
What is a “profession” ?



“プロフェッション”とは何か？



profess

profession

professional

professionalism

Creed

(Credo)
a【Verb】 to declare openly (one’s religious faith)

example？
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a（信仰を）告白する、明言する、公言する【動詞】



profess
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professional
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【Verb】 to declare openly (one’s religious faith)

【Noun】 open declaration
【Noun】Body of people who declared openly

⇒ abbey or higher in churches

required to enter universities in Medieval Europe

Departments of Clergy, Medicine, Law

↓

• Clergy
• Medicine
• Law

(body of people with) 
occupations of
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professional
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（信仰を）告白する、明言する、公言する【動詞】

告白すること、明言すること、公言すること【名詞】

（信仰を）告白した人たち【名詞】

⇒修道士以上の地位

中世ヨーロッパでは、

大学に入るのに必須

神学、医学、法学の３学部で構成

↓

• 聖職者
• 医師
• 法曹（裁判官、検察官、弁護士）

の専門職（集団）
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professional
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【Adj.】

【Noun】a member  of a profession

【Noun】the doctrine a profession and their members 
are to follow

【Verb】 to declare openly (one’s religious faith)

【Noun】 special occupation(s) with common features
【Noun】a body of people with a special occupation



profess
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professional
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（信仰を）告白する、明言する、公言する【動詞】

専門職、専門職集団【名詞】

専門職個人【名詞】

専門職の【形容詞】

専門職集団（プロフェッション）のあり方【名詞】

専門職個人（プロフェッショナル）のあり方【名詞】





プロフェッション

プロフェッショナル



 Jean-Jacques Rousseau 
 published in 1762

 Chomin Nakae
 classical Chinese 

translation in 1882

120 years



 ジャン=ジャック・
ルソー

 1762年に出版

 中江兆民

 1882年に漢文訳出版

120 年



 ACP, ABIM, EFIM
 published in 2002

 Chomin Nakae
 classical Chinese 

translation in 1882

120 years



 中江兆民

 1882年に漢文訳出版

120 年

 米国内科医協会など

 2002年発表



PROFESSION SOCIETY

quality assurance
altruism
moral engagement
integrity

＋ accountability

monopoly
autonomy

financial reward
prestige

profess

Mutual TRUST
（= unwritten

contract）



プロフェッ
ション

社 会

質の保証
利他的な奉仕
道徳性、向上心

＋説明責任

独占権（免許）
自律権

経済的報酬
名 声

を公約（プロフェス）する

相互の信頼
（＝無書面契約）



Scientific research

CME/CPD organization

Political representative

Trade union

Licensing body

Certifying board

COI

Evaluate knowledge 
and skills in specialty

Evaluate morality, 
integrity, altruism, 
basic knowledge and 
skills



研究団体

学習団体

政治的代表

通商交渉

診療資格管理団体

総合／領域別認定団体領域別の知識・技術
中心に教育・評価

基本的知識・技術や
科学的・論理的判断
力、人間性や人格を
中心に教育・評価

利益相反



Scientific research

CME/CPD organization

Political representative

Trade union

Licensing body

Certifying board

American Medical Association SGIM, AHA, ASN, etc

???

State Medical Boards

ABIM, ABS, etc

ACP, ACS, etc



研究団体

学習団体

政治的代表

通商交渉

診療資格管理団体

総合／領域別認定団体

米国医師会 SGIM, AHA, ASN, など

???

州免許委員会

ABIM, ABS, ABFMなど

ACP, ACS, AAFMなど



Scientific research

CME/CPD organization

Political representative

Trade union

Licensing body

Certifying board

British Medical Association European Associations?

General Medical Council

PMETB ⇒ GMC

Royal Colleges
(Physicians, GPs, etc)

British Medical Association



研究団体

学習団体

政治的代表

通商交渉

診療資格管理団体

総合／領域別認定団体

英国医師会 欧州○○学会?

英国医師会

総合医療評議会

卒後医学教育研修認定委員会
⇒ 総合医療評議会

王立カレッジ



Scientific research

CME/CPD organization

Political representative

Trade union

Licensing body

Certifying boards

Japanese Medical Association? Subspecialty Gakkai?

(Specialty) Gakkai?

Board of Medical Specialties

？？？

Evaluate knowledge 
and skills in specialty

Evaluate morality, 
integrity, altruism, 
basic knowledge and 
skills

Japanese Medical Association?

MHLW???

Gakkai???

Japanese Medical Association?



研究団体

学習団体

政治的代表

通商交渉

診療資格管理団体

総合／領域別認定団体

日医＝医師連合？ 亜領域学会？

基幹領域学会？

専門医制評価・機構

？？？

日医、保団連？

領域別の知識・技術
中心に教育・評価

基本的知識・技術や
科学的・論理的判断
力、人間性や人格を
中心に評価

学会？

厚生労働省？



1. Keeping up-to-date registers of qualified 
doctors 

2. Fostering high ethical standard 
3. Promoting high standards of medical 

education
4. Dealing firmly and fairly with doctors whose 

fitness to practise is in doubt
5. (Arbitration/Conciliation)
6. (Keeping pension scheme)



1. 認定された医師の最新状態の登録簿の維持

2. 医師の倫理規範の作成

3. 高い水準の医学教育の促進

4. 診療適性に疑義のある医師に対する毅然と

した公正な対処

5. （調停・鑑定）

6. （医師年金制度の運用）



Apple

Barrel

Barrel Maker

Individual

Situation

System

Philip Zimbardo. The Lucifer Effect --- Understanding How Good People Turn Evil. 2007.

Bad

Bad

Bad

Good

Good

Good

Bad

Bad

Bad

Good

Good

Good

Sanction

Prevention
• Mindlessly Taking the First Small Step
• Dehumanization of Others
• De-individualization of Self (anonymity)
• Diffusion of Personal Responsibility
• Blind Obedience to Authority
• Uncritical Conformity to Group Norms
• Inaction, or Indifference



リンゴ

樽

樽製造工程

個人

状況

システム

Philip Zimbardo. The Lucifer Effect --- Understanding How Good People Turn Evil. 2007.

悪質な

悪質な

悪質な

悪質な

悪質な

悪質な

懲罰

予防

• 考えもなく最初の小さなステップを踏む
• 他人の人間性を剥ぎ取り
• 自身の没個性化を図る（匿名性）
• 個人の責任を曖昧にし
• 権限へ盲目的に服従する
• グループの基準には無批判に従う
• 怠慢や無関心


	The role of �  professional societies �    in the implementation of   �      social contract
	社会契約の履行における�　プロフェッショナル�　　ソサエティの役割 
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	Triple contract theory
	三重契約論
	Social Contract Theory
	社会契約論（民約論）
	New Physician Charter
	新医師憲章
	Contract between profession and society
	プロフェッションと社会との契約
	Three types of professional societies
	プロフェッショナルソサエティの３類型
	In the United States
	米国では
	In UK
	英国では
	In Japan ?
	日本では？
	Roles of Regulating Body
	診療資格管理団体の役割
	From sanction to prevention
	懲罰から予防へ

