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事業計画書

事業方針

加盟学会に共通する課題を、個々の学会を超越した日本医学会連合として検討を行い、その
結果を医学界及び国民に発信し、必要な対策の推進のための事業を行う。
なお、 年 月 日に日本医学会創立 周年を迎えた。これまでの歴史を振り返るとと

もに、未来への提言を行う貴重な機会になった。昨今は の蔓延に翻弄され続けてい
ることから、われわれはアカデミアの責務として、あらためて基礎研究の重要性を国民に理解
してもらう努力をしなければならない。また、国の内外で将来を憂える大きな問題が多発して
いる。たとえば、ウクライナの問題、気候変動の問題、ジェンダーの問題などに対しても、ア
カデミアの立場から成すべきことを果たしていく責務がある。会員の理解と協力で実行したい
と考えている。

日本医学会連合の目的と行動目標

• 目的（定款）
当法人は、医学に関する科学及び技術の研究促進を図り、医学研究者の倫理行動規範を
守り、わが国の医学及び医療の水準の向上に寄与することを目的とする。

• 行動目標
社会から信頼される学術団体として、わが国の医学及び医療の発展に向け発信し、行動
する。

日本医学会事業に関する基本的な考え方

• 現在の日本医学会は、日本医学会連合と日本医師会とで協働する事業を行う場合、日本
医師会定款に基づいて行うときの活動上の組織名と考える。

• 日本医学会の事業は日本医学会連合理事会方針のもと、日本医学会幹事会の決定の手続
きを経て行う。

• 日本医学会と日本医学会連合の事業の分担を整理して活動する。

社員総会

定時社員総会は 年 月 日に開催し、臨時社員総会は適宜開催する予定である。

理事会

業務執行の決定を行うべく、隔月で開催する予定である。
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企画運営会議

会長、副会長、業務執行理事で構成される企画運営会議は、日本医学会連合の業務企画及び
運営全般に責任を有する最上位の位置付けである。新規の事業方針と全体計画の起案、各委員
会の設置と諸活動の支援、諸会議の企画など、日本医学会連合の諸業務執行、全体に関わる部
分に責任を持つ。

各委員会の活動内容と本年度の計画

．総務委員会

会員からの要望への対応、会務にかかわるフロントオフィス・ミドルオフィスの強化・バッ
クオフィスの拡充、政策提言等の効果検証、各委員会の事業計画の把握および所掌業務の調整、
組織の活性化の方策の検討、適切な情報管理（リスクマネジメント、ダメージコントロールを
含む。）を行う。

．財務委員会

予算・決算、財産管理、財務諸表等を作成し、また会費額等について検討する。年 回の会議
を予定している。

年度決算報告書を作成し、 年 月 日開催の理事会に諮る。また、年度内に
年度予算書を作成し、 年 月の理事会に諮る。

月次決算に基づいて定期的に予算執行状況を理事会に報告する。
コロナ時代のオンライン会議中⼼の活動に即した柔軟な財務計画を立案する。

厚⽣労働科学研究費など公的研究費の更なる適正な執行のための管理・監査体制を強化
する。
日本医学会連合の活動の発展を⾒据えて中長期的な財務計画を立案する。

．あり方委員会

中長期的視点に立った日本医学会連合のあり方を検討する。年 回の会議を予定している。
医学・医療の諸課題について日本医学会連合の使命についてあり方を検討する。
医療や学術の諸課題について医療関連団体や日本学術会議・⾃然科学連合などの諸団体
との連携についてあり方を検討する。
医学・医療に関する国の審議会や委員会における日本医学会連合としての参画について
あり方を検討する。
加盟学会と⾮加盟学会の連携のあり方を検討する。
「あり方委員会 団体との連携に関するワーキンググループ」で詳細な検討を行い、原案
を作成する。
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企画運営会議

会長、副会長、業務執行理事で構成される企画運営会議は、日本医学会連合の業務企画及び
運営全般に責任を有する最上位の位置付けである。新規の事業方針と全体計画の起案、各委員
会の設置と諸活動の支援、諸会議の企画など、日本医学会連合の諸業務執行、全体に関わる部
分に責任を持つ。

各委員会の活動内容と本年度の計画

．総務委員会

会員からの要望への対応、会務にかかわるフロントオフィス・ミドルオフィスの強化・バッ
クオフィスの拡充、政策提言等の効果検証、各委員会の事業計画の把握および所掌業務の調整、
組織の活性化の方策の検討、適切な情報管理（リスクマネジメント、ダメージコントロールを
含む。）を行う。

