（2/23 開催） 

    (3) 2021 年度第 1回専攻医・指導医支援部会開催報告 

   ９．その他 

    (1) 専攻医登録管理料システム使用料入金状況 

    (2) 2021 年度総合診療専門医検討委員会開催予定表 

 

 

令和 3年度 第 3回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 6月 3日（木） 16時 30分～18時 00分 

 場 所：リージャス丸の内新国際ビルビジネスセンター 会議室 

 出席者：委 員 長 羽鳥  裕（WEB） 

     副委員長 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 貴子（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）  

     監  事 松原 謙二 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB）  

     委  員 横山 彰仁 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 2回総合診療専門医検討委員会(5 月 6日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   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 

    (1) 大学病院の病床規程について 

    (2) プログラム廃止について 

    (3) 小児科・救急科の研修について 

   ２．プログラム部会より 

    (1) プログラム取り下げについて 

    (2) カリキュラム制移行申請について 

    (3) 移籍申請書(8 件)、ハラスメント報告(1 件)について 

   ３．認定・試験部会より 

    (1) 来年度試験に向けた準備について 

   ４．その他 
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    (1) 委員長挨拶文について（ホームページ掲載分） 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 第 2回総務部会開催報告 

    (2) 第 3回サブスペシャルティ検討 WG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) 総合診療版 J-OSLER における査読者への閲覧権限付与について 

   ４．プログラム部会より 

    (1) プログラム認定日について 

    (2) 中断届 2 件・延長届 2 件・再開届 1 件 

   ５．連携部会より 

    (1) 日本内科学会とのダブルボード打合せについて 

    (2)内科研修における外来症例と入院コンサルタント症例について 

   ６．研修部会より 

    (1) 第 1回プログラム統括責任者会議(5/30)開催報告 

    (2) 第 2回研修部会開催報告 

   ７．認定・試験部会より 

    (1) 試験問題作成に関するスケジュールについて 

    (2) 第 6回認定試験部会開催報告 

   ８．生涯学修部会より 

    (1) 生涯学修部会活動案について 

    (2) 第 2回生涯学修部会開催報告 

   ９．専攻医・指導医支援部会より 

    (1) 第 1回専攻医説明会・質疑応答の会(7/11 開催)について 

    (2) 第 1回研修医説明会(5/30)開催報告 

    (3) 第 2回専攻医・指導医支援部会開催報告 

 

 

令和 3年度 第 4回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 6月 29 日（火） 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 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） 清水 貴子（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） 

     監  事 松原 謙二 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB）  

     委  員 北村  聖     横山 彰仁 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 3回総合診療専門医検討委員会(6 月 3日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．システム部会より 

    (1) GRS の追加機能に関するコンペについて 
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     ①第 3回選定について 

     ②第 3回各社からの提案について 

     ③当日配布資料 

     ④参考：第 1回・第 2回各社提案について 

   ２．プログラム部会より 

    (1) プログラム取り下げについて 

    (2) 小児科・救急科ブロック研修ができない場合の申請書 

   ３．認定・試験部会より 

    (1) 特任指導医の専門医への移行措置に係る規則（案）について 

   ４．生涯学修部会より 

    (1) 部会員の追加について 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 新ホームページにおける各部会一覧のページ構成について 

    (2) 第 3回総務部会開催報告 

    (3) 第 4回サブスペシャルティ検討 WG開催報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 第 3回広報部会開催報告 

   ３．プログラム部会より 

    (1) プログラムの申請について 

    (2) 機構への提出物に関する HP掲載の更新について 

    (3) 中断届 3件・延長届 3件 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 認定・更新拡大部会開催報告 

    (2) 第 9回認定・更新部会開催報告 

   ５．研修部会より 

    (1) 第 1回プログラム統括責任者会議アンケート 

    (2) 第 2回研修部会開催報告（一部修正） 

    (3) 第 3回研修部会開催報告 

   ６．認定・試験部会より 

    (1) 専門医認定試験についてのアンケート回答について 

    (2) 幹事会議開催報告 

   ７．生涯学修部会より 

    (1) 第 3回生涯学修部会開催報告 

   ８．その他 

    (1) 運営委員会での資料の誤提出について 

 

 

令和 3年度 第 5回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 8月 3日（火） 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 石松 伸一（WEB） 大平 善之（WEB） 清水 貴子（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） 

