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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。

活動実績 1
活動実績 2
活動実績 3
活動実績 4
︙

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。

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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※ 本マニュアルは活動実績更新単位事前登録マニュアルです。資格申請に関するマニュアルではありません。



CVIT資格申請システム

ログインについて
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推奨環境（ブラウザ）

Google Chrome

Mozilla Firefox

『資格申請システム』動作推奨環境

資格申請システムへのログインはパソコンのみの対応となっております。
スマートフォンや、タブレット端末からログインした場合のサポートは一切行っておりません。
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ログインについて①

『CVIT資格申請システム』導入（2019年8月～）により、
ITEの「新規」「更新」申請手続きが、
ファイルアップロード方式に変わりました。
また、通年「研究業績」「活動実績」登録を行うことが
可能になりました。
但し、ご自身の更新申請時期が近くなりますと、
業績・単位登録に対する登録期限が設けられますので、
申請時にはこの点に十分ご留意くださいますよう、
お願い申し上げます。

CVITホームページ（http://www.cvit.jp/）トップ画面の右側のバナーに「資格申請（新会員システム）」という
バナーがございますので、押下してください。
尚、『CVIT資格申請システム』を初めて利用する方は、最初に、パスワード設定を行う必要があります。
画面内の指示に従い、手続きを行ってください。
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手順① 会員番号（5桁）を入力してください

手順② パスワードの登録を行ってください

パスワードは8文字以上とし、
英大文字・英小文字・
数字・記号のうち、

3種類以上を含めてください。

パスワード登録方法① パスワード確認のメールは、CVITに登録されている
アドレス宛に配信されます。
登録アドレスをご確認いただき、CVITからのメールを
受信できるよう設定を行ってください。

6



手順③ メールの送受信

手順④ 受信メール本文中のURLを押下し、手順②で設定したパスワードを入力してください

しばらく待ってもメールが届かない場合は「お問い合わせへ進む」を押下
してください。(マニュアル次頁へ)

表示されているURLを全選択しコピーの上、ブラウザのURLが表示さ
れている箇所に張り付けし、ページを進んでください。

パスワード登録方法② パスワード確認のメールは、CVITに登録されている
アドレス宛に配信されます。
登録アドレスをご確認いただき、CVITからのメールを
受信できるよう設定を行ってください。
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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。

★本システムで使用するアドレスが有効か
どうか、予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待ちください。

パスワード登録方法③（確認メールが届かない場合）
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CVIT資格申請システム

活動実績の登録方法について
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研究業績の登録にあたり

参加証・受講証（ネームカード）

ファイル形式：JPEG

※ 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。
参加証に施設名と氏名を記入する欄がない場合、参加証の空
白部分にご自身で施設名と氏名をご記入ください。

※ スマートフォンやデジタルカメラで撮影した画像ファイ
ルで差し支えございません。
但し、解像度が低く、内容が確認できない場合は、
再度ご提出いただくことになります。
予めご了承ください。

研究業績（発表）、研究業績（論文）

ファイル形式：PDF

※ 会名（学会誌号数）・開催日 ・ご自身の演題名・氏名が記
載されているページをアップロードしてください。

※ ご自身の発表が掲載されているページのみアップしてくだ
さい。
プログラムや学会誌等を全ページアップされますと棄却となり
ます。

研究業績の登録には、その業績の証明として、証明となるものをデジタルファイルでアップロード
していただく必要がございます。
アップロードするためのデジタルファイルは、以下ルールに則り、ご用意ください。
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学会活動の登録①

11

ITE資格更新には、認定期間内に、日本心血管インターベンション技師審議会が認定する学術集会・関連学会・
研究会にて所定の単位数（50単位）を取得することが必要です。尚、活動実績の付与単位は、以下の通りです。

【 30単位 】
・ CVIT学術集会での発表・座長

【 20単位 】
・ CVIT学術集会への参加
・ CVIT学会誌への投稿・掲載

【 15単位 】
・ CVIT地方会での発表・座長 ※ 他学会での発表・座長は単位としてお認めできません

【 10単位 】
・ CVIT地方会への参加

【 5単位 】
・ 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

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。



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P28～
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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。一覧に表示されない研究会で、

お手元の参加証に単位付与の表記がされている場合は、事務局までお問い合わせください。
• 過去に参加した会は全て登録可能ですが、資格更新時に有効な単位は認定期間内に参加されたもののみ

となります。

学会活動の登録 (参加・受講証登録の場合)
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学会活動の登録 (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 (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

ITEが対象となる会合は黄色ハイライトのものです。
選択時にお間違えの無いようご注意下さい。
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学会活動の登録 (企画・イベント検索方法)
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主催団体を選択して検索がきます。
但し、プルダウンに表示されている主催団体は、医師の認定資格で認められている関連学会となります。
ブルダウンに表示されていても、ITE資格では認められていない団体もありますのでご注意ください。
また、プルダウンに表示されていないITE関連学会は「研究会」として検索していただくか、「主催団体」下の
「名称」に会名を入力いただき検索してください。

