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申請者 事務局

指定の登録期限までに登
録いただかないと、事務
局で手続きを進めること
が出来ませんので、ご留
意ください。
資格申請後、審議会の審
査により、棄却される場
合があります。
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新会員システム

⚫ 認定期間内の単位登録
⚫ 発表、座長、論文も登録可能

事前登録データの確認

登録内容と登録データを確認します。
資格申請のための精査は行いません。

受理 or 棄却

資
格
申
請

申請者 事務局 審議会

・書類 1
・書類 2
・書類 3
・活動実績

資格申請システム

資格申請

⚫ 申請に必要な書類をアップロードする
⚫ 更新に必要な単位は自動計算される

申請書類の精査

申請書類を精査します。
必要に応じて差し戻しをする場合が
あります。

申請書類の内容を審議

活動実績を含め、申請内容を審査し、
認定の可否を判定します。

※資格申請に関するマニュアルは別です。

申請の流れ（更新）

指定の登録期限までに
活動実績の事前登録
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活動実績の登録にあたり、

活動実績の登録は、システム画面上の「活動実績」を選択して、
登録を行っていきます。
画面内の指示に従い、登録を行ってください。
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学会活動の登録①

ITEの活動実績とは、以下を指します。

・ CVIT学術集会での発表・座長 ・ CVIT学術集会への参加

・ CVIT地⽅会での発表・座長 ・ CVIT地⽅会への参加

・ 認定された関連学会（地⽅会含む）、講習会、ライブデモンストレーションへの参加

・ CVIT学会誌への投稿・掲載
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学会活動の登録②

このページは、ご自身が事前登録した活動の一覧が表示されます。
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学会活動の登録③(種別の選択)

参加・受講証登録、研究業績（発表）登録、研究業績（論文）発表より登録先を選択してください。

本マニュアルP14～

本マニュアルP24～

本マニュアルP31～
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登録したいイベントの開催年を選択してください。

同一の研究会でも、認定されている年と認定されていない年があります。
一覧に表示のない研究会は認定されておりませんので、ご了承ください。

学会活動の登録④(参加・受講証登録の場合)
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学会活動の登録⑤(参加・受講証登録の場合)

選択した年の会合一覧が表示されます。一覧から選択するか、検索フォームで主催団体（学会）
やイベントの名称等で検索し、選択してください。(検索方法は次項で説明)
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学会活動の登録⑤(参加・受講証登録の場合)

選択した年の会合一覧が表示されます。一覧から選択するか、検索フォームで主催団体（学会）
やイベントの名称等で検索し、選択してください。(検索方法は次項で説明)

一覧に表示された会合には、3種類に区分けされています。
誤って対象外となる会合を申請した場合には棄却されます。

[医師] 医師のみが対象となる会合
[ITE] ITE有資格者のみが対象となる会合
[医師][ITE] 「医師」「ITE有資格者」いずれも対象となる会合



学会活動の登録⑥(企画・イベント検索方法)

主催団体を選択して検索がきます。

本学会および、本学会関連学会

ライブデモンストレーション、
ライブデモンストレーションを伴わない研究会
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学会活動の登録⑦(企画・イベント検索方法)

主催団体を選択しなくても、「名称」「日付」いずれか1つ項目を入力するだけで検索が可能です。

主催団体だけで検索した場合、学術集会や各地方会が表示されます。
支部で検索する場合は、「名称」の箇所に支部名を入力してください。その場合、正式名称でなく
ても検索できます。
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学会活動の登録⑧(企画・イベント検索方法)

“学術集会”だけで検索した場合、その年の学術集会の一覧が表示されます。
一覧から該当するイベントを選択してください。
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学会活動の登録⑨(参加・受講証データのアップロードⅠ)

選択したイベント情報が表示されますので、内容を確認いただき、データをアップロードしてください。
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学会活動の登録⑩(参加・受講証データのアップロードⅡ)

事務局への連絡事項があれば、連絡事項の項目に入力してください。

施設名と申請者氏名の表記
がない参加証は無効です。
必ず表記のある参加証を
アップロードしてください。

該当するJPEGデータを選択してください。
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学会活動の登録⑪(参加・受講証データのアップロードⅢ)

参加・受講証データは、アップロード後の修正、変更は出来ませんので、
必ずイベント情報と内容に誤りがないことを確認してから を押下してください。
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学会活動の登録⑫(参加・受講証データのアップロードⅣ)
この表示がでたら、申請が完了しています
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学会活動の登録⑭ (研究業績（発表）登録の場合Ⅰ)