     監  事 松原 謙二 
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     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB）  

     委  員 有岡 宏子     金丸 吉昌     北村  聖 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 4回総合診療専門医検討委員会(6 月 29日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．システム部会より 

    (1) GRSシステム業者検討について 

   ２．プログラム部会より 

    (1) カリキュラム制整備基準の改訂について 

    (2) カリキュラム制に関する問い合せについて 

    (3) カリキュラム制移行申請について 

    (4) プログラム申請書のリマインドについて 

   ３．認定・試験部会より 

    (1) 特任指導医の専門医への移行措置に係る規則(案)について 

    (2) 総合診療専門医の更新基準案について 

   ４．連携部会より 

    (1) 内科領域とのダブルボード公開について 

   ５．その他 

    (1) 委員推薦について(基本領域連絡委員会より) 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 第 4回サブスぺシャルティ検討 WG開催報告 

    (2) 第 4回・第 5回総務部会開催報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 第 4回広報部会開催報告 

   ３．プログラム部会より 

    (1) 臨床研究医コースについて 

    (2) 中断届（2 件））・延長届（4 件）について 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 研修修了に関する書類提出の審査報告について 

    (2) 第 10回認定・更新部会開催報告 

   ５．第 4回・第 5回連携部会より 

    (1) 連携部会開催報告 

   ６．研修部会より 

    (1) 特任指導医推薦状について 

    (2) 第 2回プログラム統括責任者会議(9/5)開催について 

    (3) 第 4回研修部会開催報告 

   ７．認定試験部会より 

    (1) 総合診療専門医試験情報(2021 年 7 月公開版)について 

    (2) 第 7回認定試験部会開催報告 

   ８．生涯学修部会より 

    (1) 第 4回生涯学修部会開催報告 

   ９．専攻医・指導医支援部会より 

    (1) 第 2回研修医説明会・第 2回専攻医説明会質疑応答の会 開催について 

    (2) 第 1回専攻医説明会(7/11) 開催報告 

    (3) 第 3回・第 4回専攻医・指導医支援部会 開催報告 
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令和 3年度 第 6回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 9月 2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 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 貴子（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） 

     監  事 松原 謙二 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB） 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 5回総合診療専門医検討委員会(8 月 3日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．プログラム部会より 

    (1) 研修施設の追加申請について 

    (2) 募集定員の増加申請について 

    (3) へき地研修猶予申請について 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 第 1回総合診療ハラスメント検討 MTG開催報告 

    (2) 第 6回総務部会開催報告 

   ２．プログラム部会より 

    (1) プログラムの取り下げについて 

    (2) プログラム更新についての進捗報告 

    (3) ブロック研修できない場合の申請について 

    (4) 様式の変更について 

    (5) 臨床研究医コースについて 

    (6) 研修中断届出書（8 件）研修延長届出書（3 件） 

   ３．認定・更新部会より 

    (1) 研修修了に関する書類提出の審査報告について 

    (2) 日本専門医機構による総合診療講習会の基準について 

    (3) 第 11回認定・更新部会開催報告 

   ４．連携部会より 

    (1) 内科領域とのダブルボード最終合意事項の公開について 

   ５．研修部会より 

    (1) 第 1回プログラム統括責任者会議開催報告 

    (2) 特任指導医受講資格（HP 修正）について 

    (3) 第 5回研修部会開催報告 

   ６．認定試験部会より 

    (1) 認定試験部会報告 

   ７．生涯学修部会より 

    (1) 第 1回総合診療生涯学修ワークショップ開催について 

    (2) 第 5回生涯学修部会開催報告 

   ８．専攻医・指導医支援部会より 
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    (1) 第 4回専攻医・指導医支援部会開催報告 

    (2) 壮行会議事概要・説明会開催報告 

 

 

令和 3年度 第 7回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 10 月 5日（木） 18時 00分～19時 30分 

 場 所：WEBまたはリージャス丸の内新国際ビルビジネスセンター 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） 北村  聖（WEB） 清水 貴子（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） 

     監  事 松原 謙二 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB） 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第： 

  Ⅰ．第 6回総合診療専門医検討委員会(9 月 2 日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．総務部会より 

