
■新規認定申請の作成/申請について説明いたします。 

3.6 新規認定申請の作成/申請 

3.6 新規認定申請の作成/申請 
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3.6.1 新規認定申請の作成 

■新規認定申請の作成の手順は以下になります。 

専門医資格申請情報の 
「新規」ボタンを押下します。 

1. 

新規認定申請作成画面が
表示されます。 

次へ 



3.6.1 新規認定申請の作成 
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会員年数が3年未満の場合 
「保存」ボタンを押下すると以下のエラー文が表示されます。 

更新申請の申請可能期間は1/31～3/31となっているため 
期間外に「保存」ボタンを押下すると以下のエラーが表示されます。 

2019/03/31 

2019/03/31 

次へ 
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「  」は必須項目のため、項目が空の状態で「保存」 
ボタンを押下するとエラーが表示されます。 

次へ 

3.6.1 新規認定申請の作成 
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「会員番号6桁(責任者)」6桁の半角
値以外を入力し「保存」ボタンを押下
すると以下のエラーが表示されます。 

「基本領域認定期間(開始)」が「基本領域認定期間(終了)」より後の 
日付が入力された状態で「保存」ボタンを押下した場合、 
以下のようなエラーが表示されます。 

「ACLS資格認定期間(開始)」が「ACLS資格認定期間(終了)」より後の 
日付が入力された状態で「保存」ボタンを押下した場合、 
以下のようなエラーが表示されます。 

次へ 

3.6.1 新規認定申請の作成 
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「ACLS資格認定期間(終了)」が認定後の「認定期間(開始)」より
前の日付が入力された状態で「保存」ボタンを押下した場合、 
以下のようなエラーが表示されます。 

「禁煙の啓発に努めることに同意する」にチェックをしないまま「保存」ボタンを押下した場合、 
以下のようなエラーが表示されます。 

「基本領域認定期間(終了)」が認定後の「認定期間(開始)」より前
の日付が入力された状態で「保存」ボタンを押下した場合、 
以下のようなエラーが表示されます。 

次へ 

3.6.1 新規認定申請の作成 
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必要な情報を入力後 
「保存」ボタンを押下します。 

２. 

次へ 

3.6.1 新規認定申請の作成 
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新規認定申請が作成され 
ホーム画面に遷移します。 

3.6.1 新規認定申請の作成 



3.6.2 診療実績の登録 

3.6.2 診療実績の登録 
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P91で新規作成した専門医資格申請情報の 
「申請番号」を押下します。 

１. 

専門医資格申請情報画面に遷移後
画面下にスクロールします。 

２. 

次へ 

■書類審査は診療実績を評価するため、診療実績の登録が必要です。 

    診療実績の登録の手順は以下になります。 
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「ファイルをアップロード」を押下し
ます。 

３. 

PDF形式の診療実績ファイルを
選択します。 

４. 

「開く」ボタンを押下します。 
５. 

次へ 

3.6.2 診療実績の登録 
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「完了」ボタンを押下します。 

診療実績ファイルがアップロード
されます。 

6. 

PDF形式以外のファイルをアップロード
しようとした場合、以下のようにエラー
が発生します。 

「了解」ボタンを押下し専門医資格申請
情報画面に遷移してください。 

※診療実績ファイルが複数件ある場合は、複数アップロードしてください。 

3.6.2 診療実績の登録 



■新規認定申請の申請の手順は以下になります。 

 3.6.3 新規認定申請の申請 

 3.6.3 新規認定申請の申請 
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「承認申請」ボタンを押下します。 

2. 

P94で診療実績を登録した専門医資格申請情報の 
「申請番号」を押下します。 

１. 

次へ 
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専門医資格申請情報画面に
遷移します。 

申請完了後はステータスが
「申請中」になります。 

「送信」ボタンを押下します。 

3. 

次へ 

 3.6.3 新規認定申請の申請 
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認定申請完了後 
申請の完了をお知らせするメールが通知されます。 

URLリンクを押下すると専門医資格申請
情報画面に遷移します。 

 3.6.3 新規認定申請の申請 



■書類審査を受けるために、申請書を印刷し日本循環器学会へ郵送する必要があります。 

 申請書の出力の手順は以下になります。 

3.6.4 申請書の出力 

3.6.4 申請書の出力 
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「申請書PDF出力」ボタンを
押下します。 

１. 

申請書が表示されます。 

「▶」ボタンを押下ます。 

２. 