ITE資格更新単位として認められている他学会

・日本循環器学会
・日本心臓病学会
・日本冠疾患学会
・日本脈管学会
・日本血管内治療学会
・日本IVR学会
・日本心血管画像動態学会
・日本臨床工学技士会
・日本医学放射線学会
・日本フットケア・足病医学会
（旧：日本フットケア学会、日本下肢救済・足病学会）

・日本医学検査学会
・日本心エコー図学会
・日本超音波医学会
・日本不整脈心電学会
・日本臨床衛生検査技師会

その他の認定研究会は、以下のURLよりご確認ください。
https://www.cvit.jp/files/expert/ite/conference/list_certi
fication_conference.pdf

https://www.cvit.jp/files/expert/ite/conference/list_certification_conference.pdf


学会活動の登録 (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 (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 (参加・受講証データのアップロード①)
選択したイベント情報が表示されますので、データをアップロード(次項で説明)してください。
データをアップロード後、【申請する】のボタンを押下してください。
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学会活動の登録 (参加・受講証データのアップロード②)

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。

※ 参加証に施設名と氏名
を記入する欄がない場合、
参加証の空白部分にご自身
で施設名と氏名をご記入く
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 (参加・受講証データのアップロード③)
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。

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。
申請ボタン押下後の修正、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。



学会活動の登録 (参加・受講証データのアップロード④)
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 (研究業績（発表）登録の場合①)

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：CVIT2022学術集会
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学会活動の登録 (研究業績（発表）登録の場合②)

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「日本心血管インターベンション治療学会」のみです。
2. 「日本心血管インターベンション治療学会」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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単位として認められません。



学会活動の登録 (研究業績（発表）登録の場合③)
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発表された会名、会期、ご自身が発表された日時、演
題名、ご自身の氏名が記載されている箇所をアップ
ロードしてください。
（プログラム等を全ページアップされますと、棄却と
なります。必ず必要ページのみとしてください。）

20XX年 YY月 MM日

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。
申請ボタン押下後の修正、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。



学会活動の登録 (研究業績（発表）登録の場合④)
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 (研究業績（論文）登録の場合①)

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 (研究業績（論文）登録の場合②)
主催団体を選択してください。

29

1. 主催団体のうち、選択できるのは「日本心血管インターベンション治療学会」のみです。
2. 「日本心血管インターベンション治療学会」以外での論文発表は更新単位として有効ではありません。

単位として認められません。



学会活動の登録 (研究業績（論文）登録の場合③)
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、公開日の記載がない
場合は表紙、目次も必要です。
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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。
申請ボタン押下後の修正、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。



学会活動の登録 (研究業績（論文）登録の場合④)
この表示がでたら、申請が完了しています
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事前登録した活動実績の
一覧はこちらから確認で
きます。
（詳細は次ページ）

活動実績一覧の確認①
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。
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。

32

左記の活動の詳細はこち
らから閲覧できます。

（ ）内の表記については画面上の「単位情報の記号・数字について」
をクリックしてご確認ください。



活動実績一覧の確認②

どの項目でも検索ができます。

33

各項目の右側にある「と一致する」をクリック
すると選択肢が出現します。
会名の等の一部のみ入力して検索を行う場合、
「を含む」で検索すると表示されます。



ステータスについて①
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。

（申請内容の修正は出来ません）
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）

ステータスが【棄却】の内容のみ
「詳細」よりデータの差替えが可能
です。
ステータス【申請中】で、内容に誤
りがある場合は、事務局までご連絡
ください。
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ステータスについて② （事務局コメントの確認）

「通知」欄に事務局からのコメント（棄却理由、等）が表示されます。
内容を確認いただき、訂正した内容を再アップロードしてください。
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ステータスについて③ （再アップロード）

36

再アップロードすることが出来ます



一度アップロードした活動実績は、「受理」「棄却」に関わらず、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
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注意事項 ※ ご確認ください

38

棄却内容の詳細については、棄却された業績ページにあるステータスの下に「通知」欄が出現し、そちらに不備内容が表
示されますのでご確認ください。
尚、活動実績に不備があった場合、メール等での個々の通知は行っておりませんので、随時ご自身でご確認ください。

【 棄却対象例 】
以下の場合、申請内容が棄却となりますので、ご注意ください。

・ 登録された「参加・受講証」の解像度が低く、判読不可能と判断された場合
・ 登録された「参加・受講証」に会名・会期・所属施設名・氏名（フルネーム）が確認できない場合
・ 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
・ 申請会合と異なるファイルがアップロードされている場合

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データ内容に誤りがないことを確認してください。
間違ったファイルをアップロードした場合、CVIT事務局までご連絡ください。但し、順次対応となりますため、変更ができる
までにはお時間を要します。

活動実績の確認は順次行っております。精査状況の問い合わせには一切お答えいたしませんので、申請後はそのままお
待ちください。

ご不明な点等ございましたら、ご自身の会員番号、氏名を明記の上、CVIT事務局までご連絡ください。


