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日本医師会綱領 

平成2５年6月23日  日本医師会定例代議員会採択 

 日本医師会は、医師としての高い倫理観と使命感を礎に、人間の尊厳が大切にされる社会の実現

を目指します。  

１．日本医師会は、国民の生涯にわたる健康で文化的な明るい生活を支えます。 

２．日本医師会は、国民とともに、安全・安心な医療提供体制を築きます。  

３．日本医師会は、医学・医療の発展と質の向上に寄与します。  

４．日本医師会は、国民の連帯と支え合いに基づく国民皆保険制度を守ります。  

 以上、誠実に実行することを約束します。  

医 の 倫 理 綱 領 

平成12年4月2日  日本医師会定例代議員会採択 

 医学および医療は、病める人の医療はもとより、人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、

医師の責任の重大性を認識し、人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。 

1. 医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・

発展に尽くす。 

2. 医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。 

3. 医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容について

よく説明し、信頼を得るように努める。 

4. 医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。 

5. 医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守およ

び法秩序の形成に努める。 

6. 医師は医業にあたって営利を目的としない。 

佐賀県医師会の患者の権利に関する綱領 

平成16年12月16日  佐賀県医師会臨時代議員会採択 

1. だれもが、良質で安全な医療を平等に受ける権利を有します。 

2. だれもが、診断、検査、治療、見通しなど、自らの医療内容について十分な情報提供を受けた

うえで、どのような医療を受けるのかを自らの意思で選択・決定する権利、あるいは拒否する権

利を有します。 

3. だれもが、いつでも医師・医療機関を自由に選択し、他の医師の意見を求める権利を有します。 

4. だれもが、人間としての尊厳が保たれ、個人情報やプライバシーが守られた医療を受ける権利

を有します。 

 この綱領は「患者の権利に関するWMA（世界医師会）リスボン宣言」の精神に基づき制定し

たものです。 



は じ め に

 急速な少子高齢化が進むわが国において、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる2025

年に向け、持続可能な社会保障制度の確立が課題となっています。このような状況のなか、

医療分野においては、地域包括ケアシステムの構築や各地域における地域医療構想に沿っ

た施策の推進等が図られているところです。 

 このような中、佐賀県医師会では、県民の皆様の命と健康を守り、安心安全な生活を送

って頂くことを基本姿勢として、行政等関係者と協議を重ねると共に、諸活動を継続して

いるところです。また同時に、会員の先生方の日常診療、会員医療機関の毎日の営みにあ

りますので、会員の先生方が安全で質の高い医療を安定的に提供できるよう、その支援や

環境整備に努力していきたいと考えています。

 そこで、佐賀県医師会では、新たに開業される先生方に対し、本会の事業概要、届出が

必要な医療法・健康保険法上の手続きなど、事務局による説明を行っているところです。

 また、多様化・複雑化する患者さんの医療ニーズに対応して、適切に医療提供を行うた

めには、度重なる医療・保健・福祉制度の改編や、複雑化する診療報酬点数表の理解、医

療過誤防止への取り組みなど、日常診療での基本的事項について、十分、認識・理解頂く

ことが重要であるとの観点から、年に一度、新規開業会員を対象として、役員によるオリ

エンテーションを実施しています。

 しかし、短時間のオリエンテーションにおいて、全ての項目をご説明することは出来な

いことから、県医師会の組織、事業等についてご理解いただくために毎年「佐賀県医師会

のしおり」を作成しています。「しおり」は平成11年に初版を作成以来、時代のニーズに応

じて内容を改訂していますが、今後も引き続き内容の充実に努めたいと考えています。

 このオリエンテーションの実施と「しおり」の作成が、いくらかでも会員の先生方の日

常診療のお役に立ち、また、医師会活動へのご理解を深めて頂く契機になることを祈念致

します。

平成２９年９月

佐賀県医師会長

 池 田 秀 夫
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Ⅲ  広 報・情 報  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課）
Ⅳ  生 涯 教 育  
１． 生涯教育制度の目的と概要  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
２． 「日本医師会生涯教育制度」実施要綱  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
３． 佐賀医学会・日医生涯教育講座  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
４． 日本医師会認定医制度  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
1) 日本医師会認定産業医制度   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
2) 日本医師会認定健康スポーツ医制度   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 

５． 卒後臨床研修制度への対応  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
Ⅴ  地域保健・医療・福祉  
１． 地域医療・福祉  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
1) 保健医療計画  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 
2) 高齢者保健福祉計画  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 
3) 医療費適正化計画  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 
4) 救急災害医療  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 
5) その他  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 

２． 地域保健  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
1) 感染症対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 
2) 予防接種  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 
3) 各種集団（個別）検診事業  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 
4) 喫煙対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （業務課） 

３． 母子保健  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
1) 母体保護法  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （総務課） 
2) 妊婦・乳児検診事業  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （総務課） 

４． 産業保健  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 
５． 学校保健（含・性教育対策）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 

Ⅵ  医 療 保 険  
１． 医療保険  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
２． 労災保険  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
３． 自賠責保険  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
４． 介護保険  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（業務課） 

Ⅶ  会 員 福 祉  
１． 佐賀県医師信用組合  ‥‥‥‥‥‥（医師信用組合 ℡（代）０９５２－３３－１４２４） 
２． 佐賀県医師国民健康保険組合  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
３． 株式会社佐賀医協  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
４． 日本医師会年金  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
５． その他  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 

Ⅷ  医 事 紛 争  
１． 医療事故紛争防止心得  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
２． 日本医師会医師賠償責任保険制度  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
３． 日本医師会医師賠償責任特約保険制度  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
４． その他  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 

Ⅸ  情 報 開 示   
１． 日本医師会診療情報提供に関するガイドライン  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
２． 佐賀県医師会における取り組み  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 

Ⅹ  医療安全対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
１． 医療安全対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
２． 医療事故調査制度  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
３． 日本医師会 医療事故調査費用保険  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 

ⅩⅠ 個人情報保護対策 
１． 日本医師会 診療に関する個人情報の取扱い指針  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
２． 佐賀県医師会における取り組み  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 

ⅩⅡ 医 業 経 営  
１． 税務対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 
２． 医療法人  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 
３． 労務対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 
４． マイナンバー（個人番号）制度対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 
５． 公益通報者保護法対策  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 

ⅩⅢ 佐賀県医師会成人病予防センター  ‥（予防センター ℡（代）０９５２－３１－８８３１） 
ⅩⅣ 佐賀県医師連盟・自民党佐賀県医療会支部等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 
ⅩⅤ その他 
１． 医師に必要な諸届け  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課・福祉課） 
２． 医療法第６条の５第１項第７号及び第11号～第13号の規定に基づき広告しうる事項‥（業務課） 
３． 健康保険法等により院内掲示が義務付けされている事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（福祉課） 
４． 佐賀県医師会終末期医療ガイドライン（Ｈ２４．９．２０）  ‥‥‥‥‥‥‥‥（総務課） 