．財務委員会

予算・決算、財産管理、財務諸表等を作成し、また会費額等について検討する。年 回の会議
を予定している。

年度決算報告書を作成し、 年 月 日開催の理事会に諮る。また、年度内に
年度予算書を作成し、 年 月の理事会に諮る。

月次決算に基づいて定期的に予算執行状況を理事会に報告する。
コロナ時代のオンライン会議中⼼の活動に即した柔軟な財務計画を立案する。

厚⽣労働科学研究費など公的研究費の更なる適正な執行のための管理・監査体制を強化
する。
日本医学会連合の活動の発展を⾒据えて中長期的な財務計画を立案する。

．あり方委員会

中長期的視点に立った日本医学会連合のあり方を検討する。年 回の会議を予定している。
医学・医療の諸課題について日本医学会連合の使命についてあり方を検討する。
医療や学術の諸課題について医療関連団体や日本学術会議・⾃然科学連合などの諸団体
との連携についてあり方を検討する。
医学・医療に関する国の審議会や委員会における日本医学会連合としての参画について
あり方を検討する。
加盟学会と⾮加盟学会の連携のあり方を検討する。
「あり方委員会 団体との連携に関するワーキンググループ」で詳細な検討を行い、原案
を作成する。

役員選挙のあり方を検討する。
「あり方委員会 役員選挙の⾒直しに関するワーキンググループ」で詳細な検討を行い、
原案を作成する。
加盟学会連絡協議会を開催し、意⾒の聴取に務める。
会費額についてそのあり方を検討する。

．広報委員会

加盟学会及び社会に向けた情報発信を積極的に行う（ホームページ、記者会⾒、
、 等）。

加盟学会とオンライン上で密に連携が取れるような仕組みづくりを行う。
日本医学会連合 定例メディア懇談会を年 回程度行い、社会に向けて医学界における諸
課題と検討状況等を発信する。
ホームページのコンテンツの充実を図る。
ホームページの英語版の対応を進める。
ホームページの改修を検討する。

．専門医等人材育成検討委員会

専⾨医制度を取り巻く状況を確認し、シーリング問題など今後のあるべき方向性を検討する。
また、医学部入学時地域枠の課題含め医学教育の在り方を検討する。地域偏在、診療科偏在の
課題、社会医学系専⾨医制度との連携についても検討し、日本医学会連合としての⾒解をまと
める。

．労働環境検討委員会

前期委員会で実施された加盟学会へのアンケート調査および医師の働き方に関する中間報告
を元にしながら今期委員会で検討するテーマを選定し、日本医学会連合からの意⾒表明ができ
ることを目標に活動する。当面の検討課題として以下を考えているが、テーマについてはさら
に幅広く検討する。

医育機関の働き方改革と研究力の向上
医師の働き方改革制度が女性医師のステップアップを阻害しないための課題整理
医師の働き方改革のための医療供給体制の⾒直し

委員会（年度内３回）における意⾒交換に加えて、これらのテーマを深掘りするために、以
下の活動を計画する。

関係者・学識経験者・行政などによるオンラインシンポジウムの開催
関係団体、関係者に対するアンケート
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．ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）推進委員会

  年度に加盟学協会を対象に行った「男女共同参画など多様な背景を持つ会員の学術活動
への参画と今後の支援方策に関する調査 」結果について、  年度のアンケート結果との
比較も含めて解析を行い、報告書を日本医学会連合のホームページに掲載する。今回は、新た
に学術集会の  開催や若手医師・研究者支援に関する調査も行っており、加盟学会に情報発
信を積極的に行う。

．教育・研究推進委員会

 医学教育及び研究の推進に必要な方策について検討し、対応策を実施する。
 具体的には、研究者育成に関する調査・解析、及び  リトリートと社会医学リトリ 
ートを実施する。「加盟学会連携フォーラム共済事業」についても例年通り実施する。ゲノム
編集ワーキンググループでは、ゲノム編集の医学応用についてホームページ作成を行う。領域
横断的事業の公募を新規に行う。
．研究者育成に関する検討作業部会

  年  月  月  本委員会が実施した加盟学会、大学（医学部）及び病院、歯学部、薬学部、
公衆衛⽣・看護保健系の  余の機関アンケート結果をもとにした報告書の作成を行う。
．ゲノム編集技術の医学応用に関する検討作業部会