研究業績に関する各情報を
入力してください。

ITEの資格更新申請に有効な研究業績は
本学会総会、地方会の発表と座長です。
本学会認定団体の発表は有効ではありませんので
ご注意ください。

例：CVIT2013学術集会
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学会活動の登録⑭ (研究業績（発表）登録の場合Ⅱ)

主催団体を選択してください。

1. 主催団体のうち、選択できるのはCVITのみです。
2. CVIT以外の会合での発表・座長経験は更新単位として有効ではありません。
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学会活動の登録⑭ (研究業績（発表）登録の場合Ⅲ)

データアップロード後の修正、変更は出来ませんので、
必ずイベント情報と内容に誤りがないことを確認して
ください。
データを登録したら、最下部の
ボタンを押下しアップロードを完了してください。 18



学会活動の登録⑭ (研究業績（発表）登録の場合Ⅳ)

この表示がでたら、申請が完了しています
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学会活動の登録⑮ (研究業績（論文）発表の場合Ⅰ)

研究実績種別を選択してください。

研究実績の情報を入力してください

研究業績に関する各情報
を入力してください。
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学会活動の登録⑮(研究業績（論文）発表の場合Ⅱ)

主催団体を選択してください。
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学会活動の登録⑮(研究業績（論文）発表の場合Ⅲ)

研究実績の情報を入力し、アブストラクトのページをアップロードしてください。
発行元、号数、ページ、公開日の記載が無い場合は表紙、目次も必要です。
データを登録したら、最下部の ボタンを押下しアップロードを完了して
ください。

発行元、号数、ページ、公開日の記載がな
い場合は表紙、目次も必要です。

データアップロード後の修正、変更は出来ませんので、必ず
イベント情報と内容に誤りがないことを確認してください。
データを登録したら、最下部の
ボタンを押下しアップロードを完了してください。
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学会活動の登録⑮(研究業績（論文）発表の場合Ⅳ)
この表示がでたら、申請が完了しています
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活動実績一覧の確認⑯

このページは、ご自身で事前登録した活動の一覧が表示されます（本マニュアルp30）。
事前登録した内容を検索する場合は、ページ右上の検索条件を押下してください。

事前登録した活動はこち
らから検索できます。

事前登録した詳細はこち
らから確認できます。
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活動実績一覧の確認⑯

どの項目でも検索ができます。
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ステータスについて⑰
ステータスは「申請中」、「受理」、「却下」の3段階に分かれます。
申請中 ・・・事務局で内容を確認中です。審査はせず、書類の不備の有無で受理または棄却を判定します。
受 理 ・・・登録を受理しています。

※資格申請可能なステータスですが、審議会の審査により棄却される場合があります。
棄 却 ・・・登録内容に誤りがあったり、書類が有効でないため受理できません。

※事務局より棄却理由をお知らせします。（修正・訂正後再申請可）

【提出書類について】
・必要情報の記載がある箇所のみ抜粋し、データを作成してください。
（どうしても抜粋が難しい場合は、連絡事項に必ず該当ページを記載し、審査官が速やかに
審査できるようご配慮ください）

・解像度の低い画像など、内容確認できない場合は棄却となります。アップロード前にご確認ください。
・申請データと入力内容に差異がある場合、棄却となります。アップロード前にご確認ください。

（次項参照）

「詳細」よりデータ
の差替えが可能 26



ステータスについて⑰ （事務局コメントの確認）

「通知」欄に事務局からの
コメントが表示されます。
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ステータスについて⑰ （再アップロード）

再アップロードすることが出来ます
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一度アップロードした活動実績は削除することが出来ません。
誤登録の活動実績が棄却された場合、棄却ステータスのまま一覧に表示されてしまいます。
検索条件で非表示としていただくか、データファイルを上書きアップロードいただければ解消します。

活動実績の削除について⑱
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登録時の
注意事項①

登録された「参加・受講証」のデ
ジタルデータの解像度が低く、判
読不可能と判断された場合

⇒棄却され、再アップロードが求
められます。
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登録時の
注意事項②

登録された「参加・受講証」のデ
ジタルデータに会名・会期・氏名
（フルネーム）が確認できない場
合

⇒棄却され、再アップロードが求
められます。

？
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登録時の
注意事項③

座長・発表時の抄録が電子媒
体で提供されており、全頁をその
ままアップロードした場合

⇒サーバー負荷が高く、また、審
査員の内容確認に大幅に時間
を要する為、棄却され、再アップ
ロードが求められます。
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登録時の
注意事項④

「誤って対象外となる会合を申請し
た」
or
「申請会合と異なるファイルをアップ
ロードしてしまった」
場合

⇒削除はできません。そのまま事務
局からの連絡をお待ちください。
後日棄却され、再アップロードが求
められます。
前者の場合は、棄却ままとし、
後者の場合は、再アップロードを
行ってください。
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