
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

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更新申請期間および

名誉専門医への移行申請期間

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



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7項）より抜粋

7.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専門医は5年間で250症例以上のカテーテル治療（ただし125例以上は冠動脈形成術であ
ること）の治療経験があり、J-PCI レジストリーに参加し、全例登録していること。250
症例のうち150例は指導的介助者としての治療経験で可とする。指導的介助者は1症例につ
き1名とする。

③認定後5年間に本学会および関連学会が主催する学術集会、本学会が認定した学術集会、
学術講演会、研究会その他の事業への参加と、学会発表または学術論文掲載により、専門
医は研修単位50単位を取得しなければならない。50単位のうち、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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専門医更新申請条件②
④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

⑤専門医は資格更新が不可能となれば、審議会に専門医の資格を返上しなけれ
ばならないが、認定医の資格は上記項目7①～④の条件充足の有無を問わず維
持できる。

4



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＞
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（2017年7月10日-8月31日）

①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

④未登録症例申請フォーマット
※未登録症例を含む申請を行う場合のみ必須となります。

⑤申請症例証明書
※未登録症例を含む申請を行う場合のみ必須となります。

⑥レジストリー登録症例数の提出



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
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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

8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
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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、
「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

「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「専門医更新申請」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「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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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



専門医更新申請書 P1.

◎チェックリスト1 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

◎症例数
更新申請時に使用する各症例数をチェックリスト1の
表に入力する

＜注意事項＞
※未登録症例について
・レジストリー全例登録が義務付けられているのは、
J-PCIのみであり、未登録分はレジストリー登録
フォーマットと申請症例証明書の提出が必須（表⑤⑥
に記載した症例のフォーマットを作成する）

・【J-EVT/SHD、その他】分のレジストリー登録
フォーマット提出は不要（表⑦⑧に記載のみで可）
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＜注意事項＞



専門医更新申請書 P2.

◎チェックリスト2 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。

60

53

5

1

1
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専門医更新申請書 P3.

◎専門医資格更新申請書の記載

※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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専門医更新申請書 P4.

◎症例登録事業（レジストリー）参加登録宣誓書

• 申請時に在籍している施設で、NCD施設診療科
長より、証明をいただく

• 赤字下線部を必ず確認し、誓約すること

◎医籍番号の誤登録が判明した場合
医籍番号がNCD上に正しく登録されていない場合、
症例を正しくカウントすることができかねます。
ただちに、NCDへ医籍番号の修正依頼を連絡して
ください。

NCDお問い合わせ
https://www.ncd.or.jp/contact/medical/clini
calcase/
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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：
「専門医更新（申請書）」＋「会員番号」+「氏名」
例：専門医更新（申請書）01234心血管太郎

チェックリスト1

チェックリスト2

専門医資格更新申請書

症例登録事業（レジストリー）
参加登録宣誓書



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専門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 22



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)

24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：
「専門医更新（取得単位申請書）」
＋「会員番号」+「氏名」
例：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）
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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分）
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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分
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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：
「専門医更新（単位証明）」＋「会員番号」+「氏名」
例：専門医更新（単位証明）01234心血管太郎

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 30

Excelデータをアップロード
PDFデータをアップロード



CVIT資格申請システムログイン後操作手順④
レジストリー(NCD,UMIN)登録している症例を申請する場合、「レジストリー登録症例数の提出
出（NCD）へ進む」をクリックしてください。

症例確認画面で確認後、提出すると以下のようにボタンが白くなりますが、
症例数の確認は何度行なっても問題ありません
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学会に登録した医籍番号が誤っていた場合や
NCDに登録した医籍番号が誤っていた場合、
会員情報の変更作業を行わなければならず、
申請が大幅に遅れます。
必ず医師免許証をお手元に、正しい医籍番号を
入力してください。

32



申請書チェックシートの
カテーテル治療経験数
①に記入してください

申請書チェックシートの
カテーテル治療経験数
②に記入してください

申請書チェックシートの
カテーテル治療経験数
③に記入してください

申請書チェックシートの
カテーテル治療経験数
④に記入してください

J-PCIレジストリーは全例登録が必須です。
不足があった場合は、マニュアルP34から
を参照し、申請症例記入フォーマットと申
請症例証明書の提出が必須です

J-EVT/SHDレジストリーは登録必須では
ありません。不足があった場合は、マニュ
アルP17を参照し、申請書チェックリスト1
の入力表⑦⑧に症例数を記入してくださ
い

UMINの登録で「術者不明：00000」と入力した症例は一
覧表に反映されませんので、CVIT事務局（info@cvit.jp）
にご連絡ください。

NCD連携により、認定期間が変更になっています。ご自身の認定期間をご確認いただき、該当期間の合計数を申請書
チェックシートに記入してください。
（例：旧認定期間が2011年10月1日〜2016年9月30日の先生は2012年1月1日〜2016年12月31日までの症例数）
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CVIT資格申請システムログイン後操作手順⑤

未登録症例申請フォーマットと申請症例証明書は、申請に必須であるJ-PCIレジストリーが
何らかの理由により未登録または全例登録がされていなかった場合のみ提出が必要です。
なお、この救済措置は、2021年12月更新期限の対象者までとなり、2022年12月更新期限の対象者には一切適用されず失効となります。

未登録症例を「未登録症例申請フォーマット」
に入力し、「申請症例証明書」を用いて、その
入力内容が正しいものであることを、上長（診
療科長、部長、院長など診療科の責任者の
方ならどなたでも結構です）に証明いただい
てください。
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申請書類（共通）
(申請症例記入フォーマット：Excel)
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＜専門医・認定医資格新規・更新申請者＞
申請症例記入フォーマット（Excel）に
入力後、CVIT資格申請システムから
アップロードしてください

【お願い】
この「申請症例記入フォー
マットは、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：
「専門医更新（申請症例記入フォーマット）」＋「会員番号」+「氏名」
例：専門医更新（申請症例記入フォーマット） 01234心血管太郎
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＜専門医・認定医資格新規・更新申請者＞
・CVIT資格申請システムから記入様式をダウンロードし、記入後、
スキャンしたPDFファイルをアップロードしてください

申請書類（共通）
(認定医・専門医・研修施設・研修関連施設 申請症例証明書)

該当するものを○で囲んでください

所属診療科の上長または
施設長の証明が必要です。

ファイル名：
「専門医更新（申請症例証明
書）」＋「会員番号」+「氏名」
例：専門医更新（申請症例証明
書） 01234心血管太郎



アップロード方法
①未登録症例申請フォーマット、申請症例証明書、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 37

Excelでアップロード PDFでアップロード



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

38