    (1) 総合診療領域からの要望書(案)について 

    (2) 総合診療サブスペシャルティ検討 WG報告書について 

   ２．広報部会より 

    (1) 総合診療新ホームページ TOPページデザイン案について 

   ３．プログラム部会より 

    (1) 研修についての問合せについて 

    (2) 連携施設の追加申請について 

    (3) プログラム統括責任者交代と募集定員の増員申請について 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 専門医機構等による総合診療講習会の認定について 

   ５．その他 

    (1) 総合診療専門医検討委員会の英語表記について 

    (2) 令和 3年（2021 年）度版日本専門医制度概報について 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 第 6回・第 7回総合診療サブスペシャルティ検討 WG開催報告 

    (2) 第 2回総合診療ハラスメント検討 MTG開催報告 

    (3) 第 1回領域講習検討 MTG 開催報告 

    (4) 第 7回総務部会報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 第 5回広報部会開催報告 

   ３．プログラム部会より 

    (1) 専門研修延長届出書(2 件) 

    (2) 初期研修が遅れた専攻医の扱いについて 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 認定更新基準案について 

    (2) 第 12回認定・更新部会開催報告 
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   ５．連携部会より 

    (1) 内科領域とのダブルボード最終合意事項の公開について 

   ６．研修部会より 

    (1) 第 2回プログラム統括責任者会議における質問の対応について 

    (2) 第 2回プログラム統括責任者会議開催報告について 

    (3) アンケート報告(第 1 回特任指導医・プログラム統括責任者講習会) 

    (4) 第 6回研修部会開催報告 

   ７．認定試験部会より 

    (1) 総合診療専門医試験情報の追記について 

    (2) CBT試験および面接試験の実施報告 

    (3) 第 8回認定試験部会開催報告第 2 回総合診療生涯学修 WS開催について 

   ８．生涯学修部会より 

    (1) 第 1回総合診療生涯学修 WS開催報告について 

    (2) 第 2回総合診療生涯学修 WS開催について 

   ９．専攻医・指導医支援部会より 

    (1) 第 5回専攻医・指導医支援部会開催報告 

    (2) 第 2回研修医説明会開催報告 

   10．その他 

    (1) 厚生労働省からの専門医の広告表示に関する施行通知について 

 

 

令和 3年度 第 8回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 11 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 石松 伸一（WEB） 大平 善之（WEB） 金丸 吉昌（WEB） 

          清水 貴子（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） 

     監  事 松原 謙二 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB） 

     委  員 有岡 宏子     北村  聖     横山 彰仁 

          渡辺  毅 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 7回総合診療専門医検討委員会(10 月 5日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．総務部会より 

    (1) 総合診療サブスペシャルティ領域連絡協議会設置について 

   ２．プログラム部会より 

    (1) 研修施設追加申請について 

    (2) カリキュラム制研修開始の理由書（2 件）移籍申請書（2 件） 

   ３．連携部会より 

    (1) ダブルボードカリキュラム制基準について 

   ４．研修部会より 

    (1) 第 2回プログラム統括責任者会議アンケートからの問合せ 

  Ⅲ．報告事項 
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   １．総務部会より 

    (1) 第 8回サブスペシャルティ検討 WG開催報告 

    (2) 第 2回ハラスメント MTG開催報告告 

    (3) 第 8回総務部会開催報告 

   ２．プログラム部会より 

    (1) 専門研修再開届出書(1 件)・延長届出書(2 件)・中断届出書(1 件)  

   ３．認定・更新部会より 

    (1) 第 13回認定・更新部会開催報告 

   ４．研修部会より 

    (1) 第 2回プログラム統括責任者会議開催報告 

    (2) 第 6回研修部会開催報告 

   ５．認定試験部会より 

    (1) 専門医認定試験 実施後報告書について 

    (2) 第 9回認定試験部会開催報告 

   ６．生涯学修部会より 

    (1) 第 6回生涯学修部会開催報告 

   ７．専攻医・指導医支援部会より 

    (1) 第 1回専攻医説明会・質疑応答の会 開催報告 

    (2) 第 2回研修医説明会開催報告 

    (3) 第 6回専攻医・指導医支援部会 開催報告 

 

 

令和 3年度 第 9回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2021 年 12 月 1日（水） 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（WEB） 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） 清水 貴子（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） 

     監  事 松原 謙二 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB） 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 8回総合診療専門医検討委員会(11 月 4日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．総務部会より 

