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各灘司衛生主管部・局・琴．康

厚生労両省医数局総霧課講

　　　　　　　　　　　歴嬰

r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r広告が可能な医師等の専門性に関する資格名奪について」（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、別添新旧対照表のとおり平成19年通知¢）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づては、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○○○○（○○学会認定○○専門医）」のような形態を

主に想定しているので、当該ガイドラインめ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。

　今般追加される医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条に規定され之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27．年5月30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。



改正後

【医師の専門性資格】

（別紙）

L匹　ド

@　　　｝

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先

塑込　日本整形外科学会 整形外科専門医 平成14年7月17日 （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

平成14年7月17日

一
塑日本麻酔科学舎

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

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

幽　日本産科婦人科学会 産婚人科専門医 平成14年10月1日

@、

（03）5昌42－5452

型日本耳細喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
平蔵14年12月16日 （03）3443－3085

鯉込　日本泌尿器科学会 泌犀器科専門医
平成14年12月16白 （03）3814イ921

」遡込　日本形成外科学会 形成外科専門医 平成15年2月24日 （03）5287－6773

病理専門医
平成11年2月24日

蝉
盤日．本病理学会

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

1」幽　日本外科学会 外科専門医 平成15年4月25、日 （03）5733－4094

、

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

一

」遡日本肝臓学会 肝臓専門医． 平成15年4月25日 （03）3812－1567

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

盤日本救急医学会 救急科専門医 平成15年6月25日 （03）5840－9870

鍵日本血液学会 血液専門医

平
成
1
5
年
6
月
2
5
日
t

（075）752－2844

鯉日本循環騨会 循環器専門医 平球15年6却25日 （075）257－5830

』

（傍線部分は改正部分）

現行

【医師の軸棚格】

．（別紙）

団体名 資格名 届出受理年月臼 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日 （03）3816－3671

（社）日本庫膚科学会 皮贋科専門医， 平成14年7月17日 （03）3811－5099

廻し日本麻酔科学会 麻酔網門医 平成14年7月17日

一里林医学放射騨会 放射線科専門医 平成14年10月1日 （03）3814－3077

週L『本眼科学会 眼科専門医’ 平成14年10月1日 （03）3295－2360

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

血目紹鼻咽喉群会 耳鼻咽喉科専門医 平成14年12月16日 （03）3443－3085

遇し日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
平成14年12月1由 （03）3814－7921

血日本形成外榊会、 形成外科専門医 平成15年2月2姻． （03）5287－6773

」越し日本病理学会 病理専門医 平成15年2月2岬

一銭日本内科学会 総合内科専門医 平成15年2月24日 （03）3813－5991

里L日本外科学会， 外科専門医 平成15年4月25日、

@　　　　　’

（03）5733－4094

」蟷L日本糖尿病学会 糖尿病専門医’ 平成15年4月25日 （03）3815－4364

　　　　　　　　　　　　　　　1
v趙L日本肝臓学会 肝臓専門医 平成15年4月25日 （03）3812－1567

止し日本感染症学会．
感桑症専門医 平成15年4月25日 （03）5842－5845

遡込　日本救急医学会 救急科専門医 平成15年6月25日 （03）5840－9870

里L日本血液学会 血液専門医
平成15年6月25日 （075）752」2844

里一本循環器学会 毎環器専門医 平成15年6月25日 （075）257－5830



改正後

型日本呼吸器学会 呼吸器専門医 平成15年8月25日
（03）5805－355ゴ

鯉込　日本消化器病学会
消化器病専門医 平成15年8月25日 （03）3573－4297

鯉日本腎臓学会 腎臓専門医 平成15年8月25日
（0ゴ）5842－413∫

幽趣日本小児科学会 小児科専門医 平成15年8月25日 （93）聞18－0091

型日本内分泌学会 内分泌代囎科専門医 平脚5年11月19日 （075）752－2955

消化器外科専門医 平成15年11月19日

塑
鯉込　日本消化器外科学会

鐸日本鯖波医学会 超音波専門医 平成15年12月3日 （03）6380－3711

鯉．麻臨床納学会 細胞診専門医 平成15年12月3日

一幽日本透析医学会 透析専門医
平氏16年3月1日 （03）5689」0260

型込　日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医， 平成16年3月1日 （03）3812－6226

