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都道府県医師会長  殿 

 

日 本 医 師 会 長         

原  中  勝  征   

 

 

「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、医師等の専門性に関する資格名等の広告につきまして、今般、新たに、日本看護協会

からの届出が厚生労働大臣に受理されたことに伴い、厚生労働省医政局総務課長より各都道府

県、保健所設置市及び特別区衛生主管部（局）長宛に標記の通知がなされるとともに、本会に

対してもその周知方依頼がありました。 

なお、本件の日本看護協会からの届出にあたり、本会では、別記の意見を厚生労働省に対し

て提出しております。 

また、同通知中の日本リウマチ学会、日本小児歯科学会及び日本看護協会の名称の表記につ

き、それぞれ変更されております。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに、貴会管下郡

市区医師会及び医療機関に対する周知方につき、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 



別  記 

 

・日本看護協会が、認定資格制度を通じて看護職員の研鑽や資質の向上を図るこ

とには異存はない。 

 

・日本医師会として、当該専門性資格の質的な評価や保証をするものではない。 

 

・本件を契機として、１つの団体による多数の資格認定制度の運用の是非、専門

性資格の認定者数、資格制度の運用実績の届出要件への追加等、現在の専門性

資格広告制度の課題について検討することを求める。 

 

・放射線療法自体は、看護師が実施することができないはずであり、認定看護師

としての専門性資格といえるか疑問である。また、がん化学療法看護認定看護

師との峻別が明らかではなく、実施する行為に差はないのではないか。 

 

・医科に関する専門性資格は、各専門の学会が認定するものである。１つの学会

等が多様な資格認定制度を運用している例はないと考える。 

他方、日本看護協会の制度は現在、専門看護師が１０、認定看護師が２１で

ある。関連学会等からの協力も得られ、委員会による運営が行われているとの

ことであるが、同協会に、多数の資格を認定し、管理する能力がどこまで担保

されているのか不明である。 

 

・これまでに広告が認められてきた専門性資格は、1 つの団体につきおおむね１

である。専門性資格の広告制度に数的制限はないが、国民・患者の医療に対す

る信頼を守るためにも、制度の適正な運用が求められる。 

日本看護協会が認定する専門性資格の広告は、すでに２６件が認められてお

り、またこれらの資格は細分化されている。さらに慢性呼吸器疾患看護認定看

護師資格、慢性心不全看護認定看護師資格が２０１２年に認定開始見込みとさ

れるなど、今後も届がなされる可能性がある。 

１つの団体が認定する資格として、現在数（２６件）を超える届出を受理す



ることはいかがなものか。 

また、「がん放射線療法看護認定看護師」は、２０１０年より認定を開始し

たものであり、認定者数も３０人と実績はない。 

 

・専門性資格の広告制度では「専門」を資格名に冠する必要はないが、「専門看

護師」、「認定看護師」がさらに混在する事態は、国民・患者の混乱を招きか

ねず、望ましいものではない。 

 

・医療従事者の確保など地域医療を守る立場から、専門性資格を、診療報酬体系

等に位置づけるような政策が講じられることには反対する。 

 

 

 

 



魍
医政総発0823第6号

平成23年8月23日

社団法人　日本医師会会長　殿

厚生労働省医政局総務課

課髭聾・

「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について

　標記につきまして、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）長あてに通知しましたので

送付させていただきます。その趣旨を御了知いただき、傘下会員に対する周知、協力方よろ

しくお願い申し上げます。



攣

医政総発0823第5号
平成23年8月23日

各〔繋置司衛生主管部（局）長殿
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労醐局総務簸鋤

「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について

　　「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告す

ることができる事項」（平成19年厚生労働省告示第108号）第1条第2号に基づき広告す

ることができる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格

名等については、先に「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」（平成19

年6月18目医政総発第0618001号医政局総務課長通知。以下r平成19年通知」という。）

をもって通知したところであるが、今般、下記のとおり平成19年通知の一部を改正したの
で通知する。

　なお、医師等の専門性に関する資格名を広告するに当たっては、r医業若しくは歯科医業又

は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指

針（医療広告ガイドライン）」（平成19年3月30目付け医政発第0330014号別添）の第3の

5（7）イ①fにあるように、「医師OOOO（○○学会認定OO専門医）」のような形態を
主に想定しているので、当該ガイドラインの趣旨を踏まえた広告内容となるよう、貴管下の

医療機関・関係団体等に対する周知・指導等に当たっては特に留意されたい。

　今般追加される看護師の専門性資格については、r医療法施行規則別表第一の規定に基づく

病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県に報告しなければならない事項」（平成19年厚

生労働省告示第53号）第8条に規定された医療機能情報提供制度の対象となる専門性資格

であるが、平成25年8月22目までの間における当該資格は、医療法施行規則（昭和23
年厚生省令第50号）第1条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する事項に該当しない