    (1) 総合診療ハラスメント細則の規定について 

     ①ハラスメント細則について 

     ②プログラム整備基準の改訂について 

     ③フローチャート(案)について 

     ④外部相談窓口について 

    (2) 総合診療在り方 WG メンバーについて 

   ２．広報部会より 

    (1) 総合診療の魅力を伝える動画について 

   ３．プログラム部会より 



92 
 

    (1) プログラム統括責任者の変更および研修施設追加について 

    (2) へき地・過疎地域研修猶予申請について 

    (3) 内科研修に関する問合わせについて・総診Ⅱと内科の重複研修について 

    (4) 救急科研修に関する問い合わせについて 

    (5) プログラム統括責任者の要件に関する問合わせについて 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 2021年度総合診療医専門医試験の合格基準について 

    (2) 一次審査報告書（保管リスト含）について 

    (3) 総合診療講習会認定のフローについて 

    (4) 総合診療講習会認定および単位証発行・交付の流れ 

   ５．その他 

    (1) 総合診療サブスぺシャルティ連絡協議会設置申請について 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 第 1回総合診療在り方検討 WG開催報告 

    (2) 第 9回総務部会開催報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 第 6回広報部会開催報告 

   ３．プログラム部会より 

    (1) 専門研修中断届出書(1 件)について 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 第 14回臨時 認定・更新部会開催報告 

   ５．研修部会より 

    (1) 第 8回研修部会開催報告 

   ６．認定試験部会より 

    (1) 第 9回認定試験部会開催報告 

    (2) 総合診療専門医試験結果報告 

   ７．生涯学修部会より 

    (1) 第 1回生涯学修部会・研修部会合同 WG開催報告 

    (2) 第 7回生涯学修部会開催報告 

   ８．専攻医・指導医支援部会より 

    (1) 第 6回専攻医・指導医支援部会 開催報告 

    (2) 第 2回専攻医説明会・質疑応答の会 開催報告 

   ９．その他 

    (1) 事務局担当について 

 

 

令和 3年度 第 10回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2022 年 1月 6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 有岡 宏子（WEB） 石松 伸一（WEB） 大平 善之（WEB）  

          金丸 吉昌（WEB） 清水 貴子（WEB） 清水 俊明（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） 

     監  事 松原 謙二（WEB） 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB） 
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 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 9回総合診療専門医検討委員会(12 月 1日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．総務部会より 

    (1) 部会長・委員の変更追加について 

    (2) 在り方検討 WGのメンバーについて 

    (3) 日本老年医学会からの連絡について 

    (4) 部会名変更について 

    (5) 事業計画について 

   ２．広報部会より 

    (1) 総合診療の魅力を伝える動画について 

   ３．プログラム部会より 

    (1) プログラム整備基準改訂について 

    (2) カリキュラム制研修制度改訂について 

    (3) 2022年度プログラム申請に関する問い合わせについて 

    (4) 東京都地域枠の専攻医の取り扱いについて 

    (5) 救急科研修施設の追加申請について 

    (6) 休止期間中の論文発表について 

    (7) 救急科をブロック研修できない場合の理由書について 

    (8) 専門研修プログラム修了証明書改訂について 

    (9) 専門研修移動申請書(2 件)・ハラスメントについて 

    (10) 公民館等での診療に関する問い合わせについて 

   ４．認定試験部会より 

    (1) 第 1回総合診療専門医試験結果通知書について 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 総合診療サブスペシャルティ領域連絡協議会の構成員について 

    (2) 第 2回総合診療在り方検討 WG開催報告 

    (3) 第 10回総務部会開催報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 新 HPについて 

    (2) 第 7回広報部会開催報告 

   ３．プログラム部会より 

    (1) 第 6回プログラム部会開催報告 

    (2) 延長届（1件）・中断届(4件)について 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 第 15回認定・更新部会開催報告 

   ５．連携部会より 

    (1) 内科研修に関する打ち合せ議事概要 

   ６．研修部会より 

    (1) 第 9回研修部会開催報告 

   ７．生涯学修部会より 

    (1) 第 2回総合診療生涯学修 WS開催報告 

    (2) 第 2回生涯学修・研修部会合同 WG開催報告 

    (3) 第 8回生涯学修部会開催報告 

   ８．専攻医・指導医支援部会より 

    (1) 第 7回専攻医・指導医支援部会開催報告 
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   ９．認定試験部会より 

