
名誉専門医更新申請（2016）
申請マニュアル

申請期間：2017年7月10日（月）から8月31日（木）
申請方法：資格申請システムより全データアップロード
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2017年

7月 8月 9月 10月 11月 12月

申請者
（昨年まで）

申請者
（改訂後）
昨年の更新
対象者から
適用

審議会
事務局

6月中
対象者に
アナウンス

9月末日までが更新期限で
10月1日から認定期間

NCDとのシステム構築期間

審査期間

11月12月もしくは3月の理事会
にて承認後順次認定証到着

名誉専門医更新申請の流れ
認定された場合の認定期間：
2017年1月1日から5年後の12月末日まで

8月‐10月中旬
更新申請期間

2016年秋から対象者に
アナウンス

理事会にて承認後順次認定証到着
認定期間は2017年1月に遡る
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2017年7月10日（月）−8月31日（木）
レジストリー登録システムと連携した名誉専門医更新期間

12月末日までが認定期限で
1月1日から新認定期間に変更

更新に必要な症例数および単位も
変更後の期限まで有効とする

2017年7月10日（月）−8月31日（木）
申請期間

理事会後から12月
審議会の承認、理事会にて報告後認定通知



名誉専門医更新申請条件①
CVIT認定医・専門医・名誉専門医・施設代表医および研修施設・研修関連施設の資格
更新規定（第8 項）より抜粋

8.名誉専門医の資格更新条件は以下とし、更新は5年毎とする。

①日本心血管インターベンション治療学会に所属していること。

②認定後5年間に本学会が指定する、本学会および関連学会が主催する学術集会、ライ
ブデモンストレーションを伴う学術集会、学術講演会、その他の事業への参加、学会発表
または学術論文掲載により、名誉専門医は研修単位25単位を取得しなければならない。
25点のうち、以下の3つを必須とする。
・ ライブ単位： 10単位（10単位を超える分はカウントしない）

＜備考＞2016年度更新対象者、2017年度更新対象者はライブ必要単位を5～10点で可
とし、2018年度更新対象者から10点を必須とする。
・ 放射線防護講習会：1単位
・ 医療安全・倫理講習会：1単位
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名誉専門医更新申請条件②

③名誉専門医の資格更新申請の手続きには、定められた様式の他に、以下のものを添
付しなければならない。

・ 学術集会、講演会に参加したことを証明する参加証の写し
・ 発表者を証明するプログラムの写し
・ 論文タイトルのページの写し
・ 放射線防護講習会に参加したことを証明する参加証の原本写し
・ 医療安全・倫理講習会に参加したことを証明する参加証の原本写し

（日本循環器学会の放射線防護講習会および医療安全・倫理講習会に参加した場合は、
参加したことを証明する参加証の写しで可）

＜備考＞今年度より、更新書類全アップロードに伴い、放射線防護講習会と医療安全・
倫理講習会の受講証も、原本の提出ではなく、データの写しをアップロードしてください
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提出内容について

＜CVIT資格申請システムへアップロードするデータ＞

①名誉専門医更新申請書

②取得単位申請書

③更新単位参加証データ貼付欄
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（2017年7月10日-8月31日）



CVIT資格申請システム操作手順
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申請画面ログイン方法
ホームページ画面に表示される「CVIT専門医認定医制度審議会 資格申
請システム」より、申請手続きを進めてください。
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7月10日（月） 0:00 より
アクセス可能になります。



申請画面パスワード申請方法

8

こちらからログイン用パスワード
の申請を行ってください。



パスワード登録方法①

9申請画面へ

手順① 手順②

手順③手順④

メールに届いたURLを押下し、
パスワード設定を行ってください。
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パスワード登録方法②-1（お問い合わせ画面へ進む）
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本申請システムで使用するアドレスが有効かあらかじめ
確認するための機能です。

「このアドレスへCVITからのメールが届くか確認す
る 」を押下し、テストメールを送信した後、

＜しばらく待ってもメールが届かない場合＞
・ご利用のネットワーク管理者に問い合わせいただくか、
・別のメールアドレスをご利用いただくか、
・迷惑メールに振り分けられていないかを確認してくだ
さい。

＜テストメールの受信が確認できた場合＞
こちらの画面からお問い合わせの後、CVIT事務局から
の返信をお待ちいただいてから、改めてログイン用パス
ワードの申請を行ってください。

※利用するメールアドレスが会員登録されているメール
アドレスと異なる場合、「その他連絡事項」にメールア
ドレス変更希望の旨、ご連絡いただき、CVIT事務局か
らの返信をおまちください。

こちらにメールアドレスを入力して
から確認してください。

パスワード登録方法②-2（登録情報の確認と変更方法について）



CVIT資格申請システムログイン後操作手順①-1

画面下の「資格申請の開始」より、
「名誉専門医更新申請（2016）」を選択する
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CVIT資格申請システムログイン後操作手順①-2

「名誉専門医更新申請（2016）を開始する」を選択する
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CVIT資格申請システムログイン後操作手順①-3

下の「資格申請の開始」から「名誉専門医更新申請
（2016）」を選択すると、ダッシュボードの「現在進行中
の手続き（申請中）」画面に表示されますので「名誉専
門医更新申請(2016) 書類提出」を選択してください。
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CVIT資格申請システムログイン後操作手順②

記入様式をクリックし、申請書
類をダウンロードする
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名誉専門医更新申請書 表紙

会員番号、医籍番号、氏名を入力

※医籍番号は、必ず医師免許証を確認
の上、記入すること

16



名誉専門医更新申請書 P1.