リハビリテーション科専門医 平成16年3月1日

一．塑込　日本リハビリトション医学会

幽日本老年医学会 老年病専門医 平成16年3月珀 （03）3814二8104

綻捕稀雛人　日本胸部外科学会 。鵬血管外科専門医 平成16年3月坦 （03）3812－4253

儀瘤稀継人　日本血管外科学会 心臓血管外科専門医 平成16年3月1日 （03）3239－7264

傑非鰍融法人　日本心臓血管外科学会 心臓血管外科専門医 平成16年3月1日 （03）5842－2301

特定非鮒離断　日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医 平成16年6月29日
（03）3812－4253

綻猟稀賠人　日本呼吸器外科学会・ 呼吸器外科専門医 平成16年6月29日 （075）254－0545

日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 平成16年明39日

塑趣
綻純利融臥　犀本小児外科学会 小児外科専門医 平成16年6月29日、 （03）5206－6009

趣日本神経学会 神経内科専門医 平成16年6月29自 （03）3815－1080

一般姻臥　日本リウマチ学会 リウマチ専門医 平成16年6月29日 （03）5251－5353

嘱

現行

遙L日本呼吸器学会 呼吸器専門医 平成15年朋25日 （03）5805二3553

」圃L日本消化器病学会 消化器病専門医 平成15年8月25日 （03）3573－4297

」麹＿日本腎臓学会 腎臓専門医 平成15年叩25日 （03）5842r4131

里L日本小児科学会 小児科専門医 平成15年8月25日 （03）3818－0091

載日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医
　　　／
ｽ成15年11月19日 （075）75昇｝2955

超雌盤　日本消化器外科学会 消化器外科専門医 平成15年11月19日

一車L日本儲波医学会 超音波尊前医 平成15南明3日 （03）6380－3711

極遡　日本臨床細胞学会 細胞診専門医 平成15年12月3日

一里L日本騨医学会 透析専門医 平成16年3月1日
（03）5689－6260

並L日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 平成16年3月1日 （03）3812－6226

里L日本リハビリトション医学会 リ’・ビリテーション科専門医 平成16年3月1日

幽里L日本老年医学会 老年締門医 平成16年3月1日 （03）3814－8104

欄利醐日細部外科学会 心臓血管外科専門医 平成16郷月1日 （03）3812－4253

綻非鯛活雛人　日本血管外科学会 心臓血管外科専門医 平成16年3月1日 （03）3239－72q4

，特定捕縮雛人　日本心臓血管外科学会 禰館外纏門医・ 平成16年3月1日 （03）5842－2301

縦組稀琳人　日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医 平成16年6月29日 （03）3812－4253，

特定綿縮雛人　日本呼吸器外科学会 呼吸慕外科専由医 平成16年6月29日 （075）254－0545

里L日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 平成16年6月29日

鯉特定非鰍法人日本小児外科学会． 小児外科専門医 平成16年6月29日 （03）5206－6009

盤　日本神経学会 神経内科専門医 平成16年6月即 （03）3815－1080

一般囲法人　日本リウマチ学会 リウマチ専門医
平成16年6月29白 （03）5251－5353



改正後

鯉日本乳癌学会 乳腺専門医 平成16年10月5日 （03）3918－01111

平成17年8月9日

蝉
盤　日本人類遺伝学会 臨床遺伝亨門医

趣日本東洋医学会 漢方専門医 平成17年8月叩 （03）5733－5060

錠紺稀賠人一’日本レーザー医学会 レーザー専門医
平町年8月9白 （03）3219－3571

航船稀雛人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 平成18年3月24日 （03）3238－3011

アレルギー専門医 平成19年3月7日

蝉
鯉込　日本アレルギー学会

型．日本核医学会
核医輯門医 平成19年3月7日 （03）3947－0976

気管食道科専門医 平成19年3月7日

一
縦非官稲触人　日本気管食道科学会

幽　日本大腸肛門病学会 大腸肛門締門医 平成19年8月2日

鯉特定非鴬稀雛人　日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 平成19年8月2日 （03）3288－1033