次へ 
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申請書の２ページ目に遷移
します。 

３. 
「PDF」ボタンを押下し申請
書をダウンロードします。 

■申請書をダウンロード後、印刷し日本循環器学会へ郵送してください。 

3.6.4 申請書の出力 



■審査料の支払いの手順は以下になります。 

3.7 審査料の支払い 

3.7 審査料の支払い 
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ホーム画面を下にスクロール
します。 

2. 

専門医資格認定申請承認後 
審査料振り込みの依頼メールが通知されます。 

URLリンクを押下します。 

1. 

※1 会員ポータルにログインしていない場合は、ログイン画面に遷移するの
でログインを行ってください。 

※2 会員ポータルにログインしている場合は、P100の請求収納情報画面に
遷移します。 

次へ 
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未納の請求一覧の請求内容が 
「専門医審査料」の「管理NO」のリンク
を押下します。 

3. 

支払が完了していない場合、
請求収納の照会画面上部に
ある、「お支払画面へ」ボタン
が表示されます。支払手続き
を進められる場合はこちらの
ボタンを押下します。 

4. 

次へ 

3.7 審査料の支払い 



決済ステーション利用者同意事項を確認し、
「同意して次へ」ボタンを押下します。 

6. 
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5. 
クリックしますと、SMBCファイナンスサービス株

式会社の決済申込確認画面が表示されますの
で、決済内容を確認し、「上記情報を送信して、
決済を申し込む」ボタンを押下します。 

クリックしますと、日本循環器学会の
特定商取引法に基づく表記画面が表
示されます。 

クリックしますと、SMBCファイナンス

サービス株式会社のセキュリティに
関する説明サイトが表示されます。 

次へ 

3.7 審査料の支払い 
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お支払方法を選択します。請求内容
によっては、クレジットカードのみ選択
可能などございます。 

7. 

お支払方法を選択すると、
ボタンが有効（緑色）になり
ますので、押下します。 

8. 

次へ 

3.7 審査料の支払い 
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以降は選択したお支払方法毎の画面に遷移します（下記画面はペイジー選択時のもの）。 
画面に表示されております説明文に従って、支払手続きを完了させてください。 

審査料の支払いが完了後 
審査料振り込み完了メールが通知されます。 

3.7 審査料の支払い 



3.8 専門医資格認定 受験の手続き 

■このセクションでは、履歴を含め、専門医資格認定の受験状況を照会できます。 

3.8 専門医資格認定 受験の手続き 

3.8.1 書類審査・筆記試験結果の照会 

■専門医資格認定の書類審査・筆記試験結果をシステム上から照会できます。 
    専門医資格認定の受験状況照会は以下の手順になります。 

次へ 
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自身の会員名リンクを
押下します。 

会員ポータルサイトのホーム画面
から、「会員情報」タブを押下しま
す。 

1. 

2. 



3. 

会員情報照会画面右側の関連情
報から「専門医資格申請情報」を押
下します。 

専門医資格申請情報の一覧より、
申請番号を押下することで受験状況
の詳細画面に遷移します。 

4. 

次へ 
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3.8.1 書類審査・筆記試験結果の照会 



専門医資格申請情報の詳細画面が
表示されます。 

5. 
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書類審査の結果を
照会できます。 

受験申込時の内容
を照会できます。 

筆記試験に必要な情
報を照会できます。 

筆記試験の結果を
照会できます。 

資格認定に必要な認定料の
支払状況を照会できます。 

3.8.1 書類審査・筆記試験結果の照会 



3.8.2 筆記試験 受験票の取得 

3.8.2 筆記試験 受験票の取得 

次へ 
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■筆記試験を受験するために、受験票が必要になります。 
   受験票の取得は以下の手順になります。 

自身の会員名リンクを
押下します。 

会員ポータルサイトのホーム画面
から、「会員情報」タブを押下しま
す。 

1. 

2. 



次へ 
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3. 

会員情報照会画面右側の関連情
報から「専門医資格申請情報」を押
下します。 

専門医資格申請情報の一覧より、
申請番号を押下します 

4. 

3.8.2 筆記試験 受験票の取得 
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受験状況の詳細画面右上の「受験票
印字」ボタンを押下します。 

5. 

受験票が表示されますので、「PDF」アイ
コンを押下し、ダウンロードします。 

印刷し、自身の顔写真を貼り付けた上で
、筆記試験会場まで持ち込みください。 

6. 

3.8.2 筆記試験 受験票の取得 