ものとすることができることを申し添える。

記

1．平成19年通知の別紙中、看護師の専門性資格の表について、（社）日本看護協会　不妊

症看護認定看護師の項の次に次のように加える。



公益社団法人　日本看護協会 がん放射線療法看護認定看護師 平成23年8月23日 （03）5778－8546

2．平成19年通知の別紙中、r有限責任中間法人　日本リウマチ学会」を「一般社団法人

　日本リウマチ学会」に、「有限責任中間法人　日本小児歯科学会」を「一般社団法人　日本

小児歯科学会」に、「（社）日本看護協会」を「公益社団法人　日本看護協会」に改める。



改正後全文 医政総発第0618001号

平成19年6月、18日

各都道府県衛生主管部（局）長　殿

厚生労働省医政局総務課長

広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について

　r医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告する

ことができる事項」（平成19年厚生労働省告示第108号）’ 謔P条第2号に基づき広告する

ことができる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格名等

は別紙のとおりであり、それぞれの届出受理年月日欄に記載の目以降、広告することが可能に

なったので通知する。

　なお、医師等の専門性に関する資格名を広告するに当たっては、r医業若しくは歯科医業又

は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針

（医療広告ガイドライン）」（平成19年3月30目付け医政発第0330014号別添）の第3の5

（7）イ①fにあるように、r医師○○○○（○○学会認定OO専門医）」のような形態を主

に想定しているので、当該ガイドラインの趣旨を踏まえた広告内容となるよう、貴管下の医療

機関・関係団体等に対する周知・指導等に当たっては特に留意されたい。

　おって、r広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」（平成14年

7月17目付け医政総発第0717001号）は、廃止する。



〔　　　　　　　　　　毒

（別紙）

【医師の専門性資格】

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先

（社）日本整形外科学会 整形外科専門医 平成14年7月17目 （03）3816－3671

（社）日本皮膚科学会 皮膚科専門医 平成14年7月17日 （03）3811－5099

（社）日本麻酔科学会 麻酔科専門医 平成14年7月17目 （03）3815－0590、

「L・

（社）日本医学放射線学会 放射線科専門医 平成14年10月1目 （03）3814－3077

（財）日本眼科学会 眼科専門医 平成14年10月1目 （03）3295－2360

（社）日本産科婦人科学会・ 産婦人科専門医 平成14年10月1目 （03）5842－5452

（社）日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 平成14年12月16目 （03）3443－3085

（仕）日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医， 平成14年12月16目 （03）3814－7921

（社）日本形成外科学会 形成外科専門医． 平成15年2月24目 （03）5287－6773

（社）日本病理学会 病理専門医 平成15年2月24目 （03）5684－6886

（社）日本内科学会 総合内科専門医 平成15年2月24目 （03）3813－5991

（社）日本外科学会 外科専門医 平成15年4月25目 （03）5733－4094

（社）日本糖尿病学会 糖尿病専門医． 平成15年4月25目 （03）3815－4364

（社）日本肝臓学会 肝臓専門医 平成15年4月25目 （03）3812－1567

（社）日本感染症学会 感染症専門医 平成15年4月25目 （03）5842－5845

有限責任輔法人　日本救急医学会 救急科専門医 平成15年6月25目 （03）5840－9870

（社）日本血液学会 血液専門医 平成15年6月25目 （0751752］2844

（社）日本循環器学会 循現器専門医 平成15年6月25目 （075）257－5830



（社）1本呼吸器学会

（財）日本消化器病学会

（社）日本腎臓学会

（社）目本小児科学会

（社）日本内分泌学会

有職任欄法人　日本消化器外科学会

（在）日本超音波医学会

特定非営利活動法人　日本臨床細胞学会

（社）日本透析医学会

（社）日本脳神経外科学会

（社）佃本リハビリテーション医学会

（社）日本老年医学会

特定非営利活動法人目本離外科学会“

特定非営利活動法人　日本血管外科学会

特定非営利活動法人　日本心臓血管外科学会

特定非営利活動法人　日本胸部外科学会

特定非営利活動法人　日本呼吸器外科学会

（社）日本消化器内視鏡学会

特定非営利活動法人・目本小児外科学会

有限責任中離人　日本神経学会

一般社団法人　日本リウマチ学会

呼吸器専門医

消化器病専門医

腎臓専門医

小児科専門医

肉分泌代謝科専門医

消化器外科専門医

超音波専門医

細胞診専門医

透析専門医

脳神経外科専門医

リノ・ビリテーション科専門医

老年病専門医

心臓血管外科専門医

心臓血管外科専門医

心臓血管外科専門医

呼吸器D専門医

呼吸器外科要門医

消化器内視鏡専門医

小児外科専門医

神経内科専門医

リウマチ専門医

平成15年8戸25目

平成15年8．月25目

平成15年8月25目

平成15年8月25目

平成15年11月19目

平成15年11月19日

平成15年12月3目

平成15年12月3目

平成16年3月1目

平成16年3月1目

平成16年3月1目

平成16年3月1目

平成16年3月1目

平成16犀3月1目

平歳16年3月1目

平成16年6月29目

平成16年6月29目

平成16年6月29日

平成16年6月29日

平成16年6月29目

平成16年6月29目
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有限責任中間法人　日本乳癌学会 乳腺専門医 平成16年10月5目
（03）3918－01h