 ゲノム編集技術の医学における有用性について紹介する目的で、体細胞のゲノム編集による
新たな治療法についてホームページ作成を行う。
．基礎医学系研究推進事業

 基礎部会の抱える共通の課題として、学会を支える若手研究者の育成とキャリア形成の充実
の必要性が指摘されている。この必要性に鑑み、若手研究者の活性化を目的として、基礎部会
関連学会で活躍する若手会員約  名を招待して研究発表を行い、若手研究者の交流・連携・横
断的研究活動を促進する「日本医学会連合  リトリート」を  年 月に開催した。
その成功を受けて第  回目の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け
て延期となった。今後の新型コロナウイルス感染の収束を想定したうえで、  年度後半
（ 年 月頃）に、第 回 日本医学会連合 リトリートを対面で開催する計画を進
める。
．社会医学系研究推進事業
日本医学会連合の社会部会に所属する 加盟学会は、専⾨分野も多岐にわたる。社会部会に

おける若手研究者の一層の活躍を図り、かつ若手研究者を中⼼とする分野横断的な交流の場を
作るため、若手リトリートを開催する。 年度に実行委員会を組織し、検討開始したが、

年度も引き続き実行委員会で開催準備を進める。新型コロナウイルス感染症の感染対策に
十分配慮したうえで、対面・オンラインのハイブリッド形式での開催を計画しているが、状況
に応じて、オンライン開催とする。
．加盟学会連携フォーラム共催事業
加盟学会連携フォーラム開催（１件 万円）を 件支援する。
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．男女共同参画等検討委員会

年度に加盟学協会を対象に行った「男女共同参画など多様な背景を持つ会員の学術活動
への参画と今後の支援方策に関する調査 」結果について、 年度のアンケート結果との
比較も含めて解析を行い、報告書を日本医学会連合のホームページに掲載する。今回は、新た
に学術集会の 開催や若手医師・研究者支援に関する調査も行っており、加盟学会に情報発
信を積極的に行う。

．教育・研究推進委員会

医学教育及び研究の推進に必要な方策について検討し、対応策を実施する。
具体的には、研究者育成に関する調査・解析、及び リトリートと社会医学リトリ

ートを実施する。「加盟学会連携フォーラム共済事業」についても例年通り実施する。ゲノム
編集ワーキンググループでは、ゲノム編集の医学応用についてホームページ作成を行う。領域
横断的事業の公募を新規に行う。
．研究者育成に関する検討作業部会

年 月 月 本委員会が実施した加盟学会、大学（医学部）及び病院、歯学部、薬学部、
公衆衛⽣・看護保健系の 余の機関アンケート結果をもとにした報告書の作成を行う。
．ゲノム編集技術の医学応用に関する検討作業部会
ゲノム編集技術の医学における有用性について紹介する目的で、体細胞のゲノム編集による

新たな治療法についてホームページ作成を行う。
．基礎医学系研究推進事業
基礎部会の抱える共通の課題として、学会を支える若手研究者の育成とキャリア形成の充実

の必要性が指摘されている。この必要性に鑑み、若手研究者の活性化を目的として、基礎部会
関連学会で活躍する若手会員約 名を招待して研究発表を行い、若手研究者の交流・連携・横
断的研究活動を促進する「日本医学会連合 リトリート」を 年 月に開催した。
その成功を受けて第 回目の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け
て延期となった。今後の新型コロナウイルス感染の収束を想定したうえで、 年度後半
（ 年 月頃）に、第 回 日本医学会連合 リトリートを対面で開催する計画を進
める。
．社会医学系研究推進事業
日本医学会連合の社会部会に所属する 加盟学会は、専⾨分野も多岐にわたる。社会部会に

おける若手研究者の一層の活躍を図り、かつ若手研究者を中⼼とする分野横断的な交流の場を
作るため、若手リトリートを開催する。 年度に実行委員会を組織し、検討開始したが、

年度も引き続き実行委員会で開催準備を進める。新型コロナウイルス感染症の感染対策に
十分配慮したうえで、対面・オンラインのハイブリッド形式での開催を計画しているが、状況
に応じて、オンライン開催とする。
．加盟学会連携フォーラム共催事業
加盟学会連携フォーラム開催（１件 万円）を 件支援する。

