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対　象 臨床研修医医

登録・利用料 無  料

利用期間 臨床研修期間間中

日本医師会では、臨床研修医の皆さまを支援するため、日本医師会の事業
のうち、広く利用できるサービスを無償提供しています。
日本医師会ホームページ（http://www.med.or.jp/）から登録でき、登録料、
利用料とも無料ですので、是非ご登録のうえご活用下さい。

日本医師会 臨床研修医支援ネットワーク

日本医師会会員専用ページの閲覧
日医医学図書館の利活用
日本医師会雑誌のPDF閲覧
生涯教育on-lineの利活用
日医白クマ通信の配信
日医会員特別割引ホテルオンラインサービスの利活用
その他情報(武見フェロー等)の配信　等

サービス内容

項項項日本医師会ホ ムペ ジにある登録フォ ムに必要事項日本医師会ホ ムペ ジにある登録フォ ムに必要事項日本医師会ホームページにある登録フォームに必要事項
を入力してください。を入力してください
申請受付が完了した旨のメールを自動通知し その後申請受付が完了した旨のメールを自動通知し、その後、申請受付が完了した旨のメ ルを自動通知し、その後、申請受付が完了した旨のメ ルを自動通知し、その後、

ららコンテンツにアクセスするためのＩＤとパスワ ドをあらコンテンツにアクセスするためのＩＤとパスワードをあら
ためてメールでご連絡いたします。ためてメ ルでご連絡いたします。ためてメ ルでご連絡いたします

日本医師会ホ ム

方方方法方方登登 方方登登録方法登録方法登録方法

R id t S t N t k（RSN）R id t S t N t k（RSN）id S k（ S ）R id t S t N t k（RSN）Resident Support Network（RSN）Resident Support Network（RSN）

　日本医師会ホームページ　ジ ///http://www.med.or.jp/htt // d j /h // d j /



日本医師会ホームページでは健康情報や医療と制度、医療政策に対する提言などをお伝えしています。
ご登録いただいた研修医の方は、日本医師会の会員専用ホームページを閲覧できます。

主なコンテンツのご紹介

日本医師会では、医療制度や政策に関する最新情報、
国の審議会情報、勤務医情報等を日医ニュースとして
毎月２回発行しています。主な記事はホームページで閲
覧できます。

日本医師会では会員向けに、専門家の企画編集による質の
高い学術雑誌として毎月『日本医師会雑誌』を、また、年２回
生涯教育シリーズ（特別号）を刊行しています。ご登録い
ただいた研修医の方は、そのPDF版を閲覧できます。

著作権法上、大学附属図書館と同じく資料の複製が認められ
ている図書館です。約8万5,000冊の蔵書があり、約1,400
タイトルの国内外の雑誌を所蔵しています。また日本医学図
書館協会などの相互利用ネットワークを通じて、全国の専門
図書館、海外の図書館から文献を取り寄せるなど、サービス
の充実を図っています。
ご登録いただいた研修医の方は図書貸出や、会員と同じ価格
での文献複写、文献調査サービスを利用できます。

会員専用ホームページ（メンバーズルーム）の閲覧

日医ニュース

日本医師会雑誌

日本医師会医学図書館

ています伝えしてて ます

日本医師会ホームページ　　http://www.med.or.jp/



日本医師会では、15のホテルおよびホテルチェーン（全国約420のホテル）の
協力を得て、宿泊特別割引制度を実施しており、宿泊以外のパーティなども対
象になるホテルがあります。 
この割引制度は、他のどれよりも高い割引率となっており、ご登録いただいた
研修医の方は、このサービスを活用できます。

日医会員特別割引ホテルオンラインサービス

武見国際保健プログラムは、1983年に武見太郎元日医会長が米国ボストン
のハーバード大学公衆衛生大学院に設置したプログラムで、日本医師会が実
質的な運営を行っている国際保健プログラムです。毎年、世界各国より約
10名の中堅研究者が様々な研究を行っており、武見フェローとして国際的な
活躍をしています。日本からもすでに40名以上の研究者がこのプログラム
で学んできており、国際保健分野で大きな貢献を果たしています。
ご登録いただいた研修医の方にフェロー募集要項の情報等をお送りいたします。