廻込　日本ペインクリニフク学会 ペインクリニフク専門医 平成19年明2日
（03）5282－8808

鯉日本熱傷学会 熱傷専門医 平成20年2月19日 （03）5291－6246

嫉純利活雛人　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日 （03）3239－7264

がん薬物療法専門医 平成20年2月19日

鯉
嫉捕縄継人　日本臨床腫瘍学会

一般樋法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医 平成21年7月23日 （03）5228－2074

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

一般胴法人　日本小児神経学会 小児神経専門医 平成21年7月23日 （03）3351－4125

綻瘤稀雛人日本心療内科学会． ’心療内科専門医 平成21年11月10日 （047）374－8301

一般姻法人・日本総合病院精神医学会 一般病院連翻神医学専門医 平成21年1璃10日 （03）5805－3720

　　　　　患ム　喝
冝@　　茎

塵 鯉

現行

盤日本乳癌学会 乳腺専門医 平成16年10月5日 （03）3918－0111

盤　日本人類遺伝学会 臨床斌伝専門医－ 平成17年朋9日

膿血L日本東洋医学会 漢方専門医 平成17年8月9日
（03）5733二5060

縦組無難人　日本レーザー医学会 レーザー専門医 平成17年8月9日 （03）3219－3571

綻舘継継人　日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 平成18年3月24日 （03）3238－3011

里L日本アレルギー学会 アレルギー専門医 平成19年3月7日’

蝉　　　　t

ﾕ日本核医学会 核医学専門医
平成19年3月7白 （03）3947－0976

髄非舗静臥　日本気管食道科学会 気管食道科専門医 平成19年3月7日

鯉遡込　日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医 平成19年8月2日

一儀舘縮雛人　日本婦人科腫瘍学会 婦人科膵癌専門医 平成19年8月2日 （03）3288－1033

躯雌　日本ペインクリニック学会
ペインクリニック専肉医

平成19年8月2日 （03）5282－8808

雌日本熱傷学会 熱傷専門医 　　　　　　　■ｽ成20年2月19日 （03）5291－6246

儀舵利落雛人　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日
（0313239－7264

綻揮縮雛人　日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 宰成20年2月19日

塑織姫法人　日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医 平成21年7月33日　　　　　　　1 （03）5228－2074

」准≧　日本生殖医学会 乍殖医療専門医 平成21年7月23日 （03）3288－726す

識囲法人　日本小児神経学会 小児神経専門医 平成21年7月23日・ （03）3351－4125

縦組稀雛人日本心療内科学会
、巌内科専門医 平成21年11月1σ日 （047）374－8301

r般掴法人　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1叩． （03）5805r3720

盟 盟 盟
、塑L．



改正後

【歯科医師の専門性資格】

団体名 資脩名 届出受理年月『 連絡先

塑　日本口腔外科学会 口腔外科専門医 平成15年11月19日 （03）579H791

糀涌稀雛人　日本歯周病学会 歯周病専門医 平成i6年10月5日． （03）3947－8891

織姫法人　日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医 平成18年3月24日 （03）3947－8891

一般胴鰍　日本小児歯科学会 小児歯科専門医 平成18年3月24日
（。ぎ）3947－8891

綻綿縮賠人　日本歯科放射線学会 歯科放射線専門医 平成22年3月1唄、 （03）5620－1953

団体名 資格名 ’届出受理年月日 連絡先

一麗日法人’日本医療薬学会 がん専門薬剤師 平成22年5月14日 （03）3406－0787

【薬剤師の専門性資格】

【看護師の尋門性資格】一

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先

公益姻法人日本看護協会
がん看護専門額師 平成19年6月18日 （03）5778π8546

公益梱法人　日本看護協会 ノ」・児看護騨看護師 平成19年6月18日 （03）辱778－8546

公益姻法人日本看護協会 精神看護専門看護師 平成19年6月・甲
（。3y5778－8546

公益灘人日本署腹協会 地域看護専門看護師 平成19年6月18日 ・（03）5778－8546

公雛酷人日本看護協会
母性看護専門看噺 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益樋臥　日本看護協会 老人看護専門看護師 平成19年6月18日 （03）5マ78－8546

『
r－

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

現行

【歯科即事両性資格】

団体名 資格名’ 届出受理年月日 連絡先

里L日空口腔外科学会 口腔外科専門医
平蔵15年11月19日 （03）5791－1791

綻蒲編鰍人’日本歯周病学会 歯周病専門医、 平成16年10月5日 （03）39タ7－8891

一般姻法人　日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医・ 平成18年3月24日 （03）昇947－8891