．領域横断的連携活動事業（ （ ）事業）
加盟学会に広く共通する課題を加盟学会間の分野横断的な学術連携により検討し、その成果

を広く発信するため、複数の加盟学会による領域横断的連携活動を支援する。領域横断的活動
に必須の支出に対して、 件につき年間 万円を上限に 年間を目処として支援する。
年度は 件までの採択を予定している。

．研究倫理委員会

「ゲノム指針」と「医学系指針」を統合して新たに発出された「人を対象とする医学系研
究に関する倫理指針」を加味した、加盟学会に共通な研究発表に当たっての共通研究倫
理指針のとりまとめを終える。
研究機関内の研究公正推進部署の常設制度について政府等で始まっている新たな動向を
⾒ながら、議論を開始する。
研究倫理の新たな方向として、欧米では医⽣命科学系研究結果の極めて低い再現性が注
目され、その改善が図られている。委員会はその原因を成す研究者のバイアスを回避す
る上で知るべき内容が会員に周知される方策を検討する。

． （仮称）創設に関する委員会（第二次）

年 月 日の提言「健康危機管理と疾病予防を目指した政策提言のための情報分析と活
用並びに人材支援組織の創設」の発出後、若手研究者から成る を結成
して、 会議で定期的に開催してきた。 年度は、本委員会と

の活動を継続する。
その際、コロナ対策に関する国、⾃治体、学術団体等の諸活動に関して、進んだ点、未解決

な課題を整理、議論し、新たな組織の創設に関して、さらなる提言の発出について検討する。
委員会の定期的な開催

の代表者の参加：検討内容の説明と議論
委員会メンバーへのアンケート調査（コロナ対策の進んだ点、未解決課題等）
新たな提言についての議論

の定期的な開催
委員会でのフィードバックを受けての議論の継続と若手からの提言の取り纏め
委員会メンバー、実務家、行政担当者などによるオンラインシンポジウムの開催

．健康医療分野におけるビッグデータに関する委員会

委員会を 回程度開催する。
加盟学会へのアンケートを実施する。
以上により、提言書の取りまとめ方の議論を行う。
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．診療ガイドライン検討委員会

加盟学会が策定する診療ガイドラインの質および信頼性の確保と適切な普及・啓発の仕組み
作りを検討するとともに、ガイドライン等に関連する事業を行う。
．診療ガイドラインの検討
各学会の診療ガイドライン作成における連携を促進し、ガイドライン間の重複や齟齬を改善

する。定期的に各学会にアンケート調査を行い、問題点とその改善状況を明確にする。ガイド
ライン作成における利益相反の問題については、必要に応じ全国医学部長病院長会議とも連携
を行っていく。
．診療ガイドライン統括委員長会議（加盟学会 統括委員長からなる組織）の開催
新型コロナウイルス感染状況をみながら、適宜委員長会議と「 の質と信頼性確保に関す

るシンポジウム」を企画し開催する。
．日本医療機能評価機構 センターとの連携
事業内容に関する役割分担と支援体制の充実を促進する。
． の更新
関連事業として 作成委員会を設置し、 を

作成・公開している。今後も新しいエビデンスが出るとともに を行う。
．オンライン診療関連対応
関連事業としてオンライン診療検討委員会を設置し、厚⽣労働省からの要請に基づき、「オ

ンライン初診に適さない症状」「オンライン初診での処方に適さない薬剤」の提言の作成を行
い発出した。現在「オンライン診療のみで継続診療可能な疾患・病態」の取り纏めを行ってい
る。また、本邦でオンライン診療が一向に普及しない理由を明らかにするため、その適正な普
及を妨げている要因を分析し、提言する。
．学術講演事案に関する対応
企業主催・共催による講演会におけるスライドの事前チェックに伴う問題について、日本医

学会利益相反委員会と密接に連携しながら検討し、適切な対応策を提言する。

8



．診療ガイドライン検討委員会

加盟学会が策定する診療ガイドラインの質および信頼性の確保と適切な普及・啓発の仕組み
作りを検討するとともに、ガイドライン等に関連する事業を行う。
．診療ガイドラインの検討
各学会の診療ガイドライン作成における連携を促進し、ガイドライン間の重複や齟齬を改善

する。定期的に各学会にアンケート調査を行い、問題点とその改善状況を明確にする。ガイド
ライン作成における利益相反の問題については、必要に応じ全国医学部長病院長会議とも連携
を行っていく。
．診療ガイドライン統括委員長会議（加盟学会 統括委員長からなる組織）の開催
新型コロナウイルス感染状況をみながら、適宜委員長会議と「 の質と信頼性確保に関す