◎チェックリスト名誉専門医更新申請

申請時にアップロードする書類データが不足なく全
て揃っているか、必ずチェックリストに記載するこ
と

＜注意事項＞
※ 2016年度更新対象者、2017年度更新対象者はライブ必要

単位を5～10点で可とし、2018年度更新対象者から10点
を必須とする。

※ 2016年度更新対象者は、申請日までに参加した単位を更
新点として認める。

※ 放射線防護講習会および医療安全倫理講習会受講単位は
認定期間中1回の受講単位のみ有効とし、複数回受講分
はカウントできない。

※ 取得単位分の点数内訳は専門医認定医制度審議会更新規
定5ページ目を参考にする。

40

30

8

1

1
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名誉専門医更新申請書 P2.

◎名誉専門医資格更新審査申請
書の記載

※医籍番号は、必ず医師免許証
を確認の上、記入すること
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書類のPDF化作業（必須）

◎書類のPDF化作業について

申請時に必要な書類準備ができた後、書類は全てスキャ
ンし1ファイル（PDF）化すること
※郵送での書類提出は廃止となりますのでご注意くださ
い。

ファイル名：
「名誉専門医更新（申請書）」＋「会員番号」+「氏名」
例：名誉専門医更新（申請書）01234心血管太郎

チェックリスト

名誉専門医更新申請書



アップロード方法

②「参照」から提出する申請
データファイルを選択し「送
信する」をクリック

①「アップロードする」をクリック

③認定医更新申請書箇所で、
「提出済」と表示が変更され
ているかをチェックする

※申請期間内であれば、提出データの差替
は、「変更する」より可能 20



CVIT資格申請システムログイン後操作手順③
取得単位申請書と更新単位参加証データ貼付欄の「記入様式をクリックし、
申請書類をダウンロードしてください。
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申請書類（共通）
(取得単位申請書：Excel)

22記入してください

記入してください

分類

プルダウンで選択してください

単位

・
・
・
・
・
・

・・・・・・

・
・
・
・
・
・
・・

【お願い】
この「取得単位申請書」は、必ずExcelファイルのまま、
アップロードしてください！

ファイル名：
「名誉専門医更新（取得単位申請書）」＋
「会員番号」+「氏名」
例：名誉専門医更新（取得単位申請書）
01234心血管太郎



申請書類（共通）
(参加証データ貼付欄）
（CVIT学術集会・地方会、CVIT学術集会・地方会（座長・発表）学術集会（教育講演）、関連学会学術集会、ライブを伴わない研修会参加分）

23

③

① ②

ページ番号を記入してください
※ページ番号は「参加証データ貼付欄」
「表紙」全てに通しで記入してください

1

1

1

写し番号を記入してください

1

①

②
③



申請書類（共通）
(参加証データ貼付欄 ライブデモンストレーション参加点）
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②①

3

3

ページ番号を記入してください

写し番号を記入してください

①

②



申請書類（共通）
(参加証データ貼付欄 放射線防護講習会、医療安全倫理講習会参加用）
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①

②

②①

写し番号を記入してください

ページ番号を記入してください

参加証は受講年によって様式は
異なりますが、地方会で開催された
講習会は参加単位として有効です。

4

4

4



3

申請書類（共通）
(取得単位を証明する雑誌・抄録の写し（任意）表紙）
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5

5

ページ番号を記入してください

2

1

取得を証明する
雑誌・抄録の写しデータ

取得を証明する雑誌・抄録の写し
データの表紙として使用ください

・
・
・
・
・
・
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◎書類のPDF化作業について

参加証および取得単位を証明する写しデータは、まとめてスキャンし、
1ファイルにPDF化すること
※郵送での書類提出は廃止となりますのでご注意ください。

ファイル名：
「名誉専門医更新（単位証明）」＋「会員番号」+「氏名」
例：名誉専門医更新（単位証明）01234心血管太郎

更新単位参加証
データなど

参加証および取得単位を証明する
写しデータのPDF化作業（必須）



アップロード方法
①取得単位申請書、更新単位参加証データ貼付欄、それぞれで「アップロードする」をクリック

②「参照」から提出する申請データファイルを選択し「送信する」をクリック

③申請書箇所で、「提出済」と表示が変更されているかをチェックする
申請前 申請後

※申請期間内であれば、提出データの差替は、「変更する」より可能 28

Excelデータをアップロード
PDFデータをアップロード



申請を取り消す場合

画面最下部の赤のボタンを押下することで
申請が取り消され、ダッシュボードの申請中
が消えます
再開する場合は資格申請の開始から始めて
ください
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