一般細法人　日本小児歯科学会 小児歯科専由医 平成18年3月24白 （03）3947－8891

綻糖利活酷人　日本歯科放射線学会 歯科放射線専門医 平成22年3月17日　　　　　　　■ （03）5620－1953

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先

織姫法人　日本医療薬学会 がん専門薬剤師 平成22無月14日 （03）3406－0787

【薬剤師の専門性資格】

【看護師1専P目性資格】

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先

公益協法人日本看護協会 がん看護専門看読師 平成19年6月18日
1・3）5778－854費

公益細法人　日本看護協会 小児看護専門看護師 平成19年6月18日
一（03）5778－8546

公益胴法人日本看護協会 精神看護専P賢護師 平成19年6弓18日 （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1胆 （03）5778－8546

公益姻法人　日本看護協会 母性看護専門看護師 平成ゆ年6月18日 （03）5778－8546

公幽法人月本看護協会 老人看護専門看腹師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

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



改正後

公益社団法人日本看護協会 がん性疼痛看穫瞬定看護師 平成19年6月18日 （03）ラ778－8546

　　　　　　　　　　‘�v樋法人日本看護協会 感染管理認輝講師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公糊法人’ 坙{看護協会 救急看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益姻法人日本看護協会 手術看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－85俳6

公益姻法人　日本看護協会 小児救急看護認定看護師， 平成19年6月18日 （0す）5778－8546

公益灘人日本看護協会・ 新生児集中ケア認定看護師 平成19年6月18日
（03）5778－8546

公益麟人日本看護協会 摂食ご嚥下障害看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益樋法人　日本看護協会 透析看護認定看護師 平成19年6煎8日． （03）5778－8546

公益姻法人　日本看護協会 糖尿病看護露定看護師
平即年6月18日 （03）5778－8546

公遡法人日本看護協会 乳がん看護認定看護師 平成19年6月’18日 （03）5778－8546

公㈹人日本看護協会 訪問看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

分幽法人日本看護協会 感染症看護専門看護師 平成19年8月2日 （03）577878546

公姻法人日本看護協会，
急性・重症患者看護専門看護師 平成19年8月2日 （σ3）5778－8546

公益繍日本看翻会 慢性疾患看護専門看護師 平成19年8月2日 （03）5778－8546

公益姻法人　日本看護協会、 緩和ケア認定看護師 平成19年8月2日 （03）5778－8お46

公益姻法人日本看護協会
集中ケア醗看護師 平成19年8月詣 （03）5778－8546

公益細法人　日本看護協会 認知症看護認定看護師 平成19年8月2日階 （03）5778－8546

公益細法人　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 （03）5778－8546

－

雄姻法人　日本看護協会 不妊症看護認定看護師 平成19年8月2日， （03）5778－8546

公益姻法人　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

’

獅1

公益姻法人日本看護協会・ がん性疼痛看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益囲法人日本看護協会 感染管理認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公醐法人日本看護鰯会 救急看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778一σ546

公姻法人日本看護協会 手術看護認定看護師 平成19年6耳18日 （03）5778－8546

公益鵬日本襟協会・ 小児救急看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）57て8－8546

公益姻法人日本看護協会
新生児集中ケア昭定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益蹴人日本看護協会 　　　　　　　　　　　　　　．ﾛ食・嚥下障害看護認定看護師 平成19年6月18日
（0315778－8546

公益社団猷　日本看護協会 透析看護認定看護師 平顔年6月18白 ．（03）5778－8546

公雌人日本看護協会 糖尿病看護昭定看護師 平碑9年明1叩 て03）5778－8546

公益雌人日本看護協会’ ．乳が庸護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益姻法人日本看護協会 坊間看護認定看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益脳麻看護協会 感染症看穫専門看護師 平成19年8月2日 （03）5778－8546