るシンポジウム」を企画し開催する。
．日本医療機能評価機構 センターとの連携
事業内容に関する役割分担と支援体制の充実を促進する。
． の更新
関連事業として 作成委員会を設置し、 を

作成・公開している。今後も新しいエビデンスが出るとともに を行う。
．オンライン診療関連対応
関連事業としてオンライン診療検討委員会を設置し、厚⽣労働省からの要請に基づき、「オ

ンライン初診に適さない症状」「オンライン初診での処方に適さない薬剤」の提言の作成を行
い発出した。現在「オンライン診療のみで継続診療可能な疾患・病態」の取り纏めを行ってい
る。また、本邦でオンライン診療が一向に普及しない理由を明らかにするため、その適正な普
及を妨げている要因を分析し、提言する。
．学術講演事案に関する対応
企業主催・共催による講演会におけるスライドの事前チェックに伴う問題について、日本医

学会利益相反委員会と密接に連携しながら検討し、適切な対応策を提言する。

一般会計 （単位：円）

当年度 前年度 増減
1．経常収益

受取会費 59,867,650 59,012,000 855,650
雑収益 1,000 1,000 0

受取利息 1,000 1,000 0
雑収益

経常収益計 59,868,650 59,013,000 855,650

2．経常費用
事業費 66,487,000 64,802,000 1,685,000

旅費交通費 5,500,000 12,700,000 △ 7,200,000
諸謝金 500,000 3,000,000 △ 2,500,000
助成費 10,700,000 4,700,000 6,000,000
賃借料 2,000,000 3,850,000 △ 1,850,000
会議費 100,000 100,000 0
通信運搬費 500,000 500,000 0
消耗品費 100,000 100,000 0
印刷製本費 1,000,000 1,610,000 △ 610,000
図書・文献購入費 2,000,000 2,000,000 0
人件費 19,375,000 9,000,000 10,375,000
委託費 24,482,000 26,012,000 △ 1,530,000
渉外費 100,000 100,000 0
支払手数料 100,000 100,000 0
租税公課 30,000 30,000 0
雑費（予備費） 0 1,000,000 △ 1,000,000

管理費 41,075,000 41,930,000 △ 855,000

旅費交通費 2,000,000 1,000,000 1,000,000
諸謝金 3,000,000 4,000,000 △ 1,000,000
保険料 50,000 30,000 20,000
賃借料 4,000,000 5,000,000 △ 1,000,000
会議費 100,000 100,000 0
通信運搬費 3,000,000 3,000,000 0
消耗品費 1,000,000 800,000 200,000
消耗什器備品費 1,000,000 800,000 200,000
リース料 1,200,000 1,200,000 0
修繕費 500,000 1,500,000 △ 1,000,000
減価償却費 0 0 0
印刷製本費 100,000 100,000 0
図書・文献購入費 100,000 100,000 0
人件費 11,625,000 9,000,000 2,625,000
教育訓練費 300,000 200,000 100,000
委託費 8,000,000 10,000,000 △ 2,000,000
諸会費 4,400,000 4,400,000 0

渉外費 100,000 100,000 0
支払手数料 500,000 500,000 0
租税公課 100,000 100,000 0
雑費（予備費） 0 0 0

経常費用計 107,562,000 106,732,000 830,000
当期計上増減額 △ 47,693,350 △ 47,719,000 25,650

特別会計 （単位：円）

当年度 前年度

受取研究費
直接経費 205,452,000
間接経費 61,645,000

受取研究費
直接経費 319,800,000
間接経費 80,190,000

5,000,000

2022年度 収支予算書
（2022年4月1日から2023年3月31日まで）

第31回日本医学会総会 2023 東京 分科会/加盟学会展示費

科目

科目
厚生労働行政推進調査事業費補助金
厚生労働科学特別研究事業
新型コロナウイルス感染症に対応した新しい生活様式による生活習慣の変化お
よびその健康影響の解明に向けた研究―生活習慣病の発症および重症化予防の
観点から―

厚生労働行政推進調査事業費補助金
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型コロナウイルス感染症による他疾患を含めた医療・医学に与えた影響の解
明に向けた研究―今後の新興感染症発生時の対策の観点から―
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⼀般社団法⼈ ⽇本医学会連合

＜ 年度＞

事業報告書

決算報告書

監査報告書

⾃ 年 ⽉ ⽇

⾄ 年 ⽉ ⽇
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