    (1) 第 11回認定試験部会（WEB会議）開催報告 

   10．その他 

    (1) 商標登録の契約について 

    (2) 2022年度収支予算について 

    (3) 2022年 4～6月の総合診療検討委員会開催日時について 

    (4) 事務局担当表（総合診療、日本専門医機構） 

 

 
令和 3年度 第 11回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2022 年 2月 1日（火） 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 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 貴子（WEB） 

          野村 英樹（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） 

     監  事 松原 謙二 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB） 内藤 俊夫（WEB）  

     委  員 太田 光泰     清水 俊明     田妻  進 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

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

  Ⅱ．協議事項 

   １．総務部会より 

    (1) 2022年度事業計画、収支予算について 

   ２．広報部会より 

    (1) 総合診療の魅力を伝える動画について 

   ３．プログラム部会より 

    (1) 総合診療と日本内科学会との打ち合せについて 

    (2) 順天堂大学専攻医の取り扱いについて 

    (3) 小児救急に関する問い合わせについて 

    (4) 機構への提出物の提出期限について 

    (5) 研修施設の追加について 

    (6) プログラム廃止申請について 

    (7) 指導医が同時に指導できる専攻医の人数について 

    (8) J-GOAL に登録する救急科指導医数について 

    (9) プログラムの申請を 5年ごとにすることについて 

   ４．認定・更新部会より 

    (1) 特任指導医の専門医試験受験について 

   ５．研修医・専攻医支援部会より 

    (1) 研修医・専攻医支援部会 専攻医会（仮） 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 日本老年医学会との打ち合わせ 

    (2) 総合診療在り方検討 WG 開催報告 

    (3) 総合診療ハラスメント WG開催報告 
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    (4) 第 11回総務部会開催報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 新 HPについて 

    (2) 第 8回広報部会開催報告 

   ３．システム部会より 

    (1) 拡大システム部会開催報告 

   ４．プログラム部会より 

    (1) 辞退届（1件）・中断届（2件）について 

    (2) 合同会議（プログラム部会、認定・更新部会）開催報告 

   ５．認定・更新部会より 

    (1) 第 16回認定・更新部会開催報告 

    (2) 一次審査報告について 

   ６．専門医・指導医部会より 

    (1) 第 3回プログラム統括責任者会議開催報告 

    (2) 第 10回専門医・指導医部会開催報告 

   ７．認定試験部会より 

    (1) 試験受験者への合否連絡について 

   ８．生涯学修部会より 

    (1) 第 9回生涯学修部会開催報告 

   ９．研修医・専攻医支援部会より 

    (1) 第 8回専攻医・指導医支援部会開催報告 

 

 

令和 3年度 第 12回総合診療専門医検討委員会 

 日 時：2022 年 3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 生坂 政臣（WEB） 

     委  員 有岡 宏子（WEB） 石松 伸一（WEB） 太田 光泰（WEB） 

          大平 善之（WEB） 金丸 吉昌（WEB） 清水 貴子（WEB） 

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

          山田 隆司（WEB） 吉田 素文（WEB） 

     監  事 松原 謙二 

     オ ブ ザ ー バ ー 厚生労働省（WEB） 内藤 俊夫（WEB） 

 事務局：事務局長 堀部 眞人 他                      （五十音順／敬称略） 

 議事次第 

  Ⅰ．第 11回総合診療専門医検討委員会(2 月 1日開催)議事録の確認 

  Ⅱ．協議事項 

   １．プログラム部会より 

    (1) 順天堂地域枠専攻医について 

    (2) カリキュラム制による研修制度の改定について 

    (3) 救急科研修をブロック研修できない場合の理由書について 

    (4) プログラム統括責任者の変更について 

    (5) プログラム申請を 5年にすることについて 

    (6) プログラムの廃止申請について（3件） 

    (7) 岩手県地域枠の専攻医の移動申請書について（移動日の遡及） 

    (8) 移動申請書について（2件） 

    (9) 学会発表・論文発表を証明する書類の猶予措置実施の有無について 
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   ２．認定・更新部会より 

