
ｺｰﾄﾞ 学 会 の 名 称 専 門 医 の 資 格 の 名 称

01 日本内科学会 総合内科専門医
02 日本小児科学会 小児科専門医
03 日本皮膚科学会 皮膚科専門医
04 日本精神神経学会 精神科専門医
05 日本外科学会 外科専門医
06 日本整形外科学会 整形外科専門医
07 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
08 日本眼科学会 眼科専門医
09 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
10 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
11 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
12 日本医学放射線学会 放射線科専門医
13 日本麻酔科学会 麻酔科専門医
14 日本病理学会 病理専門医
15 日本臨床検査医学会 臨床検査専門医
16 日本救急医学会 救急科専門医
17 日本形成外科学会 形成外科専門医
18 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医
19 日本消化器病学会 消化器病専門医
20 日本循環器学会 循環器専門医
21 日本呼吸器学会 呼吸器専門医
22 日本血液学会 血液専門医

23 日本内分泌学会
内分泌代謝科（内科・小児科・産婦人
科）専門医

24 日本糖尿病学会 糖尿病専門医
25 日本腎臓学会 腎臓専門医
26 日本肝臓学会 肝臓専門医
27 日本アレルギー学会 アレルギー専門医
28 日本感染症学会 感染症専門医
29 日本老年医学会 老年病専門医
30 日本神経学会 神経内科専門医
31 日本消化器外科学会 消化器外科専門医
32 日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医
33 日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医
34 日本胸部外科学会 心臓血管外科専門医
35 日本心臓血管外科学会 心臓血管外科専門医
36 日本血管外科学会 心臓血管外科専門医
37 日本小児外科学会 小児外科専門医
38 日本リウマチ学会 リウマチ専門医
39 日本小児循環器学会 小児循環器専門医
40 日本小児神経学会 小児神経科専門医
41 日本小児血液・がん学会 小児血液・がん専門医
42 日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医
43 日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児）専門医
44 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医
45 日本生殖医学会 生殖医療専門医
46 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医
47 日本放射線腫瘍学会 放射線治療専門医
48 日本医学放射線学会 放射線治療専門医
49 日本医学放射線学会 放射線診断専門医
50 日本手外科学会 手外科専門医
51 日本脊髄外科学会 脊椎脊髄外科専門医
52 日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科専門医

厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格

※　コードについては県独自で設定



53 日本集中治療医学会 集中治療専門医
A9 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
58 日本専門医機構　 総合内科専門医
59    〃 小児科専門医
60    〃 皮膚科専門医
61    〃 精神科専門医
62    〃 外科専門医
63    〃 整形外科専門医
64    〃 産婦人科専門医
65    〃 眼科専門医
66    〃 耳鼻咽喉科専門医
67    〃 泌尿器科専門医
68    〃 脳神経外科専門医 
69    〃 放射線科専門医
70    〃 麻酔科専門医
71    〃 病理専門医
72    〃 臨床検査専門医
73    〃 救急科専門医
74    〃 形成外科専門医
75    〃 リハビリテーション科専門医
76    〃 消化器病専門医
77    〃 循環器専門医
78    〃 呼吸器専門医
79    〃 血液専門医

80    〃
内分泌代謝科（内科・小児科・産婦人
科）専門医

81    〃 糖尿病専門医
82    〃 腎臓専門医
83    〃 肝臓専門医
84    〃 アレルギー専門医
85    〃 感染症専門医
86    〃 老年病専門医
87    〃 神経内科専門医
88    〃 消化器外科専門医
89    〃 呼吸器外科専門医
90    〃 心臓血管外科専門医
91    〃 小児外科専門医
92    〃 リウマチ専門医
93    〃 小児循環器専門医
94    〃 小児神経専門医
95    〃 小児血液・がん専門医
96    〃 周産期専門医
97    〃 婦人科腫瘍専門医
A1    〃 生殖医療専門医
A2    〃 頭頸部がん専門医
A3    〃 放射線治療専門医
A4    〃 放射線診断専門医
A5    〃 手外科専門医
A6    〃 脊椎脊髄外科専門医
A7    〃 集中治療専門医
B0    〃 消化器内視鏡専門医 