ハーバード大学公衆衛生大学院
武見国際保健プログラム

ニュースや活動状況などをお届けする会員向けのメール
マガジン「日医白クマ通信」を、ご登録いただいた研修
医の方にお送りいたします。

日医白クマ通信



国民に質の高い医療を提供するため、進歩する医学知
識や医療技術を生涯にわたって研鑽する生涯教育は、
医師に課せられた一つの責務です。
日本医師会生涯教育制度は、医師の生涯教育の支援
体制整備を目的として発足し、質的向上と充実を図って
きました。講習会・学会等への参加、体験学習、論文
執筆等により、基準を満たした医師には日医生涯教育
認定証を交付しています。
また、日本医師会生涯教育制度と、各学会（27学会）
が認定する専門医制については単位の互換性がもたれ
ています。

日本医師会では、産業医の資質向上と地域保健活動の一環である産業医活動の推進を図ることを目的と
して、認定産業医制度を発足させています。所定のカリキュラムに基づく産業医学基礎研修50単位以上
を修了した医師を日本医師会認定産業医として認定しており、2011年１月末までに延べ81,534人の認定
産業医を養成しています。
日本医師会認定産業医制度に基づく産業医学基礎研修修了者は、労働安全衛生規則に産業医になるた
めの要件の一つとして位置づけられています。
本制度では都道府県医師会が窓口となり、研修手帳の交付や各種申請の受付等を行っています。

日本医師会認定産業医制度

日本医師会では、地域社会における運動への関心の高まりから、運動を行う人に対して医学的診療のみ
ならず、メディカルチェックや運動処方を行い、各種運動指導者等に指導助言を行い得る医師を養成する
ことを目的として、認定健康スポーツ医制度を発足させています。所定のカリキュラムに基づく健康スポー
ツ医学講習会（25科目）を修了した医師を日本医師会認定健康スポーツ医として認定しており、2011年1
月末までに延べ20,830人の認定健康スポーツ医を養成しています。
本制度では都道府県医師会が窓口となり、各種申請の受付等を行っています。

日本医師会認定健康スポーツ医制度

日本医師会生涯教育制度



日本医師会年金（医師年金）日本医師会年金（医師年金）（ ）

日本医師会年金は、会員の福祉に関する事業の一環として日本医師会が運営しており、現在では約５万人
が加入するわが国有数の私的年金に成長し 会員福祉を担っていますが加入するわが国有数の私的年金に成長し 会員福祉を担っています。が加入するわが国有数の私的年金に成長し、会員福祉を担っています。が加入するわが国有数 私的年金 成長し 会員福祉を担 ます

日本医師会医師賠償責任保険（医賠責保険）

日本医師会医師賠償責任保険は、会員に、万 、医療事故が発生したときの保険としてこの制度が発足し日本医師会医師賠償責任保険は 会員に 万 医療事故が発生したときの保険としてこの制度が発足し日本医師会医師賠償責任保険は 会員に 万 医療事故が発生したときの保険としてこの制度が発足し日本医師会医師賠償責任保険は 会員に 万一 医療事故が発生したときの保険としてこの制度が発足し
ました。会員の医療事故によって民事上の紛争が起きた場合、紛争の適正な処理をするために、「賠償責任ました。会員の医療事故によって民事上の紛争が起きた場合、紛争の適正な処理をするために、「賠償責任ました。会員の医療事故によって民事上の紛争が起きた場合、紛争の適正な処理をするために、「賠償責任
審査会」の判定にしたがって日本医師会、都道府県医師会、保険会社の三社が協力して解決を図ります。

日本医師会のご案内

〒113-8621　東京都文京区本駒込2-28-16
TEL: 03-3946-2121（代表）　FAX: 03-3946-6295
http://www.med.or.jp/

日本医師会

日本医師会は、1916年に「大日本医師会」として発足し、初代会長には北里柴三郎博士
が就任しました。
47都道府県医師会、892郡市区医師会・大学医師会からなる会員数約16万6,000人を
擁する職能的学術団体で、「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、
もって社会福祉を増進すること」を目的としています。

日本医医学会 日本医学会

日本医学会は、日本医師会と密接な連携の下、医学及び医療の水準の向上に寄与しています。
（ ）現在110学会が加盟しており（平成23年3月現在） 加盟延べ人数は840 367人です現在110学会が加盟しており（平成23年3月現在）、加盟延べ人数は840,367人です

（平成22年8月現在）。（平成22年8月現在）
年ごと 本医学会総会 年数回 シ ポジウ 開催や 医学 医療 関す 情報４年ごとの日本医学会総会 年数回のシンポジウムの開催や 医学・医療に関する情報の４年ごとの日本医学会総会、年数回のシンポジウムの開催や、医学・医療に関する情報の
収集と伝達等、さまざまな問題についても協議を行っています。収集と伝達等、さまざまな問題についても協議を行っています。収集と伝達等、さまざまな問題についても協議を行っています。収集と伝達等 さまざまな問題につ ても協議を行 て ます収集と伝達等、さまざまな問題についても協議を行っています。収集と伝達等 さまざまな問題についても協議を行 ています