    (1) 特任指導医の受験資格証明について 

   ３．専門医・指導医部会より 

    (1) 特任指導医・新指導医認定・更新要件について 

   ４．研修医・専攻医支援部会より 

    (1) 総合診療専攻医サブスペシャルティニーズ調査について 

   ５．認定試験部会より 

    (1) 第 2回総合診療専門医認定試験に関する公開情報および試験問題作成/面接官依頼 

      について 

   ６．その他 

    (1) コロナ特別措置の延長について 

    (2) HP の FAQ修正について（プログラム・総合診療版 J-OSLER） 

  Ⅲ．報告事項 

   １．総務部会より 

    (1) 順天堂地域枠専攻医 MTG 開催の件 

    (2) 在り方検討 WG開催報告 

    (3) サブスペシャルティ連絡協議会開催報告 

    (4) 第 12回総務部会開催報告 

   ２．広報部会より 

    (1) 新 HPについて（フォント修正） 

   ３．システム部会より 

    (1) GRS システム機能改修スケジュールと進捗状況の報告について 

    (2) 専門医トップページについて 

   ４．プログラム部会より 

    (1) 第 7回プログラム部会報告 

    (2) 施設追加申請の差し戻し報告 

    (3) 中断・辞退届出書（3件）・再開届出書（1件）・延長届出書（1件） 

   ５．認定・更新部会より 

    (1) 第 17回認定・更新部会開催報告 

   ６．連携部会より 

    (1) 総合診療領域と日本内科学会の打ち合せ報告 

   ７．専門医・指導医部会より 

    (1) 第 3回プログラム統括責任者会議開催報告 

    (2) 第 1回プログラム統括責任者会議開催について 

    (3) 第 11回専門医・指導医部会開催報告 

   ８．認定試験部会より 

    (1) 第 1回総合診療専門医認定試験の改変に関するお詫び文について 

   ９．生涯学修部会より 

    (1) 第 3回生涯学修部会・専門医・指導医部会（旧研修部会）合同 WG開催報告 

    (2) 第 4回生涯学修部会・専門医・指導医部会（旧研修部会）合同 WG開催報告 

    (3) 第 10回生涯学修部会開催報告 

   10．研修医・専攻医支援部会より 

    (1) 研修修了壮行会・説明会開催報告について 

   11．その他 

    (1) 専攻医における登録管理料・システム使用料の支払いについて 

    (2) 個人情報保護方針の改訂について 

    (3) スライド資料フォーマット（総合診療共通） 
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【総合診療専門医検討委員会 部会 （原則毎月）】 

 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：太田 光泰） 

 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-専門医・指導医部会（部会長：太田 光泰） 

  ※研修部会より部会名変更 

 ８-認定試験部会（部会長：吉田 素文） 

 ９-生涯学修部会（部会長：谷口 純一） 

 10-研修医・専攻医支援部会（部会長：大橋 博樹） 

  ※専攻医・指導医支援部会より部会名変更 

 

 

２２．地域医療・定員問題検討委員会（委員長：寺本民生） 

 

1，2023年度の専攻医シーリングについては COVID-19が収束を迎えることができず、昨年度と同

様、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、基本的には昨年度制定したシーリング数を踏襲することとした。一方で、一部の診療科では、

2024年度の必要医師数に満たないにもかかわらずシーリングがかかっていることと、現状のシー

リング案では大都市圏周辺の地域への影響はあるものの、遠距離の医師不足地域への影響が認め

られないことから以下のような緩和策を講ずることとした。 

2，特別地域連携プログラム：2024年度の必要医師数に満たない診療科では、1年間の医師不足地

域での研修をする医師数をシーリング数に上乗せすることとした。来年度の上乗せ分については、

各診療科のアンケートに基づいて決定することとした。 

3，子育て支援プログラム：育児介護法の改訂に伴い、子育て世代である専攻医を対象に、先の特

別地域連携プログラムを行ったプログラムに 1名の上乗せをすることとした。 

4，シーリングの代替案の検討：シーリングに替わりうる方法として、マッチング制度の本格的な

検討に入り、実際の専攻医採用時におけるシムレーションを行い、基本的には定員が決定すれば、

時間を要さずにマッチングが決定されることが明らかになり、来年度はさらに基本領域診療科・

自治体との協議を重ね各診療科・地域の定員を決定したうえで試行的な検討に入る予定でいる。 

 

 

第 1回地域医療・定員問題検討委員会 

 日 時：2021 年 11 月 25日（木） 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：委員長  寺本 民生 

     委 員  小熊  豊  北村  聖  久住 一郎  今野 弘之 

          佐藤 豊実  佐藤 慎哉  邉見 公雄 
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     オブザーバー  和光  純（専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ） 