公翻注入日本看護協会 急性・重症患者看護専門看護師 平成19年8月2日 （03）5778－8546

公益細猷日本看護協会 慢性疾患看護専門看護師 平成19年8月2日 （93）5778－8546

公益樋法人　日本看穫協会 緩和ケア昭定看護師 平成1P年明頭 （03）5778－8546

公韓人日本看護協会 集中ケア認定看護師 平成19年8月2日 （0315778－8546

公益姻法人　日本看護協会 認知症看護偲定看護師 平成19年8月2日 （93）5778－854弓

公益瞳人日本看護協会 皮膚・排泄ケア露定看護師 平成19年8月2日 （03）5778－8546

公益細法人・日本看護協会 不妊症看穫認定看護師 平成19年8月2日 （03）5778－8546

公益細断　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



改正後全文 医政総発第0618001号

平成f9年0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1q8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

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

なったので導知する。．

　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、「医業若レくは歯科医業又

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0330614号別添）．の第3の5

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

に想定しているので、当該ガイー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07170σ1号）は、廃止する。



（別紙）

【医師の専肉性資格】

団体名 資格名 届出受理年月日 連絡先

公益社団法人　日本整形外科学会 整諺外科専門医 平成14年7舟17日 （03）3816て3671

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

公益社団法人　日本麻酔科学会 麻酔科専門医 平成14年7月17・目 （076）＄06－5945

公益社団法人．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）3814－30ケ7

公益財団法人　日本眼科学会 眼科専門医 平成14年10月1目 （03）3295－2360

鱗姻法人　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

一般社団法人　日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 平成14年12月16日 （03）3443－3085

一般社団法人　日本泌尿器科学会一 泌尿器科専門医 平成14年12月16目 （03）3814－7921

一般社団法人　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

一般社団法人　日本病理学会 病理専門医 平成15年2月24日 （03）6206－9070

一鰍団法人　日本内税学会 総合内科専門医 平成15年2月24日 （03）3813－599真

搬社団法人　日本外科学会 外科専門医 平成15年4月25目　　　　　　　■ （03）5733－4094

一般社団法人　日本糖尿病学会 糖尿病専門医 平成15年4月25目 ．（03）3815－4364

、

一般社団法人　日本肝臓学会 肝臓専門医 平成15年4，月25目 （03）3312－1567

一般社団法人　日本感染症学会 感染症専門医 平蔵15年4月25日 ．（03）5842－5845

一般社団法人　目本救急医学会 救急科専内医 平成15年6月25目・ （03）5840－9870

．一ﾊ社団法人　日本血液学会 血液専門医 平成15年6月25目 （075）752－2844

一般社団法人　日本循環器学会 循環器専門医 平成15年6月25目 （075）257－5830

（



糧畑本呼吸器阜会，

一般財隣人　日本消化畢病学会

一般社団法人　日本腎臓学会

公弾団法人　日本小児科学会

一難団法人　日本内分泌学会

糊入日輪ヒ器外科学会

郷人日韓稼医学会

公益繊日本臨床細胞学会

一般社団法人　日本透析医学会1

一灘団法人　日本脳神経外科学会

聯目蜘擁学会
糊人目本老

闊繩w会

特定非営利活動法人目軸部外科学会

購活動1人目本血管外科学舎

特定職目　血管外科学会

特定非営利活動法人日本胸部外Q会
特定非営利活動法人日本畷器外科学会

τ般社団法人日本消化器内視鏡学会

特定非営利活難人　日本小児外科学会

一般社団法人．日本神経学会

纏日本リウヤチ学会’

　　　、
呼吸器専門医

消化器病専門医

腎臓専門医

小児科専門医

内参泌代謝科専門医

油化器外科専門医

超音波専駆

細胞診軸医一

透析軸医

脳神経外科専門医’

リハビリテーション科専門医

老年病専門医

磁血管外科専門医

構血管外科専門医

・構血罰科専門匡

呼吸器外科専門医

呼吸器嬬専門医

消1聯視鏡専門医

4・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月25目

　　　　ペへ
平成15年8月25白

平成15犀8月25日

平成15年8月25日

平成15年11月19日

平成11年11月19目

平成1ぢ年12月3目

平成15年12月3目．

平戯年3月1日

平成16年3月．1目

平成16年3月1目一

平成1客年3月1日一

平成i6年3月1日

平成16年3月1目

平成16年3月1目

平成16年6月琴9目

平成16年6月2 P目

平蔵16年6月29目

平成16年6月29日’