有願任欄法人　日本人類遺伝学会 臨床璋伝専門医 平成17年8月9日 （022）717－8141

（社）日本東洋医学会 漢方専門医 平成17年8月9目 （03）5733－5060

特定非営利活動法人　日本レーザー医学会 レーザー専門医 平成17年8月9目 （03）3219－3571

特定非営利活動法人　日本呼吸器内視鏡学会
気管支鏡専門医 平成18年3，月24目 （03）3238－3011

（社）日本アレルギー学会 アレルギー専門医 平成19年3月7目 （03）3816－0280

有限責任中間法人　日本核医学会 核医学専門医 平成19年3月7目 （03）3947－0976

特定非営利活動法人　日本気管食道科学会 気管食道科専門医 平成19年3月7目 （03）3818－3030

有限責任中間法人　日本大腸肛門病学会 大腸肛門病事由医 平成19年8月2目 （03）3762－4151

特定非営利活動法人　日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 平成19年8月2目 （03）3288－1033

有限責任中間法人　日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 平成19年8月2目『 （03）5282－8808

有限責任中離人　日本熱傷学会 熱傷専門医 平成20年2月，19目 （03）5291－6246

も

特定非営利活動法人　日本脳神経血管内治療学会 脳血管内治療専門医 平成20年2月19目 （03）3239－7264

特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 平成20年2月19目 （03）5361－7079

一般社団法人　日本周産期・一新生児医学会 周産期（新生児）専門医 平成21年7月23目 （03）5228－2074

（社）　日本生殖医学会 生殖医療専門医 平成21年7月23日 （03）3288－7266

一般社団法人　日本小児神経学会 小児神経専門医 平成21年7月23目 （03）3351－4125

特定非営利活動法人日本心療内科学会 心療内科専門医 平成21年11月10目 （047）374－8301

一般社団法人　日本総合病院精神医学会 一般病院連携精神医学専門医 平成21年11月10目 （03）5805－3720



し

【歯科医師の専門性資格】

団体名 資格名 届出受理年月目 連絡先

（社）日本口腔外科学会 口腔外科専門医 平成15年11月19目 （03）579H学91

特定非営利活動法人　日本歯周病学会 歯周病専門医 平成16年10月5目 （03）3947－8891

一雛団法人　日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医 平成18年3月24目 （03）3947－8891

一般社団法人　日本小児歯科学会 小児歯科専門医 平成18年3月24目 （03）3947－8891

特定非営利活動法人　日本歯科放射線学会 歯科放射線専門医 平成22年3月17目 （03）5620－1953

団体名 資格名 届出受理年月目 連絡先

搬社団法人　目本医療薬学会 がん専門薬剤師 平成22年5月14目 （0吊）3406－0787

【薬剤師の専門性資格】

【看護鱒門性盗格】

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先

公益社団法人　日本看護協会 がん看護専門看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 小児看護専門看護師 平成19年6月ユ8日 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 精神看護専門看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益姻法人　日本看護協会 地域看護専門看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益醐法人　目本看護協会 母性看護専門看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益姻法人　目本看護協会 老人看護専門看護師’ 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 がん化学療法看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546



●

公益社団法人　日本看護協会 がん性疼痛看護認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 感染管理認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 救急看護認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 手術看護認定看護師、 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 小児救急看護認定看護師． 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人．日本看護協会 新生児集中ケア認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 摂食・嚥下障害看護認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法パ日本看護協会 透析看護認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

、

公益社団法人　日本看護協会 糖尿病看護認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 乳がん看護認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 訪問看護認定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 感染症看護専門看護師 平成19卑8月2目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 急性・重症患者看護専門看護師 平成19年8月2目 （0＄）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 慢性疾患看護専門看護師 平成19年8月2目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 緩和ケア認定看護師 平成19年8，月2目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 一集中ケア認定看護師 平成19年8月2目 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 認知症看護認定看護師 平成19年8月2目 （03）5778－8546

公益舳法人　日本看護協会 皮膚・排泄ケア認定看護師 平成19年8月2日一　　　　　　　■ （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 不妊症看護認定看護師 平成19年8月2目 （03）5778』8546

公益社団法人．日本看護協会 がん放射線療法看護認定看護師 平成23年8月　日 （03）5フ78－8546