     事務局  堀部 眞人 

 議事次第： 

  １．これまでの議論について 

  ２．マッチングについて 

  ３．その他 

 

 

第 2回地域医療・定員問題検討委員会 

 日 時：2022 年 2月 1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  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  佐藤 豊実  邉見 公雄 

     オブザーバー  和光  純（専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ） 

          厚生労働省 

     事務局  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  １．2023年度シーリングについて 

  ２．マッチングについて 

  ３．その他 

 

 

第 3回地域医療・定員問題検討委員会 

 日 時：2022 年 3月 10日（木） 13時 00～14時 30分 

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

 出席者：委員長  寺本 民生 

     委 員  今村  聡  小熊  豊  佐藤 慎哉  久住 一郎 

          今野 弘之  佐藤 豊実  邉見 公雄 

     オブザーバー  和光  純（専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ） 

          厚生労働省 

     事務局  堀部 眞人 他 

 議事次第： 

  １．2023年度シーリングについて 

  ２．その他 

 

 

【専門医養成数に関る検討協議会 全体会議】 

第 1回 2023 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 11 月 18 日（木） 15時 00分～17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： 

  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  小熊  豊  北村  聖  佐藤 慎哉 

          佐藤 豊実   

  基本領域学会 

     委 員  内科領域     横山 彰仁  宮崎 俊一 
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          小児科領域    岡   明  高橋 尚人 

          皮膚科領域    佐山 浩二  石河  晃  天谷 雅行 

          精神科領域    久住 一郎（兼地域医療・定員問題検討委員） 

                   川嵜 弘詔  神庭 重信 

          外科領域     江口 英利 

          整形外科領域   山本 謙吾  渡辺 雅彦 

          産婦人科領域   関沢 明彦  小出 馨子 

          眼科領域     近藤 峰生  篠田  啓 

          耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子  丹生 健一  小島 博己 

          泌尿器科領域   野々村祝夫  原   勲  福原  浩 

          脳神経外科領域  宮本  享 

          放射線科領域   青木 茂樹  富山 憲幸  山城 恒雄 

          麻酔科領域    山蔭 道明  内野 博之 

          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  櫻庭  実 

          ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 緒方 直史 

          オブザーバー   和光純（専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ） 

          厚生労働省 

          事務局      堀部 眞人  他 

 議事次第： 

  １．今回の協議会のまとめ 

  ２．厚生労働省からの回答 

  ３．機構からの提案 

  ４．その他 

 

 

第 2回 2023 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 12 月 9日（木） 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： 

  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  池田 徳彦  北村  聖  佐藤 慎哉 

          佐藤 豊実  邉見 公雄 

  基本領域学会 

     委 員  内科領域     矢冨  裕  横山 彰仁  宮崎 俊一 

          小児科領域    岡   明  高橋 尚人 

          皮膚科領域    佐山 浩二  石河  晃 

          精神科領域    久住 一郎（兼地域医療・定員問題検討委員） 

                   川嵜 弘詔 

          外科領域     小寺 泰弘  江口 英利 

          整形外科領域   山本 謙吾   

          産婦人科領域   関沢 明彦  小出 馨子 

          眼科領域     近藤 峰生  篠田  啓 

          耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子  丹生 健一 

          泌尿器科領域   原   勲  福原  浩 
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          脳神経外科領域  宮本  享 

          放射線科領域   青木 茂樹  高瀬  圭  山城 恒雄 

                   楫   靖 

          麻酔科領域    山蔭 道明  内野 博之 

          病理領域     大橋 健一 

          臨床検査領域   村上 正巳  山田 俊幸 

          救急科領域    畝本 恭子 

          形成外科領域   木股 敬裕  朝戸 裕貴  櫻庭  実 

          ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科領域 芳賀 信彦  緒方 直史 

          オブザーバー   和光純（専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ） 

                   厚生労働省 

          事務局      堀部 眞人  他 

 議事次第： 

  １．2023年度シーリングに関する専門医機構の方針 

  ２．マッチングについて 

  ３．質疑応答 

  ４．その他 

 

 