平成16年6月29目

平成16年6月29目

（03）5805－3553

（。3）351象4297・

（。3）5842二4131

（Ol）3818－9091

（075）752－2955

（63）3523－1300

（。3）638。一3ブ、1

（03）5577－4681

（03）56　0P60

（醐12－6226

（。3）52。卜6。11

（。3）311全81。4

佃）珊脇’

（03）3239－7264

（・3）脚・1

（03）3812－4253

（07P）254－0545

（03）352卜P670

（b3）520676009

（03）3815－10ε0

（03）』5251－5353



一般社団法人　日本乳癌学会 乳腺専門医 平成i6年10月5目 （03）呂918－0111

一般社団法人　日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医 平成17年8月9目． （043）306－3391

一麗団法人　日本東洋医学会 漢方専門医 平成17年8月9日 （03）5733－5060

特定非営利活雛人　目本レーザー医学会 レーザー専門医 平成17年8月9目 （03）等219－3571

特定非営利活動法人　月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

一般社団法人　日本アレルギー学舎 アレルギー専門医 平成19年3月7日 （03）5807－17Q1

搬社団法人　目本核医学会 核医学専門医 平成19年3月7目 （03）3947二〇976

特定非営利活動法パ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）6988－9179

一般社団法人　白本大腸肛門病学会
大腸肛門病専門医 平成10年朗2白． （03）6424－746q

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

一般社団法人　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日 （03）5282－88q8

一般社団法人　日本熱傷学会 熱傷専門医 平成20年2月19目 ・（03）5291－6246

特定非営利活動法人　日本脳神経血管肉治療学会 脳血管内治療専門医 平成20年2月．1佃 （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日 （03）6809－1250

一般社団法人　日本周産期・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

一般社団法人　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日 （03）3351－4125

特定非営利活雛人目本心療内科学舎 雌内科専門医 平成21年11月10日 （047）374－8301

濃社団法人　目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1i月10目 （03）5805－3720

公益社団法人・日本精神神経学会 精神科専門医 平成25年5月31日 （03）38ユ4－2991



．【歯科噺の専門性資格】

団体名 資格名 届出受理年月日 導絡先

公益社団法人．日本口腔外科学会 口腔外科専門医1　・ 平成15年11月19目 （03）5791－1791

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

一般社団法人　日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医 平成18年3月雛目 （03）3947－8891

澱社団法人　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 届出受理年月日 連絡先

一般社団法人　日本医療薬学会一 がん専肉薬剤師　　． 平成22年5月14目 （03）3496－0787

【薬剤師の専門性資格】，

【諭轄格】

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13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18目 （03）5778－8546

公益樋法人　日本看護協会 精神看護専門看蔀 平成19年6月18日 （03）5778－8546

公益社団法人　日本看蔑協会 地域看護専門看護師 平庫19年6月18日 （03）5778－8546

■公益社団法人　日本看護協会 母性看護専門看護師 平成19年6月18日 （03）5778－8546

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

）

公置団法人　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目 （03）5778－8546



公益社団法人　日本看護場会 がん性疼痛看護認定看護師 平成19年6月18目 （σ3）5778－8546

公益社団法人　目本看護協会 感染管珪認定看護師 平成19年0月18日 （03）57プ8－8546

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日 （・3）577き一＄546

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日 （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日
（03）5778－8546

公益社団法人　写本看護協会 新生児集中ケア認定看護師 　　　’ｽ成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

公益社団法人　目本看護協会

�v社団法人　日本看護協会

’透析看護認定看護師

@　　　　　　　　　　　　‘
恃A病看護認定看護師

平成19年6月18日

ｽ成19年6月18目

一（03）5778－8546

i03）5778－8546

公益社団法人『

坙{看護協会 乳がん看護詔定看護師 平成19年6月18目 （03）5778－8546

　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　－

�v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日 （03）5778－8546

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

公益社団法人　日本看護協会 急性・重症患者看護専門看護師 平成19年8月2目 （03）5773－8546

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目一 （93）5778－8546

公益社団法人一
ﾚ本看護協会 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1◎年8地目， （03）5778－8546

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

　　　　　　　　　　、�v社団法人　日本看護協会 不妊症看護誰定看護師 平成19年8月2目・ （03）5778－8546

公益社団法人　日本看護協会 がん放射線原法看護認定看護師 平成23年8月23目 （03）577＄一8546