 日本医師会 の入会日本医師会への入会日本医師会への入会（研修医 低 会費 す）（研修医はは低い会費になっています）（研修医はは低い会費になっています）

医師であれば誰でも日本医師会へ入会できます そのためにはまず地元の郡市区医師会ま医師であれば誰でも日本医師会へ入会できます。そのためにはまず地元の郡市区医師会ま
たは大学医師会ならびに都道府県医師会に入会していただくことが必要です 入会申込書たは大学医師会ならびに都道府県医師会に入会していただくことが必要です 入会申込書たは大学医師会ならびに都道府県医師会に入会して ただく とが必要です 入会申込書たは大学医師会ならびに都道府県医師会に入会していただくことが必要です。入会申込書
は地区医師会に備えられて ますは地区医師会に備えられています。
会員になると医師年金、医賠責保険に加入することができるほか、日医ニュースや日本医師
会雑誌が送付されます。

参 考参 考

平成23年4月
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　臨床研修医支援
ネットワークとは？
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日本医節会では、平成23年4月より「日本医飾黄塵康碍修医支糧ネットワーク（R嚇晩ntSup四t㎞1R訓）」を設置すること

となりました。RSNは、日医の事業のうち、広く利用できるサービスを無償提供することにより臨床研修医を支援し、併せて日医へ

の理解を深めていただくことを目的としております。

具体的には、本サイトを通じて登録いただいた値床研修医に対して、日医会員専用ベージであるrメンバーズルーム」の全てのコ

ンテンツを公開し、日本医師会医学図書館．日本医師会難詰㎝一Ihe．提携ホテルの特別割引等のサービスを提供するものです。

この機会に是非ご登録いただきますよう．お願い申し上げます。

新着情報　「臨床研修医支援ネットワーク3の新慧構鰯をお知ら怪いたします。

2011ρ4』1　　　「臨床研修医支援ネットワーク〔RSN）」のホームページを開設しました。

臨床研修医向けメニュー一覧 臨床研修医のみなさま向けのコンテンツをご紹介いたします。

日医会員及びRSNへご登録いただいた先生方に．研

究活動や学習などで必要なさまざまなサービス（文献

複写．文献調査、図書貸出等）を提供しております。

産業医の資質向上と地域保健活動の一環である産業

医活動の推進を図るために、日本医師会認定産業医

の称号を付与L。認定証を交付しております。

1998年10月1日号からの日医雑誌および特別号〔一

部）をPDF形式で掲載しております。

医師は、生涯にわたって自らの知識を広げ、技能を磨

き、常に研讃する責務を負っています。日医は、生涯

教育のための講座等を提供しております。

．塵璽塑知る

日医が定めた講習科目に基づく健康スポーツ医学講　　　15のホテルおよびホテルチェーン〔全国約覗0のホテ

習会を修了したと認められた医師に、日本医師会認　　　ル｝の憐力を得て．日医会員のための宿泊特別割引

定健康スポーツ医の認定証を交付しております。　　　　制度を実施しています．どうぞご利用ください。

　　　　　　略N壷曄●霞定サーヒス　　コンテンツをご覧になるにはRSNへ登録が必要です。RS国への登録はこちら

日本医師会に関する情親をご紹介し、たしますっ

》日本医師会の紹介

日本医師会は．会員数約16万6，0GO人を有する民

間の学術専門団体です。

N日医ニュース

原則として日医が月2回発行しているニュースをご

覧いただけます。

、定例記者会見

定例記者会見の内容や提出した資料をご紹介し

ております。

首日本医師会TV一⊂描　　　　　　　　　■日本医鋳金の意見広告

日本医侮会は、テレビCMを通して、メッセージを流　　　　日本医師会は、意見広告を行い、広く国民のみな

しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　さま1二日医の主張を展開しております。

θ」入会のご案内　ドクターのみなさまへ・日本医節会への入会のご案内です・

その他

準備中です。

RSNへの登録に関するお問い合わせばこちら

・聴連リンワ　・インターネットツールズ　・日本医節会璽人情軸保値について 鋤rゆt　G　Jamn　Mod陀且1Aヨ蹴i自t噛一AII”9胞r岳ger、側一

http：〃www』1ed．orjp／rsnlindex上tml