第 3回 2023 年度専門医養成数に関する検討協議会 全体会議 

 日 時：2022 年 2月 3日（木） 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： 

  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  池田 徳彦  北村  聖  今野 弘之 

          佐藤 慎哉  佐藤 豊実    

  基本領域学会 

     委 員  内科領域     矢冨  裕  横山 彰仁  宮崎 俊一 

          小児科領域    岡   明  高橋 尚人 

          皮膚科領域    天谷 雅行  佐山 浩二  石河  晃 

          精神科領域    久住 一郎（兼地域医療・定員問題検討委員） 

                   川嵜 弘詔   

          外科領域     小寺 泰弘 

          整形外科領域   中島 康晴 

          産婦人科領域   関沢 明彦  小出 馨子 

          眼科領域     近藤 峰生  篠田  啓 

          耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子  丹生 健一  小島 博己 

          泌尿器科領域   野々村祝夫  福原  浩 

          脳神経外科領域  宮本  享  冨永 悌二 

          放射線科領域   青木 茂樹  富山 憲幸  高瀬  圭 

                   山城 恒雄 

          麻酔科領域    山蔭 道明  内野 博之 

          病理領域     大橋 健一 

          臨床検査領域   村上 正巳  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  緒方 直史 
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          オブザーバー   和光純（専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ） 

                   厚生労働省 

          事務局      堀部 眞人  他 

 議事次第： 

  １．2023年度シーリングについて 

  ２．マッチングについて 

  ３．その他 

 

 

第 4回 2023 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 3月 15 日（火） 14時 00分～16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  兼松 隆之  小熊  豊  北村  聖  今野 弘之 

          佐藤 慎哉  佐藤 豊実  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  森実  真  山崎 研志 

          精神科領域    川嵜 弘詔  神庭 重信 

          外科領域     小寺 泰弘 

          整形外科領域   山本 謙吾   

          産婦人科領域   関沢 明彦  小出 馨子 

          眼科領域     近藤 峰生  篠田  啓 

          耳鼻咽喉科領域  奥野 妙子  小島 博己  丹生 健一 

          泌尿器科領域   野々村祝夫  原   勲 

          脳神経外科領域  宮本  享  冨永 悌二  齊藤 延人 

          放射線科領域   青木 茂樹  高瀬  圭  山城 恒雄 

          麻酔科領域    山蔭 道明  内野 博之 

          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 

          総合診療検討委員会 生坂 政臣 

          オブザーバー   厚生労働省 

          事務局      堀部 眞人  他 

 議事次第： 

  １．2023年度シーリングについて 

  ２．その他 

 

 

２３．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
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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：2021 年 7月 2日（金） 13時 00分～14時 00分 

 場 所：日本専門医機構会議室から Web会議  

 出席者：委員長 森井 英一 

     委 員 有賀  徹  兼松 隆之  佐々木 毅  寺本 民生 

 事務局：堀部 眞人 

 議事次第 

  １. 機構認定専門医の広告問題について 

  ２. その他 

 

 

第 2回広告表示などに関する検討委員会 

 日 時：2022 年 1月 7日（金） 14時 30分～15時 30分 

 場 所：日本専門医機構会議室から Web会議  

 出席者：委員長 森井 英一 

     委 員 有賀  徹  兼松 隆之  佐々木 毅  寺本 民生 

 事務局：堀部 眞人 

 議事次第 

  １.  基本領域機構認定専門医の広告名称について 

  ２.  サブ領域機構認定専門医の広告名称について 

  ３.  その他 

 

 

２４．英文表記に関するワーキンググループ（委員長：南学正臣） 

 

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、「用語集掲載の新語確認書」に追加

収載を行った。また、各学会と連携し専攻医からの依頼による英文の「プログラム在籍証明書」

の発行等の個別対応も行った。全てメール審議で行った。 

 

 

 日 時：第 1回 2021年 06月 01日（火）～06月 02日（水） 

 日 時：第 2回 2021年 06月 03日（木）～06月 09日（水） 

 日 時：第 3回 2021年 10月 14日（水）～10月 18日（月） 

 場 所：（メール審議） 

 出席者：委 員 長  南学 正臣 

     委  員  赤津 晴子  武田 裕子 

     オ ブ ザ ー バ ー  北村  聖（第 2回） 

     事務局長  堀部 眞人 

 議事次第： 

  Ⅰ． 協議事項 

   第 1回 救急医学領域の英文表記の新語申請・登録  

   第 2回 英文専門研修プログラム在籍証明書の策定 

   第 3回 総合診療専門医検討委員会および代表者肩書の英文表記の新語申請・登録 
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